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１．はじめに

ダム事業では、貯水池の出現に伴い陸域の一部が消
失するほか採石場・ダム本体等の建設工事により、大
規模な土地改変が発生する。これらの改変により生じ
ると予測される影響を緩和するために、ダム事業では、
生態系の上位性の注目種となる希少猛禽類を対象とし
た環境影響評価が実施され、必要に応じて環境保全措
置や配慮事項などの環境保全対策が実施されている。

ダム事業が山間部に計画されることが多いこと及び
環境影響評価で想定しているダム事業の予測範囲が猛
禽類の中でも特にクマタカの主要な生息環境と重なる
ことが多いため、クマタカが生態系の上位種として着
目されることが多い。そして、生態系上位性のクマタ
カに対する予測の結果次第では、環境保全措置や配慮
事項などの環境保全対策が実施されることとなる。

環境庁から「猛禽類の保護の進め方」（平成8年）1）

が発刊され、クマタカに対する保全対策はその行動圏

解析の結果を受けて、「営巣地中心域」では改変を極
力避けるほか、造巣期から抱卵期の大きな騒音を伴う
作業を控える、人の出入りを原則中止する、「営巣地
高利用域」では、営巣期の道路・橋梁等の建設工事や
大規模な間伐を避ける、大きな騒音を伴う工事を周年
避けるなどの方針が示された。

ダム事業においては、「ダム事業におけるイヌワシ・
クマタカの調査方法」（ダム水源地環境整備センター）2）

が平成13年に発刊され、環境保全措置等としてとり
うる手段が検討され、直接改変に対しては事業計画の
変更、工事位置の変更、道路のトンネル化が、直接改
変以外に対しては工事の一時中断、コンディショニン
グ、工事関係者の巣周辺地域の立ち入り制限、低騒音・
低振動施工機械の採用、構造物・施工機械の色彩の変
更などが示されている。

これらの環境保全措置等の方針を受け、多くのダム
でいくつかの保全措置が実施されている。クマタカを
対象とした事例として、繁殖個体の営巣期における工
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In this paper, we report the results of the case study of A Dam in which foraging habitat for endangered raptors was 
constructed as a measure to mitigate the environmental impact of the dam. To evaluate the effect of line-thinning in cedar 
forest to create foraging site for mountain hawk-eagles, we investigated the density of Japanese Hare, the main prey of 
mountain hawk-eagles, by fecal pellet counting conducted both in line-thinning area and in control area during early spring 

（May）. The number of hare pellets which was used as an indicator of the number of hare increased remarkably for four 
years since line-thinning.
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事の制限3）、人工巣の設置4）、コンディショニング5）、
カラス対策6）の事例が報告されているが、餌場環境を
創出した環境保全対策を報告している事例はない。

そこで本報告では、ダム事業における環境保全対策
（配慮事項）として実施されたクマタカに対する餌場
環境創出の事例を紹介する。

2．餌場環境創出の概要

（1）Aダムにおけるクマタカの配慮事項
Aダム事業地においては、クマタカ3つがい（Aつ

がい、Bつがい、Cつがい）が確認されているが、環
境影響予測の結果、環境影響がない又は極めて小さい
と予測されたため環境保全措置は実施していない。し
かし、事業者の判断により実施する環境配慮として、
①工事のコンディショニング、②餌場ミティゲーショ
ン（列状間伐）、③代替巣の設置、④樹木伐採時にお
ける配慮事項の検討、⑤CCDカメラによる繁殖状況
のモニタリング、⑥ハシブトガラス対策、⑦ツキノワ
グマ対策、⑧原石山及び土捨て場の緑化などの配慮事
項を実施している。

このうち②餌場ミティゲーション（列状間伐）は、
ダム事業による土地改変等で失われるBつがいに対す
る餌場の創出を目的として実施されたものである。

（2）列状間伐
列状間伐は、本来、個々の林木の形質にかかわりな

く列状に伐採する手法で、大型機械を用いた伐採、搬
出を可能とする低コスト化を目的とした伐採方法7）で

ある。近年は小規模な伐採地造成により、イヌワシの
探餌行動頻度が有意に増加したとの報告8）からイヌワ
シの採餌環境に適した環境を創出する試みとして、列
状間伐が実施されるようになった9）。クマタカもイヌ
ワシと同様に森林性大型猛禽類であり、主要な餌動物
としてノウサギを捕食している10,11,12,13）ことから列状
間伐による餌場環境の質的な向上が期待される。

餌場ミティゲーションとしての列状間伐は、クマタ
カBつがいの繁殖テリトリー内のスギ人工林（国有林）
において実施した（図-1）。列状間伐は、伐採幅3m（伐
採列）と非伐採幅5m（残置列）を繰り返す形状とし森
林管理署の協力を得て実施した。この列状間伐は、平
成16年度、平成17年度、平成19年度に実施され、こ
のうち平成16年度間伐区及び平成19年度間伐区（以
下、H16間伐区、H19間伐区とする）に調査対象区（標
高480 〜 560m）を設定した。

 伐採列 

残置列
残置列

写真-2 列状間伐実施状況

 

平成 19 年度間伐区
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平成 17 年度間伐 区 
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写真-1 列状間伐実施箇所
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伐採列

残置列

5m 

図-2 列状間伐のイメージ

図-1 クマタカの繁殖テリトリーと列状間伐の位置
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なお、伐採列において下草が繁茂したことからH16
間伐区では、伐採4年後の平成20年12月に下草刈を
一部で実施した。

（3）ノウサギの隠れ場の設置
列状間伐の実施に加えて、間伐区にノウサギの隠れ

場を設置することでクマタカの餌となるノウサギの生
息密度が増加することが期待されている14）。本調査地
では平成22年5月に餌場環境としてよりよい環境の創
出を目的としてノウサギの隠れ場を設置した。

ノウサギの隠れ場は、峰岸・片山（2007）14）を参考
に以下の設置方針を定め、H19間伐区にひさし型を5
箇所、円錐型を1箇所設置した。

【構造について】  
・ ノウサギは捕食者から逃げやすい構造を好むと考えら

れることから出入り口が 2 箇所以上あるものとする。
・ テン等のノウサギの捕食動物が居着かないよう中は暗

くなりすぎないようにする。
・ 出入り口が南から西に向くようにする。
・ 積雪に強い構造とする。

【設置時について】
・ 可能な限り間伐材を利用する。
・ 既存の隠れ場（倒木や洞）の可能性のある箇所を破壊

しないようにする。

3．効果検証のためのモニタリング調査

3.1　列状間伐による餌場創出の効果
列状間伐による餌場創出の効果を把握するため、ク

マタカの主な餌動物であるノウサギの生息状況の変化
を把握することとした。ノウサギの生息数を把握する
ために糞粒数調査、フィールドサイン・痕跡調査、セ
ンサーカメラ調査及び間伐地植生調査を実施した。

（1） ノウサギ糞粒数調査
ノウサギの生息密度の変化を把握するために現地調

査として糞粒数調査を実施した。
ノウサギは夜行性の哺乳類であるため、目視による

観察は非常に困難であると言われている15）。そのため、
一定面積内に排泄された糞粒数を調べ、糞の残存期を
考慮してノウサギ一頭当たり・1日当たりの排糞粒数
を用いて計算することで当該範囲内の生息個体数を推
察する方法16）を用いた。

調査は平成17年から平成21年の消雪期（又は春季）
に実施した（表-1）。調査場所は、列状間伐の効果の
把握のため列状間伐を実施した区域（H16間伐区,H19
間伐区）と隣接した非間伐区域の対照区とした。

糞粒法では通常、24時間以内に排出された新しい
糞をカウントし、ノウサギの1日平均排糞粒数をもと

 
非設置区 設置区 

H19 間伐区 

写真-3 ノウサギの隠れ場設置位置

写真-4 ひさし型隠れ場

写真-5 円錐型隠れ場

年 H16間伐区 H19間伐区 対照区 

平成16年 （間伐） － － 

平成17年 消雪期 － － 

平成18年 消雪期 － 消雪期 

平成19年 消雪期 （間伐） 消雪期 

平成20年 春季 春季 春季 

平成21年 消雪期 消雪期 消雪期 

※消雪期:5月、春季:6月 

表-1 糞粒数調査実施時期
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に生息密度を推測する手法である。ただし、消雪期・
春季においては、雪の中にある糞が糞虫に分解されず
に保存されるため、調査日以前の積雪期間中の糞粒は
分解されないとしてその日数と調査面積から積雪期の
ノウサギの生息密度を推測することができる。本調査
では、まだ糞虫が糞を分解する前の雪解け後の消雪期

（又は春季）に調査を実施し、調査前年の落葉期から
調査日までに排出された糞を調査対象とした。

調査は、間伐区と対照区の各調査区内に1m×1mの
調査枠をランダムに170箇所（面積170m2）選定して、
コドラート内の糞をカウントした。なお、無作為抽出
により調査枠（コドラート）を設定するため、間伐区は、
純粋に伐採列のみを対象とするものではなく伐採され
ずに残った残置列に調査枠が含まれている調査地区と
いう位置づけとなる。

消雪期・春季に実施した糞粒数調査の結果、H16間
伐区における糞粒数は、平成17年で27粒、平成18年
で54粒、平成19年で38粒、平成20年で91粒、平成
21年で91粒であった。なお、H16間伐区では平成20
年12月に下層植生の草刈りを実施している。同様に、
H19間伐区における糞粒数は、平成20年で52粒、平
成21年で100粒であった。対照区では平成18年で17粒、
平成19年で17粒、平成20年で58粒、平成21年で19
粒（170枠中95粒、24粒の調査枠があり、この2枠は
特例値とした）であった。

平成21年の調査結果から各調査区のコドラート当
たり平均糞数（±標準誤差）をみると、H16間伐区で0.54

（±0.11）粒/m2、H19間伐区で0.59（±0.08）粒/m2、
特例値（24粒と95粒）のコドラートを除いた対照区で
0.11（±0.03）粒/m2であった。t検定の結果、対照区
は他の調査区とは有意な差があることが確認された。

平成21年の糞粒数から下記の推定式16）を用いてノ
ウサギの生息密度（個体/ha）を推定すると、H16間伐
区で0.098個体/ha、対照区で0.021個体/haとなる。

同様に調査結果で得られた糞粒数から地区別経年別
の生息密度を求めると、H16間伐区におけるノウサギ

の生息密度（個体/ha）は、平成17年で0.027個体/ha、
平成18年で0.055個体/ha、平成19年で0.039個体/ha、
平成20年で0.082個体/ha、平成21年で0.098個体/ha
であった。同様に、H19間伐区におけるノウサギの生
息密度（個体/ha）は、平成20年で0.047個体/ha、平
成21年で0.107個体/haであり、対照区では平成18年
で0.017個体/ha、平成19年で0.017個体/ha、平成20
年で0.052個体/ha、平成21年で0.021個体/haと算出
された。

スギ植林内の対照区では、ほぼ0.02個体/ha程度で
あるのに対し、列状間伐区のあるH16間伐区、H19間
伐区ともに0.02個体/ha以上となっており、列状間伐
によりノウサギの利用頻度が高くなったと考えられ
た。

（2）フィールドサイン・痕跡調査
ノウサギは地上性の草食動物であり、様々な植物を

餌資源として利用する。ノウサギがそれらの植物を採
食した際には痕跡（食痕）が残るため、フィールドサ
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【生息密度（M）の推定方法】
まず、落葉期からから調査日までの期間に排泄され

た糞の総計を1日当たりの糞量に換算し、調査枠面積
で割って単位面積あたりの個体数を求めた後、ノウサ
ギの1日1個体の排糞粒数からノウサギの生息密度（M：
個体/ha）を求めた。なお、ノウサギの1日1個体の排
糞粒数は本調査地と同じ亜種のトウホクノウサギの平
均値の282.6粒16）を用いた。

　　　　 Σ（m ／ t）×10,000 ／ s
M＝　——
　　　　　　　　　  g

　　　M：（個体/ha）
　　　m：発見糞粒数
　　　t: 調査日数（日）
　　　s: 調査枠面積（170㎡）
　　　g：日排糞粒数（282.6粒）

図-2 地区別のコドラート当たり平均糞数（粒/m2）
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イン調査の際には生活痕として記録することが可能で
ある。フィールドサイン調査は、ノウサギ糞量調査の
際に設置した全てのコドラート（各調査区につき170 
個、面積170㎡）内におけるノウサギの食痕について
痕跡のあった植物種名、確認位置、地上高を記録した。

なお、調査した地域にはカモシカや草食性ネズミ類
（ハタネズミ、ヤチネズミ）などノウサギ以外にも地
上における草食性の哺乳類が存在していることから、
ノウサギの食痕とその他の動物の食痕の識別について
は表-2に示す特性を利用して識別した。調査は、平
成20年の春季・秋季及び平成21年の消雪期と夏季に
実施した。

平成20年及び平成21年調査の結果、6種の哺乳類（ノ
ウサギ、ニホンリス、アカネズミ、ツキノワグマ、テ
ン、カモシカ）及び1 種のヘビ類（ジムグリ）が確認
された。H16間伐区、H19間伐区、対照区ともにノウ
サギのフィールドサインを確認することができた。ま
た、クマタカの好む餌動物としてノウサギの他にニホ
ンリスが全ての調査区において確認された。ヘビ類は
対照区で確認された。

ノウサギの食痕の確認されたコドラート数を調査
区別にみるとH16間伐区では平成20年春季に54箇所
が秋季には15箇所、平成21年夏季には5箇所となり、
平成21年秋季には0箇所となった。同様にH19間伐区
で57箇所、30箇所、8箇所、2箇所と減少し、対照区
では15箇所、5箇所、その後は0箇所であった。

ノウサギの食痕はミヤマカンスゲ、チシマザサ、モ

ミジイチゴ、スギ、ブナ、ヤマグワなど28種を対象とし、
主として10 〜 45cmの高さで観察された。

この結果より対照区よりもH16間伐区、H19間伐区
でノウサギの摂食行動が多いこと、伐採後2年目には
その行動が大きく減少すると考えられた。

（3）センサーカメラ調査
間伐区に出現する動物の種類と頻度を調べるため、

センサーカメラによる自動撮影を行った。
カメラは平成18年から平成21年の4 〜 11月のうち

の4 ヶ月間、H16間伐区（H18 〜 21年）、H19間伐区（H20
〜 21年）、対照区（H20 〜 21年）の3 〜 4地点に5 〜
6台設置した。センサーカメラの設置位置を図-5に示
す。時期により林内への光の入り方が異なるため、誤
作動が多く生じた場合はカメラの設置木、角度、方角
等を適宜変えた。

センサーカメラ調査の結果、ノウサギは平成18年
から平成21年まで毎年、撮影された。平成18年は25
枚（455台日）、平成19年は65枚（578台日）、平成20
年は70枚（2,308台日）平成21年は79枚（2,924台日）
撮影された。センサーカメラには鳥類の他、クマタカ
の餌動物であるノウサギ、ニホンリス、タヌキ、テン
等の哺乳類が撮影された。

平成21年調査結果を調査地区別にみると、H16間

種名等 食痕の特徴 食痕の高さ 

ノウサギ 斜めの鋭い切断面 地上高 70cm 以下 
（ただし、非積雪時）

カモシカ 引きちぎるように
食べた跡 

－（不明） 

草 食 性 ネ
ズミ類 

－（識別法は確立
していない） 

地上高10cm以下 

表-2 種別の食痕特性
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図-4 地区別のコドラート当たり食痕数

 

 

対照区 

H19 間伐区 H16 間伐区 

図-5 センサーカメラ設置位置

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

ノウサギ ● ● ● ● ●

ニホンリス ● ● ● ● ●

ネズミ類 ● ● ● ● ●

コウモリ類 ●●●●

タヌキ ● ● ● ● ●

キツネ ●●●

テン ● ● ● ● ●

イタチ ●●

アナグマ ●●●●

ハクビシン ●●●

カモシカ ● ● ● ● ●

ツキノワグマ ● ● ● ● ●

合計種数 11種 9種 9種 10種 12種

調査年
合計確認種

 

表-3 センサーカメラで撮影された哺乳類
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伐区19枚、H19間伐区が50枚、対照区が10枚であっ
た。ただし、H16間伐区・H19間伐区は6台×172日、
対照区は5台×172日で撮影されているため、1台1月
当たりの撮影数を計算すると、H16間伐区が0.55枚、
H19間伐区が1.45枚、対照区が0.29枚であった。

伐採後2年目のH19間伐区で最も多くのノウサギが
撮影され、伐採後5年目のH16伐採区が次に多い結果
となった。

（4）間伐地植生調査
列状間伐実施後のノウサギの餌環境の変化を調べる

ため、列状間伐実施箇所と対照区において下層植生の
出現・生育状況を調査した。

調査は平成17年に設定した調査コドラートで継続
的に実施した。各コドラートの大きさは2m×2mとし、
間伐区は伐採列に3箇所、残置列に2箇所、対照区に
3箇所のコドラートを設定した。調査時期は春季（6月）、
夏季（8月）、秋季（10月）の3回とし、同一コドラー
トを対象に下層に生育する植物種を種別の植被率・被
度・植生高を調査した。
a） 植被率

H16間伐区（伐採列）の植被率は、伐採1年後（H17）
で7 〜 43％、2年後（H18）で27 〜 78％、3年後（H19）
で70 〜 85％、4年後（H20）で68 〜 83％、5年後（H21）
年 で63 〜 80 ％ と、3年 後 の 平 成19年 に ほ ぼ70 〜
80％程度の植被率で安定した。

対照区（草本層）の植被率は、平成17年に20%を越
えたものの平成18年から平成21年まで10 〜 15％と
安定していた。
b） 平均植物高

H16年間伐区（伐採列）の夏季の平均植生高は、伐
採1年後の平成17年に20cm、2年後の平成18年に
34cm、3年後の平成19年に42cm、4年後の平成20年
に52cm、5年後の平成21年には59cmとなった。

対照区（草本層）の平均植生高は、平成17年から平
成21年まで15 〜 25cmと安定していた。
c） 出現種数

H16間伐区（伐採列）の夏季平均出現種数は、1年
目（H17）の23種から2年目（H18）に31種と増加した。
その後は、3年目（H19）には29種、4年目（H20）には
30種、5年目には（H21）25種と減少傾向であった。

対照区（草本層）の平均出現種数は、平成17年度は
夏季に21種確認されたが、平成18年から平成21年ま
で12 〜 18種と大きな変化はなかった。
d） ノウサギの餌植物種数

H16間伐区（伐採列）のノウサギの餌植物平均種数
は、1年目（H17）の8.0種から2年目（H18）に12.3種
と増加した。その後は、3年目（H19）には11.3種、4
年目（H20）には10.7種、5年目には（H21）10.5種と減
少傾向であった。

対照区（草本層）におけるノウサギの餌植物平均種
数は、平成17年から平成21年まで5 〜 8種であった。

3.2　隠れ場利用状況調査

ノウサギの隠れ場の利用状況を確認するために、ノ
ウサギ糞粒数調査及びセンサーカメラ調査を実施し
た。調査は、隠れ場設置1 〜 3年後の平成23年から平
成25年の春季（5月）に実施した。
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（1） ノウサギ糞粒数調査
a） 隠れ場設置区と非設置区の比較

調査はH19間伐区で実施した。この間伐区内を半分
に分け、隠れ場を設置した設置区と隠れ場を設置して
いない非設置区としてそれぞれでノウサギ糞粒数調査
を実施した。糞粒数調査は列状間伐の効果比較と同様
に、設置区と非設置区に1m×1mの調査枠をそれぞれ
170個（調査面積170m2）設置して実施した。調査期間
は、平成22年から平成25年までとした。

H19間伐区における糞粒数調査の結果、隠れ場を設
置した設置区では平成22年秋に89粒、平成23年春に
279粒、平成24年春に143粒、平成25年春に134粒であっ
た。これに対して非設置区では、平成22年秋に85粒、
平成23年春に68粒、平成24年春に93粒、平成25年
春に121粒であった。

この調査結果から、設置区別のH19間伐区における
ノウサギの生息密度（個体/ha）は、表-4の通りとなった。

b） 隠れ場周辺の糞粒数
隠れ場を中心に含む半径3mの範囲（調査面積約

7m2）を踏査し、ノウサギの糞量を確認した。調査は
設置された隠れ場6箇所で実施し、糞の分解者により
消失することをさけるため、平成23年〜平成25年の
毎年消雪期（5月）に実施した。

調査の結果、隠れ場周辺（隠れ場の中心から半径
3m内）で消雪期（5月）に確認されたノウサギ糞粒数
は10粒／ m2程度であった。この値は、平成18 〜 21
年に実施した列状間伐の対照区のコドラート当たりの
糞粒数（0.1粒/m2）だけでなく、H16伐採区・H19伐
採区の0.6粒/m2、平成22 〜 25年に実施したH19間伐

区（非設置区）の0.40 〜 0.71粒/m2に比べ明らかに大
きく、隠れ場をノウサギが利用していることを示して
いる。

（2）センサーカメラ調査
隠れ場設置区においてノウサギ隠れ場の利用状況を

把握するため、センサーカメラによる調査を実施し
た。センサーカメラは、平成23年は隠れ場3箇所、平
成25年は隠れ場5箇所に設置した。調査は平成23年
と平成25年に実施した。

隠れ場に設置したセンサーカメラのうち、平成23
年の秋季ではネズミ類、カモシカ、ツキノワグマが撮
影されたが、ノウサギは撮影されなかった。平成25
年の春〜夏季では、ノウサギが期間中10枚撮影された。
ノウサギの撮影された時間は19:30 〜翌2:00の夜間帯
に撮影された。

非設置区 設置区 

NKB1 

NKB4 NKB3 

NKB2 

NKB5 

NKB6 

 

H19 間伐区 

図-9 隠れ場糞粒数調査・センサーカメラ設置位置

調査年 設置区 非設置区 調査期間 

平成22年 0.093 0.088 201日 

平成23年 0.282 0.069 206日 

平成24年 0.142 0.093 209日 

平成25年 0.135 0.121 207日 

表-4 ノウサギ生育密度（個体/ha）

隠れ場 形状 平成 23年 平成 24年 平成 25 年

NKB1 ひさし型 1 8 4

NKB2 ひさし型 13 17 10

NKB3 円錐型 4 17 18

NKB4 ひさし型 41 6 10

NKB5 ひさし型 8 8 4

NKB6 ひさし型 0 18 22

合計 67 74 68

1m2当たり糞粒 9.5 10.5 9.6

表-5 隠れ場周辺の糞粒数（粒）

写真-6 センサーカメラ設置状況（NKB4）

調査年 枚数 延べ日数 備考 

平成23年 0 70日台 3台:9/27～11/9

平成25年 10 450日台 5台：5/22～8/20

表-6 ノウサギ撮影枚数（枚/年）

写真-7 隠れ場を利用するノウサギ（NKB1;H25.6.13）
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4．餌場ミティゲーションの効果

4.1列状間伐による餌場創出の効果
列状間伐を実施した間伐区と対照区との比較より、

列状間伐の実施によりノウサギの糞粒数が大きく増え
ることが確認された。前田（2003）17）が、岩手県南部
の落葉二次林における列状間伐地で伐採1年後の消雪
期糞数調査（各地区50m2）を実施した結果、対照区0.10

（±0.06；SE）粒/m2、間伐区1.18（±0.30）を報告し
ており、本調査の結果のうち対照区がほぼ同じ値を示
したこと、対照区と間伐区に有意な差があり間伐区で
高くなった点で同じ傾向を確認することが出来た。

岩間ら（2007）8）は、岩手県北上高地のアカマツ人
工林で実施した伐採後3年間の糞粒調査で、伐採3年
後に糞粒数が減少すると報告している。本調査では、
伐採4年後になってもノウサギの糞粒数が、対照区に
比べ多く、かつ増加傾向にあるという結果であった。
これは岩手県北上高地での研究では、夏季〜秋季の雪
のない時期の糞数を計測する調査方法であったため、
ノウサギの夏場の利用頻度を表しているのに対し、本
調査では消雪期に残っている糞粒数を計測したことか
ら主として冬場のノウサギの利用頻度を反映している
ためと考えられる。

列状間伐の伐採後3年目に利用頻度が減少する結果
は、本調査のノウサギの食痕数の結果から確認された。
平成20年春から平成21年秋までのノウサギの食痕数
からみた列状間伐区域のノウサギの利用頻度は、伐採
後2年目から大きく減少した。これは、岩間らの研究
においても伐採列の食痕数が伐採後3年には残置列と
ほぼ同程度に減少するという報告と一致した。この傾
向は、間伐区植生調査の結果から雪のない春〜秋季の
平均植物高が、伐採後3年目（H19）にノウサギの利用
可能高50cm未満8）を越える植物が増えてくることで
餌場としての利用頻度を下げていると考えられた。

調査地近傍の気象データによれば、最大積雪深（2
月 ）は 平 成17年153cm、 平 成18年156cm、 平 成19
年59cm、平成20年95cm、平成21年66cmであった。
H16間伐区（伐採列）のノウサギの餌となる木本・サ
サ類は、伐採後2年までは雪の中に多くの餌植物が埋
まっていたが、伐採4年後の平成20年には植物の半数
以上が60cmを越える高さとなっており（図-10）、早
春季に積雪が残っているなか木本類等の枝先につく若
葉がノウサギの餌として貢献していることが考えられ
る。本調査での消雪期の糞量調査の結果が、伐採4年
後もノウサギ利用頻度が増大していることは、このよ
うに冬季の積雪が間伐区をノウサギ餌場としての利用

を容易にしていることによるものと考えられた。

4.2　隠れ場設置の効果
列状間伐を実施したH19間伐区において、伐採後3

年目から間伐区に隠れ場を設置して効果を検証した。
その結果、隠れ場周辺のノウサギの糞粒数は、周囲の
平均的な糞粒数よりも多く確認され、隠れ場を設置す
ることでノウサギの利用頻度が高まることが確認され
た。しかし、設置1年後をピークに効果は減少し、設
置3年後（H25年）には非設置区とほぼノウサギの利
用頻度は変わらない結果となった。これは、伐採列内
の植物が伐採5年後（平成25年）に50cm以上の高さま
で成長し、隠れ場を使わなくともノウサギの体が隠れ
るようになったためと想定される。

隠れ場に設置されたセンサーカメラ撮影で平成23
年には撮影枚数0枚であったが、平成25年にはノウサ
ギが10枚撮影された。撮影台数・撮影期間を考慮す
ると1月・1台当たりのノウサギ撮影枚数は0.66枚/（月・
台）となり、対照区の平成21年値（0.29枚）より明ら
かに多いが、H16間伐区の伐採5年後（H21）の値（0.55
枚）とほぼ同定度か若干上回る値であった。このこと
も隠れ場設置3年目にはその効果が収まることを裏付
けた。また、撮影された時間から、隠れ場の利用は夜
間帯の利用のみであることを確認できた。

5．おわりに

本報告では、ダム事業におけるクマタカに対する環
境保全対策（環境配慮）として餌となる動物の生息環
境を創出することで餌場環境の改善を図った事例につ
いて紹介した。調査結果から、森林性の大型希少猛禽
類であるクマタカの主要な餌動物であるノウサギの生
息環境は、列状間伐をすることで良好となることを確
認できた。さらにこのダム事業では、クマタカの行動
調査も併行して実施しており、列状間伐地での採餌行
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動が一度確認（平成21年8月；成鳥）できた。
ただし、調査頻度が低いことにより採餌行動の確認

回数から餌場の効果を解析するには至っていない。ま
た、本調査地のクマタカの餌動物はヘビ類が第一位で、
ノウサギだけを増やすことで十分な保全対策とは言え
ないかもしれない。しかし、ノウサギが増えることで
餌動物の質的構成が充実し、餌場環境の改善が達成で
きる可能性は高いと考えられる。

今後は、クマタカの採餌行動確認を詳細に調査する
など餌場利用行動も含めた調査や列状間伐地の効果的
な配置に関する研究が必要である。

本報告が今後のダム事業における希少猛禽類の保全
対策の検討に際して参考となれば幸いである。

本報告をとりまとめるにあたり、担当事務所には、
貴重な調査データ及び発表の機会を与えていただい
た。また、由井正敏岩手県立大名誉教授には有益なご
助言を頂いた。ご尽力いただいた皆様に、ここに深く
感謝申し上げます。

なお、本稿ではクマタカの保全の観点から、営巣木
が特定できる情報は公開せず、ダム名・つがい名も記
号で示した。
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