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１ ニホンザルの生物学的特徴 

 

（種としてのニホンザル） 

 ニホンザル（Macaca fuscata）は本州、四国、九州とその周辺のいくつかの島に生息す

る日本固有の霊長類であり、屋久島のものはホンドザル（M． f． fuscata）とは別亜種のヤ

クシマザル（M． f． yakui）とされている。オスの方が大きく、頭胴長 53～60cm、尾は短

く尾長 8～12cm、体重 10～18kg で、メスは頭胴長 47～55cm、尾長 7～10cm、体重 8～16kg

程度である。ヤクシマザルはより小型でずんぐりしており、体毛が長い。毛の色は茶褐色な

いし灰褐色で、顔と尻は裸出している（阿部ら、1994 より）。 

  

（群れの行動域と生息密度、群れ間関係） 

 ニホンザルは通常数 10 頭から 100 頭を超える個体が集まった群れ（集団）を作って生活

している。それが他の中大型哺乳類との際だった違いである。 

 

生息密度はその地域の生息環境により様々であるが、東日本の落葉広葉樹林と西日本の常

緑広葉樹林とではおおよそ 10 倍程度の違いがある（図 1）。一群あたりの行動域は、群れ

サイズ（個体数）の大きさやその地域の植生などにより異なるが、数平方キロから数 10 平

方キロ、特に広い場合は 100 平方キロにもなる場合がある。 

 

基本的に群れ同士は敵対的であり、行動域が多尐オーバーラップしても、各群れが高い頻度

で利用する中心地域では排他的である。行動域が広い場合はその中に針葉樹の植林地が含ま

れている場合が多く、また群れが耕作地の周縁を巡り歩いている場合には、計算上の行動域

面積が広くなる。 

 

（群れの構成、繁殖と個体群動態） 

 群れは、複数のオトナオス（7－8歳以上）と通常その同数から 5 倍程度の数のオトナメス

（5－7 歳以上）、そしてそのコドモ（4 歳以下）たちからなる。出産は年一回、春 3 月から

7 月頃までが出産期で、出産期は南に行くほど遅くなる傾向がある。ただし、屋久島は例外

的に早い。交尾期は秋 10 月から 1 月頃までで、妊娠期間は 175 日前後である（和、1982）。

普通、連年出産は尐ないが、栄養条件次第ではそれも稀ではない。 

オトナメス当たりのアカンボ（1 歳以下）数は、個体群の動向を知る上での重要な指標に

なる。アカンボの数は出産期直後にカウントされた数値であることが望ましいが、これまで

の野猿公苑等での観察例から、餌付けされた群れでは 60～70％のメスがコドモを抱えている

年が多かった。その場合の年当たりの増加率は 15％程度で、ほぼ 5 年で倍になる。ただし

それは非常に餌条件に恵まれた時のことで、それが常態化している野生群は尐ないと思われ

る。 
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図 1 東日本と西日本におけるニホンザルの分布密度の違い（高崎、1999から） 
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一方、1971 年から 35 年間個体数増加が見られなかった宮崎県幸島の群れでは、5 才以上

のメスの出産率が 25％程度、そして 1 年以内の幼児死亡率が約 40％である。ニホンザルは

20 才程度まで生きることから、4 年に一回出産すると仮定すると 1 頭のオトナメスは死亡ま

でに 3 頭から 4 頭を産み、その 4 割が死亡する。つまり 1 頭のメス当たりほぼ、1 頭のメス

が残されるというわけである。個体数が増加しない、定常状態を保った群れというのは、こ

のようなものである。条件が良くなれば群れ内の出産率は高くなり、幼児死亡率は 10％以

下にまで下がる。 

 多くの野生群における出産と幼児死亡率はこうした値の中間的なものである。だが、屋久

島など複数群が隣接して暮らしている地域では、ある群れの個体数が増加している一方で、

他の群れではまったく出産が見られなくなり、最終的には群れごと消失してしまうという事

例が報告されている。またどの群れの場合であっても年変動が著しく、出産が多い年と尐な

い年が、交互におとずれるのが普通である。このように一群だけ、あるいは単年度だけのカ

ウントからでは、その地域の個体群が増加傾向にあるのか、あるいは減尐しているのかにつ

いて、はっきりした結論を出すことはできない。個体群動態を知る上では、尐なくとも同地

域に生息する 3～4 群程度以上、そして複数年、尐なくとも 3～4 年程度以上の継続したデー

タが必要である。 

 アカンボの数が個体数の増減を見る上で、一つの有力な手がかりになることはすでに述べ

た。だが 1～3 才までのコドモの数は必ずしも手がかりにはならない。図 2 は宮崎県幸島の

データを基にした生存曲線であるが、栄養条件が悪くなるとオトナメスの死亡も多くなるた

めに（特に年長のメスが早く死ぬようになる）、オトナメス当たりのコドモの数はむしろ高

い数値になる。生後一年を経過するとコドモの死亡率はずっと下がる。そして年長のサルの

死亡率が高くなっている。一方栄養条件が良いときには、ほとんどのサルが若死にすること

なく出産を続けるので、個体数は増加するが、オトナメス当たりのコドモ（1～3 才程度）

の数は逆に低くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 48 － 

0

500

1000

1500

1 4 7 10 13 16 19 22

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

 

 

図 2 安定期と増加期におけるニホンザルの群れの生存曲線 

 

 上は群れの個体数増加時（幸島（1952～1971）、嵐山、高崎山のデータから合成）、

下は安定個体群である時期（幸島(1977～2002）のデータを基に作成）。安定個体

群では初期死亡が多い。一方で栄養条件のいい個体数増加時にはその多くが寿命

を全うする。横軸は年齢、縦軸は初期個体数を 1000とした場合の数値。 
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（食性） 

 ニホンザルは雑食性だが、果実・種子及び昆虫が好物であり、花や若葉もよく食べる。こ

れまでの各地での調査結果から、百数十種ほどのものを採食することが知られている。季節

毎にみるとそれぞれ 5～6 種程度の主要な採食樹種があって、それだけで大部分を占めてい

る。そして採食樹種には地域的な違いがあって、何を食べるかには文化的な違いも影響して

いる。 

 

被害作物が地域により異なるのは、サルが新奇なものに手を出さない場合が多いからであ

り、初めは見向きもしなかった作物でも何年かたつと被害が出始めるが、これは学習効果に

よるものである。基本的には、唐辛子など多尐の例外を除けば、人間の食べるものは何でも

食べると考えられる。 

 

（群れの行動とハナレザル） 

 サルの群れは行動域の中を遊動して歩き回っており、決まったねぐらは持たない。ただ行

動域内を良く知っていて、夏の暑い時期には涼しいところ、冬には暖かいところにいること

が多い。風雤が強ければ、それを避けることのできる場所を選ぶ。針葉樹の植林地のうち、

特に手入れされていている森林は、採食できる植物が無いので素早く移動するか休息するだ

けの場合が多い。ただし最近ではカラマツなどの樹皮を剥いで形成層を食べる被害も出始め

ている。また、農業被害が出ている地域では、耕作地の周辺を離れずに歩き回っているサル

の群れが多数知られている。 

 

 ニホンザルのオスはオトナになるといったん群れを出て、ハナレザルになる。普通は群れ

を出ても、群れの近くを徘徊している場合が多いが、いつかは他の群れに移ってゆく。この

ことが、結果として近親交配を避けるメカニズムになっている。その移動距離は個体毎にさ

まざまだが、1 年足らずの間に 60km も移動した例が知られており、状況次第ではかなり遠

方まで移動していくものと考えられる。その一方で、ある特定の農耕地周辺に居着いてしま

い、住民から顔を覚えられてしまうまでになるオトナのオスもいる。こうしたハナレオスは

時としてかなり大胆になり、人を脅したり、人家に侵入したりすることがある。このような

オスが群れに入ると、時として人を怖がらず、人家近くに頻繁に出没するような悪い習慣を、

群れ全体に伝えることになるといわれている。 

 

（群れの分裂） 

 群れは、前述したように、いくつかの母と子からなる血縁集団と出自の異なるオトナオス

からなると考えられるが、群れサイズが大きくなるなどいくつかの社会的要因が引き金とな

って分裂が起こる。分裂は多くの場合、血縁集団を基本単位として起こるが、散発的に群れ

から離れていったメスが中心になり、その回りにハナレザルのオスが集まって、新しい群れ

が形成される場合も多い。 
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 群れはめったなことではその行動域を変えないものと考えられていたが、最近は尐しずつ

人里の方へ近寄ってくる群れのあることが各地で報告されている。特にサルの分布最前線

で、人里との間に他の群れが存在しない場合、こうした行動をとる群れが多く、それがニホ

ンザルの分布域拡大の大きな要因である。かなりの遠距離を一気に移動して、新しい地域に

住みついてしまった例も、宮城県などから報告されている。 

 

（ニホンザルの分布域の変遷と個体群サイズ） 

 ニホンザルの分布域の変遷をみると、1923 年（大正 12 年）に行われた長谷部言人による

調査から、第 2 次世界大戦後にかけてかなり大きな分布域の後退があったと考えられ。その

間に小規模な個体群は半数程度が消滅し（大井、1996）、種子島、宮島や山口県青海島など

いくつかの島の個体群も絶滅している。こうした絶滅の多くあるいは分布域の後退は、人間

による狩猟が大きな原因であったものと思われる。特にマタギの活動が活発であった東北地

方や積雪の多い日本海側の地域では、そうした傾向が強く見られる（三戸、1992）。 

 

戦後、特に 1970 年代以降、急速に分布域が拡大してきたが、その多くがかなり小さな個

体群から出発していることは注目していい。例えば、下北半島でも 1960 年代には 150 頭程

度ずつの二つに分散した個体群のみであったし、愛知県でも東部三河地方の山奥に 200 頭弱

の個体群が残されていただけである。1953 年当時の営林署員からの情報を集めたという岸

田の報告ではさらに個体数が尐なく、戦後の混乱期の資料であるという点を差し引いたとし

ても、かつてかなりの程度まで個体数が落ち込んでいたことは明らかである。 

 ニホンザルを含むマカカ属霊長類では、今のところ小集団サイズが原因となった繁殖劣化

などの悪影響は確認されていない。宮崎県幸島の群れは、1952 年 17 頭の群れから出発して、

現在も 100 頭前後の数を維持したまま安定している。宮城県金華山島の個体群も、第 2 次世

界大戦前後のかなり減尐した時期があって、その後 1960 年代の 70 頭前後から 1980 年代の

200~300 頭程度にまで回復し、安定したまま現在に至っている（伊沢、1988、1997）。金華

山島の場合は、例外的に降雪の多かった年には大量死が起こるが、個体群動態に関するデー

タを基にした個体群存続確率分析を行ってみると、環境収容力が大幅に減尐しない限り絶滅

の可能性は非常に小さいということが見てとれる（斉藤・高橋、1997）。 

  

（集団遺伝学的にみたニホンザル個体群） 

ミトコンドリアDNA の変異（核遺伝子ではないので母系遺伝する）をみると、ニホンザ

ルは大きく東日本タイプと西日本タイプの二つに分けられ、兵庫県と岡山県あたりがその境

界である（Kawamoto et al、2007）。西日本タイプの特徴は、変異に富み古い系統に属する

集団が多数保存されていると考えられることである。一方東日本タイプは、新しい系統が急

速に北に分布を拡大していった経緯があること示している。ミトコンドリアDNA だけでは

なく、その他にも血清タンパク質やＹ染色体の遺伝子（オスに存在するので父系遺伝する）

など、様々な遺伝的変異が調べられている。多様性の保存という観点から、こうした変異は
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極力保護されてしかるべきである。ただこうした変異は研究が進めば進むほど多様さが明ら

かになるものであり、集団内の変異として考えられるべきものであって、変異の一つ一つが

特段の生物学的意味合いをもつというものではない。 

 遺伝的な手法による集団間変異の分析は、野生ニホンザルの集団が段階的に変異していく

階層的なものであることを示しており、種としての進化の過程がどのようなものであったか

を示唆している。基本的にはKawamoto et al（2007）に従って、西日本の集団（岡山県及び

四国以西）と東日本の集団（兵庫県以東）に大別して考えるのが妥当であろう。兵庫県から

岡山県にかけての地域は、現在の野生ニホンザルの分布から見ても、ちょうど二つに分かれ

る部分である。 
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２ 保護管理計画の作成と実施の実際 

 

 以下については、計画の作成の準備と作成の実際についての一つの例として例示

するものであり、各作成主体において下記を参考としつつ臨機応変に作成すること

が重要である。 

 

（１）計画作成の準備 

 

（ⅰ）計画の構成 

 ニホンザル保護管理計画は、ニホンザルが分布する都府県において、ニホンザル保護管理

の基本方針、保護管理事業の内容、およびその実行体制について任意に定めるものである。

保護管理事業は、原則として単年度毎の事業計画を樹立して、実施するものとする。各年度

の事業計画は、保護管理計画に則って行われるものであり、整合性が求められる。ただし各

年度事業計画の進行状況や、モニタリングの結果などを適宜フィードバックすることにより、

初期の目標達成のため、柔軟に運用されるべきである。 

 

（ⅱ）基礎的な情報の収集 

 保護管理計画の作成にあたっては、まず計画対象となる地域個体群の範囲を認識しなけれ

ばならない。ニホンザルによる被害の実状、ニホンザルの将来を保証するであろう残された

自然の状況などについての、基礎的情報を収集することから始める。 

 管理対象となる個体群の中には、さまざまな群れが含まれる。山中深く生息していてめっ

たに人前に出てこない群れから、市街地近くに定住している群れまでを同一の基準で扱うこ

とは困難である。特に、人為的に餌付けされている群れについては、別途の管理方針をもつ

べきである。基本的には、被害を出す群れに対しては厳しい対応が必要であり、山中静かに

暮らしている群れにはそれを継続させ、結果として人とサルとが平和的に共存できる状態を

作り出すことが目的となる。それを実現するためにはどのような情報が必要なのか、地域の

特徴に応じた情報収集が必要である。 

 最低限、収集すべき基礎的情報は以下の通りである。 

 

①ニホンザルの群れおよびハナレザルの分布 

 （5km 以下のメッシュ単位での分布情報が望ましい） 

 餌付け群や人馴れした群れの存否、可能であれば農作物被害等加害群の特定とその群れサ

イズや行動域の大きさなどに関する個体群管理上必要なことがらを含む。 

 

②過去 10 年程度以上の分布の変化 

 大まかにでも地域のニホンザル個体群の近年の動向が把握できていることが望ましい。過
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去の経緯を分析し、いつどこでどのような対策をとれば良かったのかを考えることは、今後

の成り行きを予測し、対策を考える上で有用である。 

 

③被害発生地域の地図（5 万分の 1 以下のスケールで図化されていることが望ましい） 

 これまでの経験からは、被害申告があった地域を図化したものが、必ずしも被害発生地域

の実態を示しているわけではなかった。被害として認識される地域経済の実態は確実に把握

する必要があるが、実際に被害のある地域を正確に把握するための情報収集もまた必要であ

る。被害対策が行われている場合、その実施された地域の地図が必要である。 

 

④過去 10 年程度以上の被害発生地域および状況の変化 

 集落ごとの被害レベルの変動などが把握されることが望ましい。これまでに被害対策が行

われていれば、その効果についての検討が必要である。 

 

⑤過去 10 年以上の個体数調整もしくは有害鳥獣捕獲個体数の推移 

 単に数だけではなく、どこで（どの群れから）捕獲が行われたのか、被害の発生や被害額

増減との関係が分かるようにしておくことが重要である。 

 

⑥最近の個体数調整もしくは有害鳥獣捕獲実施地域の地図 

 可能であれば、捕獲の方法とその概要、および当該地域における被害実態の推移に関する

情報（捕獲にともなって何が起こったのかを知るため）。 

 

⑦当該地域の植生図および土地利用図 

 

⑧特に問題となる群れ、個体群の特徴と地域社会の経済等に関する知見 

 地域ごとに問題の内容が異なる。特に問題となる群れや地域、社会的な課題等がある場合

は、その具体的な内容について。 

 

 これらの情報を基に、保護管理計画作成のために認識すべきことは、以下の 4 点である。 

 

①保護管理事業対象地域の範囲 

 通常はニホンザルの分布する地域だけでなく、その周辺市町村を含んだ計画であることが

望ましい。（前項の①、もしくはその一部） 

 

②対象となる地域個体群の規模 

 

③効果的な被害対策の可能性 

 これまでの経験に照らして、どのような方法での被害対策がもっとも現実的で効果がある
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と思われるのか、それぞれの方法についても改善点が無いかどうかなど。（前項の③、④、

⑤、⑥に基づいて） 

 

④将来的に如何に共存をはかるのかについての展望 

 現時点では保護管理計画の対象となる地域個体群は、一定の数の群れを含んだ山系毎の分

布のかたまりとしてとらえられる。それぞれの山系の中では、全域にわたって群れが連続的

に分布している場合もあれば、いくつかの群れ集団が断続的に分布する場合もある。また一

部の地域を除けば、こうした山系間には連続した部分があり、全体として層的な構造を為し

ている。 

 分布のかたまりの規模、保護管理計画を行う主体を勘案した場合、対象となる地域個体群

の範囲は各都府県、あるいはその中に含まれる山系である場合がほとんどである。現時点で

考えられる一定規模の大きさをもった山系は都府県境に位置することが多く、どこに地域個

体群の将来を保証する地域を設定していくのかについて、近隣の都府県との十分な協議、連

携が必要である。また、同じ山系の中でいくつかの群れ集団が分かれて分布している状況で

は、それぞれの群れ集団が地域個体群の下に位置する保護管理の単位となる。 

保護管理計画作成のためには、以上の点をふまえて、追加的な調査が必要かどうかを判断

し、現状および予定される計画内容を科学的に評価し、さらにその実現可能性を議論するた

めの、専門家を含む検討の場（6～7 名程度）が求められる。 

 

（ⅲ）実施体制 

 保護管理計画を作成するにあたっては、その実施体制を構築する必要がある。実施体制は、

地域の状況や実態に合わせて柔軟に構築されることが望ましい。ニホンザル保護管理計画の

実施にあたって必要となる機関は以下のとおりである。 

①合意形成機関 

②事業実施機関 

③モニタリング機関 

④科学的評価機関 

 特定鳥獣保護管理計画は法定計画であるため、以上の他に自然環境審議会、公聴会などの

開催が義務づけられている。都府県によっては、猿害対策協議会などが設置され①②の役割

を担っているケース、あるいは特定の委員がいくつもの役割を兹務せざるを得ない状況があ

るが、情報公開や合意形成など、それぞれの機関の役割を明確化しておく必要がある。図 3

に実施体制の一例を示した。 

 以下、それぞれの機関に想定される役割を示す。 

 

①合意形成機関 

 関係地域住民、利害関係団体、関係行政機関、自然保護団体などで構成され、保護管理計

画策定のための合意形成の場である。 
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②事業実施機関 

 保護管理計画に基づく事業の実施を行う。関係部局間の連絡調整機関の性格ももつ。都府

県が主催し、直接事業を実施する担当者で構成されることが望ましい。ニホンザルによる農

作物被害対策が中心課題であり、農政部局の参加が不可欠である。地区毎にきめ細かな対応

が必要であるため、市町村との連携を密接に保つことが望ましい。保護管理計画が広域にわ

たる場合、必要であれば都府県地方事務所などに地域協議会を設置することが望ましい。 

 

③モニタリング機関 

 ニホンザルの生物学的な調査や事業の効果測定など、科学的なモニタリングを行う。保護

管理の事業は永続的な業務であり、都府県の自然環境系試験研究機関、農林業系試験研究機

関、その他博物館等研究機関などの職員による研究チームを作ることが望ましい。 

 

④科学的評価機関 

 モニタリングの結果などから、保護管理計画全般にわたる科学的評価を行い、必要に応じ

て保護管理計画の見直しを提言する。原則的に独立した第 3 者機関とし、関係する分野の専

門家などで構成し、公正な評価が行われるよう努力すべきであるが、このような形態の機関

設置が現実的に無理な場合は、計画策定のための検討会メンバーである専門家を中心とした

ワーキング会議がこの役割を担うこともあるであろう。 

 

図 3 特定計画の実施体制の例 
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（２）計画作成の実際 

 

（ⅰ）計画策定の目的 

 特定鳥獣保護管理計画制度は、野生動物と人間の関係を調整することにより、野生動物地

域個体群の永続的な存続と、野生動物の存在によってもたらされるであろう農林業被害や生

活被害を最小限におさえることを目的としている。ここでは、それを明確に示した上で、当

該地域において保護管理計画を樹立することの必要性や意義、およびその背景について具体

的に記載する。 

 

（ⅱ）保護管理すべき鳥獣の種類 

 基本的には、ニホンザル（Macaca fuscata）が対象である。ただし移入された他のサル類

（タイワンザル、アカゲザル、カニクイザル、リスザルなど）が野生化している例があり、

日本古来の生態系の攪乱、ニホンザルとの混血による遺伝的多様性への影響、人獣共通感染

症媒介の可能性などが危惧されている。これらの外来種の除去も、特定計画の目標の一部に

なる場合がある。また柵などで囲われていない状態で餌付けされているニホンザル群も、保

護管理計画の対象となる。 

 

（ⅲ）計画の期間 

 計画期間は 5 年以内とするが、情報が限られている場合、あるいは計画実行上の見通しが

不明瞭な場合には、当面 3 年程度として、その間に調査研究を実施し、さらに計画の進行状

況を見直すことにより、より具体的かつ実効のある保護管理計画への転換を計ることが望ま

しい。 

 

（ⅳ）特定計画の保護管理が行われるべき区域 

 対象地域の設定は、ニホンザルが生息する市町村を包含する範囲とする。ただし周辺市町

村であっても、必要と判断されれば周辺市町村をも対象地域に加えることにより、新たな被

害拡大を防ぐなどの対策をとることが望ましい。 

 

（ⅴ）特定鳥獣保護管理の目標 

 ここでは、計画作成時点において入手可能なデータを整理・分析することにより、対応す

べき課題を明確にし、問題解決への具体的なイメージを想起させることが期待されている。 

 まず「①現状」で入手可能なデータをできる限り整理する。「②保護管理の目標」では期

間内に実現可能な事業の達成目標を定める。「③目標を達成するための施策の基本的な考え

方」では、保護管理事業を立案する際の基本的な考え方を示す。 

 

①現状 

(a)地域個体群の現状 
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・保護管理の対象となる地域の個体群における群れ数、推定個体数、生息密度など 

 具体的に把握されている群れ数や推定個体数、生息地区を記述する。計画実施段階で常に

修正されるものであり、それぞれの時点で未詳な部分は、その旨記述する。 

・地域的なまとまりとしての地域個体群の認識 

 ニホンザルの分布様式はまちまちである。一定のかたまりに見えても、実際には細分化さ

れており、相互に往来できない群れが多数存在する。地域個体群は、本来はその交流可能性

に応じて、段階的な層としてとらえられるべきである。 

ただし、地域個体群の区分を厳密な生物学的資料に基づいて行うことは現状では不可能な

ので、連続した群れのまとまり（孤立群の場合を含む）を仮に「群れ集団」として設定し、

これを保護管理の 1つの単位とすることが現実的である。地域個体群は 1つの群れ集団から

なる場合もあれば、複数の群れ集団からなる場合もある。 

 広域的には、隣接県の分布情報ともあわせて、全体としてその地域個体群がどの程度の規

模の個体群にどのような形で属しているのかを認識する必要がある。その際、それぞれの個

体群の遺伝的な固有性なども重要な指標となる。 

孤立個体群の場合も、その隔離の状況に応じて、適切な区分けが必要である。孤立群の来

歴が分かる場合は、その概要も記載する。 

・ 歴史的な存在としてのニホンザル 

 ニホンザルの分布は常に変動してきた。古文書等の資料も調査して、かつてのニホンザル

分布を把握しておくことは、今後どのように存続を保証していくのかを考える上で重要であ

る。また近年の分布変動に関する情報も、個体群管理を考える上で必要なことである。 

(b)生息環境 

・保護管理計画を行う地域全体をカバーする範囲の植生および土地利用図（図は 5 万分の 1

以下が望ましい） 

・土地所有および利用規制、保護区などの現況図 

・必要であれば、森林簿、あるいは林班図 

(c)被害および対策の状況 

・農林業被害の実態 

 被害量算定の基準を明示すること。被害報告として上がってきたものを単純に積算してい

る場合が多いが、事前に聞き取りを行うなりして、被害の全体像が分かるように工夫する必

要がある。集落毎の被害ランク分布など、指標による把握と表示も有効である。 

・被害量の経年変化 

・被害対策の内容、およびその費用（県、市町村、農協などを含む）の経年変化 

 被害対策が行われた場合その効果はどうだったのか、うまく機能していない場合はその理

由等が、一定程度でも分かることが望ましい。 

・被害発生地点の図 

・被害対策（電気柵など）の現況の図 

・加害群の生態（人馴れの程度、行動域、群れの構成、その他の特徴） 
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 加害群の特徴については、その被害を発生させる様態に関する知見が大事であり、具体的

な被害防除につながる情報を集める必要がある。 

(d)捕獲状況 

・捕獲個体数およびその方法と経年的変化 

・捕獲情報（性、年齢、体重など） 

・被捕獲群のその後の状況 

 捕獲情報に関しては、加害群からどの程度除去されたのか、残された個体がどれほどいる

のかについても情報が必要である。特に、それと被害発生状況との関係について一定の確認

ができることが望ましい。 

・捕獲地点の図、およびそれぞれの地点における捕獲実績、捕獲年月日 

・捕獲オリの設置場所の図 

(e)その他特記事項 

・被害発生地域の住民動態（過疎や高齢化の状況など） 

・被害の地域経済への影響 

・猟友会員等、個体数調整や追い払いなどに従事可能な人の動態 

・これまでの被害対策の歴史 

 

②保護管理の目標 

 ここでは、計画期間中に達成すべき保護管理の具体的な目標を記載する。ニホンザルの保

護管理は基本的には群れ単位で考えられるものであり、それぞれ個別の事例に基づいて、独

自に判断されるべきである。 

 ここでいう保護管理の目標とは、計画策定時点における情報を整理し、今後対応すべき課

題を明確にした上で、期間内に何をどこまで達成するのか、その具体的な到達目標のことで

ある。 

 単に数値目標を掲げるのではなく、より緻密に被害の軽減や防除法の改善、分布拡大の阻

止、特定計画実施事業従事機関の充実化等々、計画終了時にはそれぞれの細目について、総

括可能なものである必要がある。 

 保護管理の目標設定は、個体群管理、生息地（または生息環境）管理、被害対策の三点に

ついて行う。保護管理の目標は群れ集団を単位として具体化し、さらに群れ毎に設定するこ

とが望ましい。それぞれの管理単位毎に、具体的で操作的な、目標を設定する。 

 設定された目標は、計画の進展に伴い、常に再評価の対象となる。そして計画終了時には、

目標達成の度合い、計画の妥当性や欠点、改善すべき事業の要点などが明らかになるもので

なければならない。 

 

③目標を達成するための施策の基本的な考え方 

 目標を達成するための基本方針を記載する。対象となる個別の地域個体群、群れ集団およ

びそれを構成する群れに対して、具体的な保護管理事業を立案するにあたっての基本的な施
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策の選択基準を示す。 

 

 想定されるニホンザル保護管理法の選択基準には、以下の三つがある。 

(a)ゾーニングによる保護管理法の選択 

 ゾーニングは、サルと人間とが地域的にすみ分けることを目標としている。サル保全区域、

サル調整区域、サル排除区域に分けられる。 

・サル保全区域･････原則的にサルの捕獲は行わない。生息地の保全を優先し、かつ適切な

被害管理を通じて、被害を最小限に抑える努力をする。また人里の方向に移動しようとする

サルの群れを追い上げて、この地域にとどまらせようとする作業が必要である。 

・サル調整区域･････あらゆる事態を想定しながらさまざまな管理法がとられ得る地域であ

る。基本的には加害レベルに応じた保護管理法を用いながらサルと人間との共存を目指すこ

とになるが、サル保護区域に野生群を追い上げていくこと、その一方で排除区域にサルの群

れを出さないための施策が、積極的にとられるべきである。 

・サル排除区域･････原則的にサルの群れを生息させない地域である。電気柵等で当面の被

害を防ぎながら、追い上げを行い、進出している群れを調整区域や保全区域に押し戻すが、

甚大な被害が予想され、かつ他の良い防除法が見あたらない場合や奥に群れがいるために押

し戻すことができない場合は、全群捕獲等の方策を検討する。 

 

 調整区域内の土地利用や地域経済上の特徴はさまざまであるため、計画を立案する事業主

体毎に、より具体的で詳細な基準がもうけられるべきである。特に分布最前線の地域では、

被害地域の拡大を防ぐため、群れの徹底した追い上げ、場合によっては全群捕獲による被害

地域の拡大阻止もあってしかるべきである。 

 

(b)群れの加害レベルによる保護管理法の選択基準 

・人間に対する馴化の状況や農作物への依存度、さらに人的被害の発生状況などを考慮して、

群れ毎に加害レベルを評価する。 

・加害レベルの判定基準およびそれに対応した被害対策の選択基準については、すでに多く

の県がそれぞれに見合ったものを採用している。前マニュアルにもその基本的な概略は記し

てあるが、それぞれの地域で適切な基準を作成することが望ましい。 

・調整区域内では、機械的にこうした基準を当てはめるのではなく、個別の地域や、それぞ

れ群れに応じた施策が必要となる。その場合は、そうした施策を採用する理由を明記すべき

である。 

 

(c)個体群の絶滅危険性に応じた保護管理法の選択 

・一般的に個体群の絶滅確率が高いと思われる状況では、保護管理手法は特に慎重に検討さ 

れなければならない。すなわち、より詳しい実態把握と継続的モニタリング、目的と目標を 

明確にした慎重な計画と実行、影響等の評価と、問題や危険性が増大したときの速やかな施 
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策転換が必要となる。 

・上記は、小規模な群れ集団や孤立群の全てについて捕獲を行うべきでないということを意 

味するものでは無い。隔離された群れ集団や孤立群は全国のどこにでも存在する。このよう 

な場合には、分布の濃淡や変異性の有無等に注意を払いながら、その地域全体としての保全 

をはかるために十分な配慮を払い、目標と施策を検討するべきである。 

・ハナレザルへの対応は、群れに対する対応とは基本的に異なる。それはハナレザルへの対 

処如何が、直接的に個体群の絶滅につながるとは考えられない。確かに、群れ間の遺伝的交 

流を保証するのはハナレザルの存在であるが、そのほとんどがオスであること、その動向次 

第では新たな被害地域の拡大にもつながりかねないことなどを勘案し判断すべきである。 

  

（ⅵ）特定鳥獣の数の調整に関する事項 

 ここでは、設定された目標を達成するために捕獲が必要な場合、その具体的な個体群管理

手法を記載する。特定鳥獣保護管理計画による場合は、捕獲許可のカテゴリーは全て「特定

計画による数の調整」として取り扱うべきである。捕獲の方法や、捕獲にあたって考慮され

るべき事柄については、別途資料を参照されたい。 

 ニホンザルの個体数管理は、おおむね以下の三つの方法が考えられる。 

・加害個体除去･････加害個体を特定して除去する場合がこれにあたる。小型の捕獲ワナあ

るいは銃による殺処分が考えられる。ただし人家周辺での銃の使用は認められていないので

留意すること。常習的に人的被害をもたらすサルや、特定の場所に定着して人家侵入を繰り

返したり、農作物に継続的な被害をもたらすサルを除去する場合にとられる方法である。加

害個体の識別と捕獲方法について記載する。 

・群れの個体数調整･････群れによる被害がある場合、群れの一部分をワナ捕獲あるいは銃

を用いた殺処分によって除去し、被害の軽減をはかる方法である。目的としては二つ考えら

れ、一つは純粋に加害群の個体数を抑えることによる被害軽減を期待する場合（群れ規模を

小さくして、行動域を縮小させることによる被害軽減を含む）、もう一つは人慣れが進み加

害度が高い個体を狙って除去する場合である。中型あるいは大型の捕獲オリを用いて一斉に

捕獲する場合が一般的であるが、人馴れが著しくかつ加害常習個体が特定できるような場合

には、小型の個別オリを用いることも可能である。捕獲する個体あるいはその頭数の基準や

捕獲方法を記載する。 

・加害群除去･････人家周辺に定着し、人身被害が発生するなど、著しい被害を及ぼす群れ

を除去する場合、あるいは排除区域に進出し、容易に追い上げもできないような群れを除去

する場合にとられる方法である。通常は大型の捕獲オリが用いられる。群れ除去の結論に至

った基準と捕獲方法とを記載する。 

 ニホンザルの個体数管理の効果を分かりにくくしている原因は、多くの場合その意図する

ところと実施内容が合致せず、中途半端に終わっているからである。十分に検討した上での

結論であれば、それをやりきることが必要である。どのような場合であっても、その効果判

定をきちんと行い、フィードバック管理に活かされなければならない。 
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 また外来種の存在が発見された場合は、積極的に排除する必要があるが、その方法につい

ても記載する。 

 

（野猿公苑の個体数管理） 

 野猿公苑の個体数管理は、特殊な例として、別途考えられるべきである。野猿公苑の問題

は、人工餌の給仕による栄養条件の改善、それによってもたらされるであろう繁殖力増強と

個体数増加、そして人馴れしたサルの周囲への拡散である。したがって、野猿公苑の管理を

行う場合は、個体数増加を抑えること、人馴れしたサルの周囲への拡散を防ぐことの二点が

肝要である。いったん野猿公苑から離れて、加害群となってからでは、被害対策も個体数管

理も思うにまかせない。 

 

（ⅶ）生息環境の管理に関する事項 

 ここでは、生息地または生息環境の管理手法について記載する。 

 

①生息環境の保全 

 ニホンザルの生息が将来保証されるべき地域に関しては、その生息環境が良好に維持され

なければならない。ニホンザルは果実や種子、若葉、花、昆虫などを好む雑食性の動物であ

り、こうした食物を安定して供給する広葉樹林が不可欠である。 

 特にゾーニングが行われた場合は、そのサル保護区域内に広葉樹林の育成をはかることも

重要である。ただし、単純に実の生る栽培植物を植裁するようなことはすべきでない。 

 そうした生息環境保全の方法について記載する。 

②生息環境の整備 

 ここでは、ニホンザルの生息する環境を改善したり、あるいは人家周辺における環境改変

を行って、ニホンザルによる被害が出にくくする手法などについて記載する。 

 ニホンザルは徐々に尐しずつ人間による作物をおぼえ、人里近くへ、さらには市街地の近

くへと、活動範囲を広げてきている。その過程では、放棄された果樹や作物など、不用意に

準備された彼らにとっての食物が、次第に人里近くへと引き寄せる動因になっている。第 1

にこうした要因を取り除くことが大事である。 

 また、これまではニホンザル等による獣害は考慮されないままに、農作物の栽培が行われ

てきた。電気柵等の獣害防除技術を駆使することも必要だが、サルによる食害を受けやすい

作物はできるだけサルが進入しにくい場所に植えるなど、獣害に強い農業のあり方を指導す

ることも重要である。 

 人里近くにバリアーとなるような伐開地をもうけたり、家畜を飼ってサルや獣が近寄りに

くくする方策も、最近多くの地域で採用されている。こうした事業内容について記載する。 

 

（ⅷ）その他、特定鳥獣の保護管理のために必要な事項 

 ここでは、被害防除対策をはじめ、その他の保護管理事業の手法を記載する。 
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①被害防除対策 

 ここでは、選択された被害防除対策の保護管理法を記載する。被害防除対策としては以下

の手法が考えられる。 

 

被害管理技術 

 追い上げ、追い払い 

 物理的防御（電気柵、ネットなど） 

 行動圏遮断 

 作付け法の転換 

 生ゴミ等の管理 

 

 それぞれの事業をどこでどのように行うのか、具体的に記述する。どの事業も、現場にお

けるモニタリングと創意工夫の積み重ねがなければ、やがて効果が減じていくのは避けられ

ない。またいくつかの事業が組み合わされることにより、より効果が高まるものと考えられ

る。そうしたフィードバックのシステムが考えられるべきである。 

それぞれの技術の概要については、多数の紹介書が近年出版されているので、そちらを参

照されたい。資料編にリストを示す。 

 

②フィードバック管理のためのモニタリング 

 ここでは、どのような手順、人的配置でもってモニタリングを行い、各種事業の向上に役

立てるのかを記載する。 

 

フィードバック管理を行うために必要なモニタリング項目を例示する。 

A．個体群 

A-1 個体数の増減 

A-2 群れ数の増減 

A-3 分布域の変動 

A-4 行動の変化 

 

B．被害状況 

B-1 被害の増減 

B-2 被害地域の変化 

B-3 被害状況の変化 

B-4 被害対策の効果とその継時的な変化 

B-5 被害対策実施後の群れの変化 
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C．個体群調整に関して 

C-1 捕獲数 

C-2 捕獲個体のうちわけ（可能であれば群れの特定と、その捕獲割合に関する情報） 

C-3 個体数調整後の被害状況の変化（可能であれば、捕獲された対象加害群毎に） 

C-4 個体群調整後の群れの変化（対象となった群れ毎に）  

 

D．生息環境   

D-1 保全区域をはじめとするサル生息域内での生息環境改善はどれだけ行われたか 

D-2 サルを人里に寄せ付けないための誘因除去事業はどれだけ確実に実施されたか 

D-3 植え付け方法の改善など、サルに強い農業をめざす事業がどれほど行われたか 

 

E．被害対策とその実施体制 

E-1 被害対策としてとられた事業内容とその効果 

E-2 被害対策事業の改善されるべき点と、新たな対策への展望 

E-3 関係諸機関、団体間の連携はとれているか 

E-4 ニホンザル被害対策のエキスパートは増えているか 

E-5 住民との連携はうまくいっているか 

E-6 情報資料の集積は可能だったか 

 

Ｆ．事業実施体制 

F-1 合意形成、事業実施、モニタリング、科学的評価の各機関はそれぞれの役割を果たし

ているか 

F-2 事業に参加する機関、団体等の増減 

F-3 事業参加機関や団体、地域協議会等の間での連携はとれているか 

F-4 学習会や普及活動等はどれほど実施されたか 

F-5 学習会や普及活動の効果 

F-6 全体としての保護管理事業にかかわる人材の確保、協力体制がどこまで進んだか 

F-7 情報公開はどこまでなされたか、それに基づいた合意形成はどこまで進んだか 

 

 ニホンザルの保護管理事業を改善していくためには、モニタリングによってその効果を

確認し、さらに改善しくことが、必要不可欠である。それをきちんと行うためには、その中

核となる人間の集団が必要である。単に数値や報告として残されるだけではなく、こうした

地域に根付いた人たちの知識の積み重ねとなることによって、モニタリング事業が本当に活

かされることになる。 

 また第 3 者機関である科学的評価機関へは、適切かつ十分な情報を提供することにより、

目的にかなった事業が進められているのかどうか、改善点はないのかどうかなどについて、
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闊達な批判を仰ぐべきである。その内容は次の計画に活かされる必要があり、形式的な議論

に終始していては、フィードバック管理が成り立たない。 

 

（その他） 

個体数調整にあたって捕獲された個体は、生け捕りされた個体も含め、捕獲個体は保護管

理のためのモニタリングや調査研究に供することが有用である。一方、過去に不適切な個体

の売買や医学実験等への供与が行われたこともあり、捕獲個体の他目的への利用に対する社

会的な批判は強い。ニホンザルを学術研究目的で捕獲することは、どうしても野生ザルを利

用しなければ研究の目的を達成できないと判断される場合を除き認められないこと等に鑑

み、捕獲許可を出す際には、捕獲後の処置を明らかにさせる必要がある。 

捕獲された個体を殺処分する場合は、安楽殺させるものとする。安楽殺の手法については、

県の獣医関係部局や獣医師会などと連携し、現場で実施可能な方法を検討する。 

捕獲個体、特に人馴れした個体の放獣は、自然群の行動を変え、人里への移動を加速する

可能性がある。また感染症の伝搬や、遺伝的汚染につながる怖れもある。したがって特別の

目的や理由がある場合を除き、原則として捕獲個体の放獣は行わない。  
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３ 保護管理の長期目標とそのためのステップに関する想定

事例 

 

 ここでは参考のため、いくつかの典型的な状況を想定し、それぞれのケースにつ

いて長期目標とそのためのステップについてのイメージを示す。実際の計画は、そ

れぞれの地域の状況に合わせて、創意工夫しながら組み立てる必要がある。 

各段階での具体的目標や手法は、順応的に対応する必要があるが、長期構想はあ

まり軽々しく頻繁に変えるべきではない。 

 

 

 

事例 A 

 

地域と個体群の状況および基本的な問題 ： 

○ 比較的広い山岳地帯であり、奥地にサルの生息可能な環境はある程度ある。 

○ そこには群れがほとんど生息しないか尐数しか生息せず、山麓部に耕作地依存

度が比較的低い群れから著しく高い群れまで多数生息し、しかも人間領域への

分布拡大が続いている。 

○ 広範囲にわたって被害が発生していて、発生地も拡大している。 

○ 中心的問題は、軋轢の生じない奥山に群れがあまり分布せず、里山に多くて人

慣れが進んでいるということ。 

 

長期的目標 ： 

○ ニホンザルの保護優先区域、調整区域、サル排除区域の設定はある程度可能で

あるので、奥山（保全地域）に人慣れしていない群れをいくつか確保して個体

群の保全を図り、調整区域でそれらの群れが人慣れしたり耕作地依存になるこ

とを防ぐ。 

 

想定されるステップ ： 

ステップ 1 

○ 群れの分布域の拡大を阻止し、被害発生地域が拡大することを防ぎながら、現

在の被害地域における被害の低減をはかる 

○ 具体的には、様々な手法により個々の耕作地を防衛したりサルを引き寄せない

ような環境整備とともに、特に行動域が拡大しそうな部分を電気柵などにより
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分断する。 

○ 規模が大きくなった群れの分裂によって行動域が拡大する危険があるときに

は、分裂を防ぐために群れの個体数を大幅に減らすといったことも行う。また、

人の生活空間へ突出しすぎており、人身被害なども引き起こしている群れはこ

の段階でも除去する。 

○ 同時に、耕作地依存度の低い群れをさらに奥地に押し込める手法を検討するこ

とが必要である。 

ステップ 2 

○ 被害の軽減対策を進めながら、群れの分布前線、被害発生前線を山岳地の側へ

押し上げることを目標とする。 

○ 奥地での群れの生息状況や追い上げによる奥地への定着状況を見ながら、最下

部に定着し耕作地依存度が低下しない群れの除去とその群れが使っていた地

域へ隣接群が進出することを阻止する。 

○ 奥地の生息環境を改善し収容力を高める必要があるときには、針葉樹人工林の

一部を広葉樹林に転換するなどの政策的誘導につとめる。 

ステップ 3 

○ 保全区域と調整区域における群れの生息状況を勘案しながら、排除区域に定着

あるいはこの地域を頻繁に利用する群れの排除をおこなう。 

○ 被害防除に関する施策を調整区域に集中し、被害の軽減とともに、群れの耕作

地依存度を下げる努力を進める。またいくつかの群れについて保全区域への追

い上げを引き続き行う。 

○ 様々な手段によっても、調整区域から排除区域への進出が止められない群れに

ついては、一定の状況に達した段階で群れの除去を行う。 

ステップ 4 

○ ほぼ目標とする状況に達した段階で、この構造を維持し、後戻りさせないこと

が目標となる。 

○ 調整区域に関わる群れを対象とした被害防除と耕作地依存度の低下を目指し

た施策、新たな群れが耕作地依存にならないような早期の追い払いなどが必要

となる。 
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耕作地高依存群 

 

耕作地依存群 

耕作地非依存群 

高山・亜高山帯（非利用地域） 

自然林 

 人工林 

田畑、人家 

 
排除区域境界 

 調整区域境界 

耕作地高依存群 

 

耕作地依存群 

耕作地非依存群 

高山・亜高山帯（非利用地域） 

自然林 

 人工林 

田畑、人家 

 
排除区域境界 

 調整区域境界 
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事例 B 

 

地域と個体群の状況および基本的な問題 ： 

○ 比較的広い山岳地帯であるが、低標高で奥地にまで集落と耕作地が点在してお

り、二次林などサルの生息可能な環境と人の生活空間が混在している。 

○ 多数の群れが山岳地帯から市街地周辺まで連続的に分布しており、耕作地依存

度の低い群れは尐数で、耕作地依存度が高い群れが多く、さらに分布の拡大と

耕作地依存度のレベルが進行している。 

○ 広範囲にわたって被害が発生していて、発生地も拡大している。 

○ 中心的問題は、軋轢の生じない奥山がないために人の生活空間との完全な空間

的分離が難しいことである。 

 

長期的目標 ： 

○ 個体群がある程度の規模を持っていれば、ある程度の排除区域は設定できる。

ただし、保全区域でも人との軋轢は起きる構造なので、調整区域とあわせて全

体として一定規模以上の地域個体群が残るように、捕獲などの施策をたえず調

整する。 

○ 市街地近辺や耕作地率が高い地域からは群れを排除して、分布域の縮小と群れ

数の削減を行い、排除区域以外の区域で被害の低減と耕作地依存度の低下をは

かりながら、一定規模の個体群の維持を図る。すなわち、戦線を縮小させ、そ

こに防除のための努力を集中することによって、被害軽減と個体群の保全を図

る。 

 

想定されるステップ ： 

ステップ 1 

○ すでに行っている各種の被害防除を引き続き進めるとともに、群れの数と配

置、各群れの大まかな個体数、群れの耕作地依存度の把握を行う。特に早い時

期に捕獲等を行う可能性のある周辺部については、この作業を優先的に行う。 

○ 群れの捕獲方法や捕獲体制、モニタリング体制の検討を進め、耕作地依存度の

高い周辺部の群れで試験的な捕獲を進める。 

○ 保全区域および調整区域については、被害防除の体制を強化する。 

ステップ 2 

○ 捕獲手法や捕獲体制、モニタリング体制の確立を踏まえ、ニホンザル個体群の

動向を観察しながら、排除地域での群れ排除を進め、分布域と被害発生地域の
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縮小を図る。 

○ 保全区域や調整区域では、将来的にも被害防除を継続することが必要になるこ

とを踏まえ、そのための体制作りや集落環境作りを進める。被害防除の徹底を

はかり、その地域の群れの耕作地依存度を下げる努力をする。 

ステップ 3 

○ 分布域と被害発生地域の縮小が進み、排除地域から群れがほとんどいなくなっ

た状況では、保全区域と調整区域での被害防除の徹底と、排除地域への群れの

進出の阻止、残っている群れの耕作地依存度の低減が目標となる。 

○ この段階でも、個体群の規模がある程度確保されている場合は、保護区域や調

整区域内の群れについて、分裂阻止や行動域拡大阻止のための群れ個体数の削

減、極端に人慣れの進んだ群れの除去などを行うことがある。 
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耕作地高依存群 

 

耕作地依存群 

耕作地非依存群 

自然林 

 
人工林 

田畑、人家 

排除区域境界 

 調整区域境界 

耕作地高依存群 

 

耕作地依存群 

耕作地非依存群 

自然林 

 
人工林 

田畑、人家 

 
排除区域境界 

 
調整区域境界 
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事例 C 

 

地域と個体群の状況および基本的な問題 ： 

○ 狭いか浅い山岳地帯で、低標高で奥地にまで集落と耕作地が点在しており、二

次林などサルの生息可能な環境と人の生活空間が混在している。 

○ 耕作地依存度の高い尐数の群れが分布しており、近隣の群れの分布地はかなり

離れている。 

○ 群れの行動域内の耕作地全般に被害が発生していて、発生地も拡大している。 

○ 中心的問題は、奥山がないために人の生活空間との完全な空間的分離が難しい

中で、小規模な個体群をどう維持するかということである。 

 

長期的目標 ： 

○ 最低限の群れ数と個体数を確保しながら、耕作地等への依存度を下げ、行動域

を山側へシフトさせた状態を作り出す。これによって防除対策を行わなければ

ならない地域を限定してゆく。 

○ 長期的に可能ならば、山間地の針葉樹人工林を広葉樹林へ転換するなどの環境

改変を政策的に誘導し、軋轢の起こらない生息環境を広げる。 

 

想定されるステップ ： 

ステップ 1 

○ 群れの数と配置、各群れの大まかな個体数、群れの耕作地依存度の把握を行う

とともに、可能な限りテレメトリー等によりすべての群れの行動が継続的に把

握できるようにする。 

○ 必要な場合は排除区域を決め、電気柵による遮断や追い払いによる行動域の変

更を試み、下部への進出阻止を図る。人家への侵入など著しく人慣れの進んだ

個体については排除を行う。排除区域以外では、集落の防衛体制作りと各種手

法による被害防除を徹底する。 

○ 将来群れを押し込める予定の地域に関しては、林相の転換などを可能な限り進

める。  

ステップ 2 

○ 集落周辺環境の管理や被害防除、追い上げの徹底によって、耕作地依存度の低

下と、調整区域、保護区域への追い上げをはかる。 

○ 個体数や群れ数が増加し、分布域が拡大する可能性があるときには、充分なモ

ニタリングを行いながら、一定の群れ個体数削減や、特定の群れの除去を行う
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こともあり得る。ただしその際は、目的と目標を明確にし、モニタリングによ

り個体群の存続の確認と効果や影響の検証を充分に行い、問題が生じた場合は

早期に施策の修正を行う。なし崩し的な捕獲は行わない。また、最低限残すべ

き群れ数と個体数の水準を明確に設定しておく。 

○ その他ステップ 1 で示した施策を継続する。 

ステップ 3 

○ 被害発生地域が縮小し、行動域が山地にシフトする状況となった場合は、その

状態の維持と、可能ならば山地での耕作地に依存しない群の増加が目標とな

る。 

○ そのために、調整区域や保護区域内にある集落での被害防除体制の維持、群れ

のモニタリングの継続が必要である。 

 

補 足 

 奥山が存在せず耕作地を含まない保全区域が設定できない地域で、孤立した 1 群 

かそれから分裂した群れしかいない状況の下で行動域が拡大し、被害地域が広がっ 

ているようなケースでは、この地域にサルを残すためには次のような対応が必要と 

なる。 

○ 基本は、徹底した被害防除を行いながら、比較的小さなサイズの尐数の群れ（1

群のこともある）を狭い地域で維持することが目標となる。 

○ そのためには群れの行動域を狭め、被害防除を行わなければならない地域を限

定した上で、その地域で追い払いや電気柵による防除など、徹底した対策を行

う。 

○ 群れの行動域を狭めるためには、分裂して行動域を拡大した群れを除去したり、

群れのサイズを小さくすることが必要になる。 
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