ニホンイヌワシの保全学 ： 現状と将来展望
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和文要約
イヌワシの一亜種であるニホンイヌワシ （Aquila chrysaetos japonica） は、 個体数と繁殖状況の現状調査に基づいて、
環境省版レッドリストの絶滅危惧種に指定されている。 現在、 国による保護 （1） 活動が行われているものの、 個体数減少
の原因とその改善方法に関する知見は十分とはいえない。 この数十年の間に日本を含む世界各地において、 イヌワシの種
の回復に関する多分野にわたる科学的な研究が行われ、 本種の保護計画に必要な情報が集められつつある。 しかしながら、
これらの研究は個別に進められており、 学際的なアプローチが充分になされていない。 本稿では、 生態学、 遺伝学、 獣医
学的健康管理、 生息地管理などのニホンイヌワシの保全に関する諸研究を総合して概観した。 野生および飼育個体群の現
状と傾向を分析し、 現在および将来の保護管理の活動を報告し、 ニホンイヌワシの生息域内保全および生息域外保全に向
けた対策について、 統合的な見地から議論した。 この総説では、 イヌワシの生物学や健康科学に関する国内および海外の
専門家グループが、 学術的な情報と実用的な解決策の両方を提示した。 本稿によって、 ニホンイヌワシの数の減少をくいと
めるのに必要な情報と技術を提供し、 日本における長期的な本種の保護に応用するための枠組みを示すことを目指す。

キーワード
イヌワシ、 生息域外保全、 生息域内保全、 保護管理

※日本野生動物医学会誌 2020 年 25 巻 第 1 号 に英文で掲載された論文を、日本のイヌワシ保全に広く活用することを目的に、
公益財団法人日本自然保護協会で翻訳を進めたものです。翻訳にあたり、村山美穂さま、佐藤悠さま、内藤アンネグレート素
さまに翻訳責任者となって頂き、著者の皆様、山崎亨さまにご確認を頂きました。ご協力頂いた皆様に厚く御礼を申し上げます。
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序論

徐々に蓄積され、 種の保護計画の下地となる多くの分野

イヌワシ （Aquila chrysaetos） は、 北半球の温帯に分

からなる科学的根拠が確立されてきている。 しかし、 これ

布する象徴的な鳥類である。 ヨーロッパ、 北米、 日本を

まではそれぞれの研究は独立して行われてきたため、 分

含む多くの地域の人々の文化的な歴史と伝統の中で強く

野複合的なアプローチによって得られる潜在的な効果は限

特徴づけられている。 野生の個体数は比較的多く、 本種

られていた。 本論文は、 日本と英国の主要なイヌワシ保護

は全体として国際自然保護連合 （IUCN） のレッドリスト

研究者を招聘して 2018 年 4 月に日本で開催したイヌワ

で 「軽度懸念 Least Concern）」 に分類されているが、

シ保護研究に関するワークショップにおいてまとめた、 日

過去 100 年の間に個体数が激減している国もあり、 その

本のイヌワシ保全科学の統合的な総説である。

構成個体群はより大きな脅威にさらされていると考えられ

本総説は、 1) 個体数減少の原因の理解、 2) 個体数

ている。 このことは、 以下に述べる理由から保護 （1） の

の持続のための保護策、 3) 野生個体群と飼育個体群の

観点で重要である。 複数の孤立した局所的な個体群にお

一体化 （integration）、 の 3 つの章で構成されている。

ける個体数の減少は、 地域規模での絶滅のリスクを高め、

日本におけるイヌワシの保護に関連する、 既存の知識、 解

いずれ急速に種全体の生存を脅かす可能性があるが、 広

明すべきこと、 将来取りうる選択肢を包括的に把握するた

範囲な分布はこれらの影響を把握しづらくする。 また、 局

め、 生態学、 獣医学、 遺伝学、 生息環境保護の研究課

所的な個体群の喪失は、 種内の遺伝的多様性の大幅な消

題を各パートで考察している。 この総説の目的は、 環境

失につながり、 継続的な環境変動への耐性を低下させる

省を中心としたイヌワシ保護関係者に、 今後数十年を見据

可能性がある。 このように、 種内の遺伝的多様性が徐々

えて科学的根拠に基づいた保護策を計画 ・ 実施するため

に失われていくことは、 種の総個体数の大きさに比べれば

に必要な情報を提供することである。 このアプローチは、

比較的気づかれにくいが、 一度失われた遺伝的多様性は、

日本のみならず他国の他の絶滅危惧猛禽類の保護にも適

適切な保護期間をかけても回復することはない。

用可能と考えられる。

ニホンイヌワシ （A. c. japonica） は、 最終氷期の終わ
り （現在から約 2 万年前） 以降、 アジア大陸から事実上

現在の個体数と分布の推定

隔離されており、 世界中の他のイヌワシ亜種の生息地とは

環境省は、 資源エネルギー庁、 国土交通省、 林野庁の

全く異なる、 密な森林に覆われた急峻な山岳地帯に生息

協力を得て、 1997 年から 2001 年にかけて 「希少猛禽

している。 日本のイヌワシ亜種と他のイヌワシ亜種との間の

類調査」 を実施した。 2004 年に発表された調査結果 [1]

生物学的、 機能的な違いはまだ解明されていないが、 形

によると、 日本には約 260 つがい、 最大で 650 羽のニ

態学的な差異の逸話的報告や、 日本の亜種の隔離的な個

ホンイヌワシが生息していると推定されている。 この公式

体群と生態学的な状況からみて、 日本のイヌワシは保護上

な数値は、 保護の参考基準として広く利用されてきたが、

重要でユニークな個体群を構成している可能性が高いと

現在ではやや古いデータとされている。 日本イヌワシ研究

考えられる。 個体数と繁殖成功率の両方が減少している

会 （SRGE-J） が 1981 年から実施している 「全国イヌ

ことから、 日本政府はこの種を全国的に絶滅の危機に瀕

ワシ生息数 ・ 繁殖成功率調査報告」 によると、 最新の推

していると認識しており、 それゆえに保護増殖事業の対象

計年である 2015 年には日本国内に約 500 羽が生息し

としている。

ていると推定されている [2]。 さらに重要なのが、 2015

現在の保護活動では、 科学的な根拠に基づいた野生動

年までの 33 年間で 107 つがいが消失したと報告されて

物の保護を進めている。 科学的データは、 個体数の減少

いることである。 地域レベルでは、 環境省の東北地方環

を明らかにし、 その様々な原因を調査し、 より実践的な

境事務所が東北地区内のニホンイヌワシの生息状況や繁

解決方策の有効性の予測や検証に活用できる。 日本や他

殖状況についてもアンケートによる情報収集を開始してお

の生息地におけるイヌワシの保護に関する科学的データが

り、 2017 年には 74 つがいが確認されている [3]。
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環境省では、 1997 年からニホンイヌワシの分布状況を

困難だが、 現在判明している巣の分布に関する情報は、

現地観察と地元のバードウォッチャーや野外調査員に送付

大まかな個体数を推定するのに十分であると考えられる。

したアンケートにより調査している [1]。 この調査により、

日本イヌワシ研究会は、 未成熟個体も含めたニホンイヌワ

野生のイヌワシは本州中部から北部、 特に岩手県や甲信

シの個体数を約 500 羽と推定しているが、 2000 年以降

越地方を中心に分布していることが明らかになった（図 1）。

に起きた放棄された営巣場所の顕著な増加は、 個体数の

これまでは九州や北海道で営巣が確認されていたが、 現

減少が深刻化していることを示唆している [2]。 個体数減

在は九州での繁殖はほとんど報告されておらず、 北海道

少は繁殖成功率の低下と一致しており、 1980 年代には 1

でも営巣は確認されていない [4]。

組のつがいが毎年 0.4 ～ 0.5 羽のヒナを巣立たせていた
が、1990 ～ 2000 年代には 0.2 羽、2010 年代には 0.2

1. 個体数減少の原因を理解する

羽未満に低下している [2]。 由井は数理モデルを用いて、

保護策の有効性は、 個体数減少の根本的な原因にどれ
だけうまく対処できるかにかかっている。 日本におけるイヌ

個体群の存続には毎年 1 つがい当たり 0.31 羽を超える
巣立ち数が必要であることを示している [6]。

ワシ個体数が現在の状況に至った歴史的な要因を徹底的

営巣場所のモニタリングは、 断続的な目視観察で行わ

に評価しなければ、 これからの保護活動がイヌワシの長期

れているため、 繁殖失敗の直接的な原因を突き止めるこ

的で持続的な保護につながるとは考えにくい。 短期的で

とがほとんどできない。 しかし、 一部の営巣場所では、 遠

急激な個体数の減少を防ぐためには早急な対策が必要か

隔ビデオ観察システムなどの技術を用いた連続的な観察

もしれないし、 一方、 日本のイヌワシが前世紀から個体数

により、 捕食、 異常気象、 食物不足など、 繁殖活動中断

を減少させてきた理由を包括的に理解するためには、 適

の原因に関する重要な情報が解明されてきた [5]。

切な調査を実施し、 分野を超えて考察することも不可欠で
ある。 この最初の章では、 ニホンイヌワシの生存に影響す
る様々な生態学的、 獣医学的、 遺伝学的、 生息環境的
な要因を、 近年の個体数動態に与える潜在的な影響の観
点から検討する。

1.1. 生態
1.1.1. 繁殖成績 - 毎年の営巣場所調査
営巣場所の調査は通常、 繁殖つがいを発見し、 巣の位
置を特定することから始まるが、 この過程には大概、 多大
な時間と労力が必要となる。 巣の位置を発見した後、 イヌ
ワシ個体群の繁殖成績を評価するための主要な方法は、
繁殖の経過を離れた場所から直接観察することである。
日本におけるこうした調査は、 1981 年に設立された全国
的 NGO である日本イヌワシ研究会会員を主とした地元の
観察者によって実施されてきた。 国が主体となる調査はあ
まり行われていないうえ、一定の期間に限定されているが、
岩手県では県の専任研究員が 2002 年以降、 既知のす
べての営巣場所を継続的に調査している [5] 。

図 1. 1990 年から 2002 年に行われた調査結果に基づく国内
のイヌワシの分布（環境省 ,2004 より改変）
。
野生のイヌワシは、主に本州中部から北部、特に岩手県や
甲信越地方に分布している。現在の成鳥の分布はここに示
したものより少ない可能性が高い。例えば、近年は北海道

日本国内のすべての営巣場所を把握することは非常に

でのイヌワシの繁殖記録がない。効果的な保護策立案のた
めには、正確な分布図が不可欠である。
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1.1.2. 捕食可能性 （prey availability） - 餌利用調査

上の地点から成る空間マップを作成した [12]。 発信機の

日本では、イヌワシの主な獲物はニホンノウサギ （Lepus

装着がスコットランドのイヌワシに与える影響について広範

brachyurus）、 ヤマドリ （Syrmaticus soemmerringii）、

な分析が行われたが、 物理的、 行動的、 あるいは個体数

およびさまざまなヘビ類 [7] である。 ヘビ類だけで獲物

面で悪影響を及ぼすことは証明されなかった。

の 20% から 60% を占めており [7-9]、 この割合は北

スコットランドの衛星追跡の研究から、 イヌワシの移動に

半球に広く分布する他の亜種よりもはるかに高い [10]。

関する豊富なデータのみならず、 死因についても知見が

北陸地方では、 落葉広葉樹の展葉に伴い、 主な獲物はニ

得られた。巣立ちしてから成鳥になるまでの若鳥の生存は、

ホンノウサギからヘビに切り替わる [8]。 しかし、ヘビ類は、

イヌワシの生活史の中でも重要な時期であり、 衛星追跡に

ニホンノウサギに比べて消化速度が遅く、 栄養分も少ない

より、 若鳥の死亡がいつどこで、 そしていくつかの事例で

[11]。 それだけでなく、 主な獲物がニホンノウサギからヘ

はどのようにして起きたかを知るうえでの証拠を得ることが

ビ類に切り替わると、 巣への餌搬入量は激減する [8]。

できた。 このような情報は、 巣立ち分散後の若鳥の消長

その結果、 ヘビ類を高頻度に給餌されたヒナは、 巣立ち

がほとんどわかっておらず、 おそらく繁殖年齢まで生存で

日が最大 16 日も遅れ、 巣立ち時のサイズも小さいことが

きていないニホンイヌワシの保護にとっても非常に有益とな

わかっている。 イヌワシは、 展葉期にヘビ類に特化して給

るだろう。

餌するため、 それに伴う餌の質の低下が、 ヒナの成長に
影響を及ぼしている。

1.2. 獣医学的調査

1970 年代には、 岩手県のイヌワシ研究者が展葉期に

生態系ピラミッドの上位種である猛禽類は、 病原体や毒

営巣場所に搬入された様々な獲物を観察した （関山、 未

素への直接的 ・ 間接的な曝露 （生物濃縮） を通じて、 生

発表データ）。 また、 1980 年代には、 ニホンイヌワシの

態系の健全性を示す重要な指標としての役割を果たして

獲物が 5 科 10 属 30 種であることが日本イヌワシ研究会

いる。 イヌワシの個体群では、 鳥インフルエンザなどの感

によって報告された [7]。 その後、 研究者らは、 展葉期

染症や、 殺鼠剤、 殺虫剤、 重金属などの毒性物質による

におけるヘビ類に特化した餌利用を 1990 年代に初めて

非感染症の影響は十分に解明されていない。 しかし、 こう

報告した [8]。 こうした長期的な餌利用の変化は、 日本

した健康上の脅威は、 獲物の捕食可能性、 生息環境の状

におけるイヌワシの繁殖活動と生息に影響を与えていると

態、 および他のストレス要因などと関連して作用し、 免疫

考えられる。

の状態に影響を及ぼすことが知られている。 毒性物質へ
の急性および致死未満量の曝露は、 成鳥のイヌワシおよび
オジロワシ （Haliaeetus albicilla） では繁殖へ悪影響を

1.1.3. 分散 - 衛星追跡
日本におけるイヌワシの効果的な保護策の立案には、 幼

もたらし、 死亡につながることもわかっており [13, 14]、

鳥の分散パターンや成鳥の移動パターン、 生息地の利用

屍肉食性の鳥類では呼吸器系および免疫系の抑制、 成長

パターンなど、 イヌワシの分布域全体において生活史に関

や繁殖の阻害 [15] を引き起こすことが知られている。ヨー

する包括的な知識が必要である。 個々の鳥の動きを追跡

ロッパのイヌワシでは、 致死未満量ではあるものの、 過剰

することで、 イヌワシのなわばり (2) の広さ、 獲物の利用

なレベルの鉛に曝露されていることが示されており [16]、

可能量、 配偶様式、 潜在的な死亡率や死亡原因に関する

スウェーデンの研究では、 鉛曝露は移動行動に影響を及

重要な知見を得ることができる。 スコットランドでは、 イヌ

ぼす可能性があることが示されている [17]。

ワシの移動や生死は、 衛星発信機の装着によって広範囲

日本では、 オオワシ （Haliaeetus pelagicus）、 オジロ

に研究されてきた。 発信機は 2004 年から 2016 年の間

ワシ、 イヌワシ、 クマタカ （Nisaetus nipalensis） などの

に装着され、 約 2 ～ 3 年にわたり、 巣立ち後の 131 羽の

大型猛禽類が、 1990 年代後半から増加しはじめた鉛中

データを収集し、 調査期間中に記録された 50 万か所以

毒により、 健康状態の悪化や、 時には死亡することが知ら
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れている [18]。 シカ猟が盛んな北海道では、 シカの死体

遺伝的多様性や血縁度を明らかにし、 遺伝学に基づいた

は狩場で解体され、 銃創や内臓などの非食用部位は放置

保護策の一環として、 将来の多様性比較のためのベース

されるのが一般的である。 その後、 猛禽類が鉛弾の破片

ラインを確立することが重要である。 野生および飼育下の

を摂取し、 重度の鉛中毒を起こす。 鉛弾による猛禽類の

イヌワシに関する遺伝解析の結果、 今のところ 2 つの個体

鉛中毒は、 1996 年にオオワシで発見されて以来、 200

群はおよそ類似しており、 遺伝的多様性がそれなりに維持

例近く確認されている。 猛禽類の鉛中毒の特徴として、

されていることが明らかになった [20]。 さらに、 野生個

成鳥が多く死亡することが挙げられるが、 これは、 生態的

体群 （岩手 ； F=0.08） と飼育個体群 （F=0.07） の近

に優位な成鳥が新鮮な屍肉を若い個体よりも独占してい

交係数の遺伝解析による推定値はかなり低く、 どちらの個

ることが原因と考えられる [18]。

体群でも近親交配は進行していないことが示唆された。 し

北海道では、 鉛弾の使用禁止規制が始まった 2000

かし、飼育個体群の結果は主に創始個体と第一世代 （F1）

年 2 月から 2017 年 4 月の間に行われた調査で、 オオ

個体に基づいており、 繁殖に成功している家系に現状で

ワシ 88 羽、 オジロワシ 42 羽が高濃度の鉛中毒を発症し

は偏りがあることから、 近交係数は今後急速に上昇すると

たと記録されている。 安定同位体比分析による鉛の摂取

予想される。

源の調査から、 猛禽類の鉛中毒のほとんどが鉛ライフル弾

一方で、 技術的な観点から、 現在ひろく利用されてい

によるものであることが明らかになった [18]。 現在でも猛

る 2 個体間の血縁度の解析手法 （pairwise kinship

禽類の鉛中毒は起こっている。 猛禽類医学研究所と北海

analysis） では、 異なる血縁関係 （親子関係と叔父甥

道大学の共同研究により、 イヌワシやクマタカから高濃度

関係など） にも関わらず血縁度の重複が大きく [20] 、

の鉛が検出されているにもかかわらず使用が規制されて

現在使用されている 16 座位のマイクロサテライトマーカー

いない本州から北海道へ、 猟師が鉛弾を持ち込んでいる

セットでは、 血縁関係を理解し、 近親交配を正確に推定

ことが指摘されている [19]。

するには限界があることが示された。 この問題への対処法

スコットランドでは、 各地でのイヌワシの繁殖や巣立ち

として、 数千座位の一塩基多型 （SNPs） を用いたゲノ

の成功率の不可解な低さに関して、 イヌワシの個体群の健

ムワイドな大規模データを用いることで、 野生の家系を再

康状態を総合的に調査する大規模なプロジェクトが 2016

構築できる可能性が報告されている [21, 22]。 現在の

年から進められている。 ここでは、 専門家やボランティア

分子遺伝学的な解析手法の限界を考えると、 野生におけ

の猛禽類保護関係者から成るネットワークを通じて提供さ

る遺伝的多様性の欠如が個体群減少の一因であるとは断

れた死亡個体や、 巣内のヒナから検体を採取し、 標準化

定できず、 現時点では近交弱勢を示す強い証拠もない。

された健康状態確認プロトコールを適用し、 鉛やその他の

しかし、 遺伝的要因が個体数の減少に影響している可能

重金属、 殺鼠剤、 殺虫剤を検出する分析を行っている。

性は否定できない。

1.3. 個体数減少の遺伝的要因

1.3.2. 全ゲノム配列の解析 （3）

1.3.1. 遺伝的多様性と近親交配

ニホンイヌワシの歴史的な個体群動態を理解し、 個体

一般的に、 個体群が減少すると遺伝的多様性が低下し、

数減少の始まった時期を明らかにするために、 現在、 イヌ

近親交配が増加する。 その結果、 近親交配は子孫の適応

ワシゲノムの全ゲノム配列を利用した解析が進められてい

度を減少させ、 生涯繁殖成功率が低下し、 個体群のさら

る。 Pairwise Sequential Markovian Coalescent

なる減少を引き起こす。 このプロセスは、 いわゆる 「絶滅

（PSMC） 解析 [23] を用いて、 1 万年前から数百万年

の渦」 の一部として認識されており、 実験的に証明するこ

前の有効集団サイズ （遺伝的多様性に貢献している個体

とは非常に困難だが、 個体群の持続性に対しては、 理論

数） を推定し、 個体数減少の開始時期だけでなく、 日本

的には深刻なリスクとなりうる。 したがって、 過去と現在の

のイヌワシ亜種が他のイヌワシから分岐した時期も推定で
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きる。 歴史的な個体数の変動を分析することで、 遺伝的

減少の主な原因は、 土地利用の変化によって最適な獲物

多様性が時間の経過とともにどのように変化してきたかを

と狩猟に適した生息地の両方が減少し、 繁殖の成功率が

知ることができ、 将来の個体群の変化や、 日本国外から

低下したことであると考えられる。 さらに、 鉛中毒の問題

の個体の導入などの保護策の結果の予測に役立つことが

も一因となっている可能性がある。 遺伝的多様性がこれま

期待される。

でのところ有害な影響を与えているとは断定できないが、
ニホンイヌワシの個体数は現在非常に少なく、 近親交配の

1.4. 個体数減少における生態系と生息環境の要因

進行が短期的 ・ 中期的に個体群の繁殖成功に悪影響を与

日本は世界でも有数の森林国で、 国土の 70％近くが

える可能性がある。

森林に覆われている。 かつて日本では木材が最も重要な
森林資源であり、 薪、 木炭、 建材、 パルプ材などに利用

2. 個体数維持のための保護策

されてきた。 このため、 林業が最も活発だった 1940 年

上述のようなニホンイヌワシの個体数減少の要因につい

代には、 森林伐採面積は年間最大 90 万 ha にも達して

ての現在の理解を踏まえ、 日本における野生のイヌワシの

いた [24]。 また、 これらの伐採地における苗木の再植

保護を改善するための多くの提案がなされてきた。 これら

林は、 1950 年代から 1960 年代にかけて活発に実施さ

の提案の多くは、 その効果を評価するために試験的な保

れ、 年間平均約 35 万 ha に及んでいた [25]。 しかし、

護戦略として実施されている。 その他の提案はまだ検討さ

1970 年代に入ると、 木材の輸入量が増加し、 国産材の

れていないか、 あるいはその有用性を評価するためにさ

価格が低迷した。 その結果、 国内の国産材需要が減少し、

らなる研究が必要である。 この章では、 生態学、 獣医学、

森林伐採面積はピーク時の 3 分の 1 の年間 30 万 ha 程

遺伝学、 生息環境管理の各分野にまたがって、 持続的な

度にまで低下した [24]。 さらに、 1980 年代以降、 苗木

保護のための方策を提示しており、 イヌワシ保護への潜在

の植栽面積は年間約 35 万 ha から年間約 10 万 ha に

的な重要性や効果が議論されている。

減少した [25]。 伐採面積および苗木の再植林面積の長
期的な減少により、 現在、 日本の山地は密生した人工林

2.1. 生態

に覆われている。

2.1.1. 給餌

日本におけるイヌワシの採餌場所は、 草地や岩場のほ

猛禽類の個体群は、 偶然的な自然変動や人為的な

か、 台風や雪崩によって樹木が倒壊した森林の隙間など

環 境 変 化 に よ っ て 生 じ う る 獲 物 の 利 用 可 能 量 （prey

である。 現在ではこうした環境は森林内に非常に少ない。

availability） の減少に対して特に脆弱であることが知ら

1980 年代以前は、 森林内には森林伐採地と苗木の植栽

れている。 したがって、 給餌は猛禽類の保護策における

地が広く分布しており、 イヌワシの繁殖活動や生息を支え

一般的な選択肢であり、 多くの成功例がある [26]。 日

ていたとみられる。 しかし、 1980 年代以降、 森林伐採地

本では、 1984 年から環境庁 （現 ・ 環境省） がシマフク

や植栽地は激減した。 このような土地利用の変化が、 日

ロウ （Ketupa blakistoni） を保護するために、 公的な給

本におけるイヌワシの繁殖活動や生息状況を悪化させた決

餌プログラムを実施している。 加えて巣箱の提供など他

定的な要因の一つと考えられる。 この問題に対処するため

の保護策も行うことにより、 個体数は 2 倍に回復している

に、 森林施業を活用したイヌワシの採餌環境の人工林の

[27]。 ニホンイヌワシもまた獲物の利用可能量の問題に

間伐を伴う森林伐採地や苗木の植栽地の造成が実施され

直面しているため [28]、 繁殖成功率の低下に対する早

ているが、 その成果はまだ明らかにされていない。

急な解決策として給餌が提案されている。
福井県では、 1996 年から 2000 年にかけて 4 組の

1.5. まとめ

イヌワシの繁殖つがいを対象とした給餌プログラムが実施

上記の根拠に基づき、 現在のニホンイヌワシの個体数

された [29]。 感染のないウサギの生体や様々な野生動
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物の死体を餌として使用し、 主要な狩場で週に 1 回程度、

評価することができる。 十分なデータを用いて PVA を実

給餌が行われた。 その結果、 1 組の繁殖つがいでは繁殖

施すれば、 保護の意思決定プロセスを支援する効果的な

成功率が顕著に向上し、もう 1 組ではわずかに向上したが、

ツールの一つになる。

他の 2 組では与えられた餌を利用しなかった。 岩手県で

岩手県北上山地に生息するニホンイヌワシの個体群を

は、 2009 年から 2 組の繁殖つがいに給餌を行っている

対象とした初期の PVA の結果により、 分散を伴わない

が、 餌の利用が多かった年でも明確な繁殖成績の向上は

閉鎖個体群を仮定すると、 今後 50 年間の絶滅確率は

見られていない [5]。 他の地域でも、 公的機関によらな

31.0％と推定された （夏川 ・ 前田、 未発表データ）。 し

い給餌活動が行われている可能性があるが、 方法や成果

かし、 本分析では、 イヌワシの年齢別死亡率、 平均寿命、

については情報がない。

分散などのパラメータを設定するための情報が入手できな

福井や岩手の事例は、 給餌に対するイヌワシの反応が

かったため、代わりに他の亜種の先行研究 （例えば [32]）

多様であり、 期待されていた繁殖成功へのプラスの効果

から変数を推定した。 今後の解析では、 上記の変数につ

が必ずしも現れなかったことを示唆しているが、 これらの

いてニホンイヌワシのデータを収集し、 PVA の精度を向

知見を検証するためには、 給餌量や給餌間隔を変えてさ

上させることが推奨される。 さらに、 日本全国の情報に基

らに実験を行うことが重要であろう。 巣内のヒナに直接餌

づいて PVA を実施することで、 絶滅リスクと MVP の推

を与えることは、 狩場で親に餌を与えるよりも効率が良い

定値を用いた、 ニホンイヌワシの全国規模での保護計画

かもしれないが、 国内の大多数の営巣地では、 巣へのア

の有効性を推測することができる。

クセスが困難であるため、 現実的ではなさそうである。 し
かしながら、 給餌は、 減少する個体数を補強するために

2.1.3. 全国的な個体群モニタリング

飼育下の繁殖個体を導入する場合など、 将来のイヌワシ

日本におけるイヌワシの保護状況を理解し、 種の保護

保護策において不可欠な要素となる可能性が高いため、

計画を立てる上で要となるのは、 イヌワシの個体群の長期

技術を進展させることは重要である。 スコットランドにおい

的なモニタリングを継続し、 個体数、 生息地、 繁殖成功

ては、 給餌はイヌワシの放鳥直後の短期的支援や冬の間

に関する信頼性の高い比較可能なデータを入手すること

の支援において重要性が実証されている [30]。

である。 定期的なモニタリングは野生のイヌワシの持続的
な保護を支援するために不可欠であり、 重視されるべき

2.1.2. 野生個体群における個体群存続可能性分析のモ

である。 現在、 岩手県のような一部の顕著な例外を除い

デル化

て、 ほとんどのイヌワシのモニタリング調査はボランティア

個体群存続可能性分析 （PVA） の目的は、 特定の種

によって行われている。 すなわち現状では、 本種の保護

や個体群がその生息地で生存可能かどうかを判断するこ

に極めて熱心な愛好家や自主的な調査員がいなければ、

とである [31]。 絶滅危惧種の保護における意思決定に必

効果的な保護策を考案することができない。 調査を担う人

要な生態学的知見として、 PVA を活用する事例が増えて

材の高齢化と後継者の不足は、 長期モニタリングの将来、

いる。 PVA では、 種や個体群の繁殖成功率、 年齢別死

ひいては持続可能な保護策全般にとって深刻な脅威であ

亡率、 平均寿命、 分散などの個体群パラメータの推定が

る。

必要である。 入力した変数に基づいて、 ある期間内の個

調査グループの献身的な努力にもかかわらず、 巣の遠

体群の絶滅確率を評価するために、 確率論的個体群動態

くからの目視観察から得られる情報は依然として限られて

モデルが用いられる。 PVA により、 絶滅確率に加えて、

いる。 この問題に対処するために、 繁殖成功を確認する

個体群減少のおおよその時間スケールや最小存続可能個

ための代替方法の評価 ・ 検討が、 直接観察との比較にお

体数 （MVP） など、 保護の意思決定に重要な情報が得

いていくつか実施されている。 CCD （ビデオ） カメラや

られる。 また、 PVA は保護策の効果を予測し、 代替案を

赤外線自動カメラ （カメラトラップ） の設置が、 携帯無線
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や WiFi などの通信機能と組み合わせて、 イヌワシ個体へ

巣場所で可能な手作業による調査が人手不足によって限

の影響を最小限に抑えるように注意しながら試験的に実施

られることから、 各個体のモニタリングを強化し継続する

されている。 これらの研究が将来の長期モニタリングをけ

ために、 様々な技術の評価と利用を実施すべきである。

ん引し、 ボランティア調査員の負担を軽減すると同時に、
各営巣場所で得られる情報の質を向上させることが期待

2.2. 獣医学的調査

されている。 このような遠隔モニタリングにより、 巣の崩壊

2.2.1. 死後検査

や捕食者からの脅威など、 ヒナに深刻な危機が迫っている

保全医学の分野では、 イヌワシの個体群をサポートする

場合にはリアルタイムで発見して介入するなど、 巣に特化

ために様々な獣医学的取り組みが可能であり、 いかなる

したヒナの生存率向上の対策を講じることができるかもし

持続的な保護策においても手法の一つとして考慮されるべ

れない。 一方で、 このような先端技術的なモニタリングの

きである。 死因を特定するための X 線撮影を含む死後検

実施には資金が必要であることにも留意すべきである。

査は、 イヌワシの健康状態についての理解を深め、 外傷

複数の営巣場所に固定カメラなどのモニタリング機器を

や違法な迫害を証明するために不可欠である。 また死体

設置するだけでなく、 UAV （無人航空機 （またはドロー

からは、 健康状態の悪化や繁殖失敗の要因の可能性があ

ン）） の使用もイヌワシモニタリングの新たな方法として検

る様々な感染性物質や非感染性物質への曝露を分析する

討されている。 巣の修復 （巣構造の改善）、 死んだヒナや

ことができる。 新鮮な死体を入手することは、 特に遠隔地

孵化していない卵の回収、 翼帯マーカーの取り付けなどの

では困難であり、 このような分析を容易にするためには、

人の手による営巣場所への介入の価値は広く実証されて

協力ネットワークの確立と、 検体提供のための明確な手順

いる [5, 33-36]。 しかし、 手作業での介入には専門的

やガイドラインの整備が必要である [37]。

な技術が必要で、 登攀や高所でのロープ作業を伴う。 さ
らに、 巣内で何が起きているかの事前情報がない状態で

2.2.2. 生きたヒナの健康調査

のこういった作業は報われない可能性もある。 上空から巣

可能であれば、 アクセス可能な巣のヒナを対象に、 検

を可視化し、 状況を確認するために事前にドローンを使用

体の採取とともに長期的なモニタリングを容易にするため

することができれば、 人による介入の効率が向上するだろ

の足環 （必要に応じて衛星送信機） を装着する。 体重、

う。 必要に応じて、遺伝解析用の試料（羽毛や卵の殻など）

形態測定データ、 血液検体 （血液学、 生化学、 血清学、

のドローンによる採取などの技術も開発される可能性があ

毒素分析）、 総排泄腔および気管の綿棒スワブ （細菌学、

る。 また、 ドローンは固定カメラに比べて携帯が容易なた

ウイルス学、 寄生虫学） といった他の猛禽類用に開発され

め、 巣のモニタリングのコストと労力を大幅に削減できる

た方法を応用することで、 経験豊富なハンドラーや獣医師

可能性がある。 ただし、 このような UAV を用いた手法を

によって、 ヒナへのストレスを最小限にして迅速にデータを

広く普及させる前に、 巣を利用する親鳥への影響を評価

入手することができる [38, 39] 天候、 生息地、 獲物の

することが必要である。

個体数など他の項目情報に関する同時期のデータも検討

印象深いのは、 日本でも他の様々な種で活用されてい

することで、 多変量解析に組み込むことができる。 栄養状

るにもかかわらず、 GPS 発信機と衛星追跡を利用したニ

態は、 体調や血液パラメータ （例 ： グルコース、 尿酸値、

ホンイヌワシのモニタリングが今のところ行われていないこ

PCV( ヘマトクリット値 )） によって評価できる。 親鳥から

とである （1.1.3 項参照）。 日本における本種の生活史や

与えられた獲物の種類は、 巣内の残渣から知ることができ

移動分散をより深く理解するために、 成鳥を対象に衛星

る [40]。 さらに、 死体や生体から、 組織や血液細胞を

追跡の利用を検討することが提案されている。

採取して DNA 解析を行い、 将来の研究のために血清な

以上のように、 イヌワシの長期的なモニタリング調査を

どの検体を保存することができる [39]。

継続することが保護策上重要であることや、 将来的には営
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2.2.3. 疾病調査

からの試料採取は依然として困難であり、 費用もかかる。

鳥類に共通の標準化された健康調査を実施するために

遺伝的モニタリングを行う上で最も重要な課題の一つは、

は、 生きた個体や死体からの検体収集、 分析、 結果の

野生個体の試料採取の効果的な手法を確立することであ

解釈を説明した一連のプロトコールを発展させる必要があ

る。 解決策として、 非繁殖期に巣から羽毛を採取するた

る。 このような獣医学的調査のプロトコールに従うことで、

めのドローンの活用が検討され始めている。

イヌワシを処置する獣医師は、 イヌワシの健康に関した個
体群全体の調査に活用できる、 比較可能な検体やデータ

2.3.2. 年齢推定

を統一されたフォーマットで収集することができ、 例えば鉛

野生個体群における各個体の年齢を推定することは、

や化学汚染物質などの毒素への曝露を明らかにし、 健康

繁殖成功の可能性を評価する上で効果的である。 ニホン

状態と環境の関連性を確認することができる [41, 42]。

イヌワシの繁殖成功率は 1970 年代から着実に低下して
おり、 現在では日本全国で 20％程度となっている [4]。

2.3. 遺伝学

その理由の一つとして、 繁殖可能個体の高齢化が考えら

2.3.1. 個体群の遺伝的構造の検討

れるが、 個々の個体の年齢を正確に推定することは困難

野生個体群の遺伝解析において複数の DNA マーカー

であり、 野生のイヌワシ個体群の年齢構成を明らかにする

（または遺伝領域） を用いることで、 保全遺伝学者は遺

ことも困難である。 しかし、 DNA 解析を応用した年齢推

伝的多様性を評価し、 個体群の遺伝的構造を明らかに

定手法により、 情報を提供できる可能性がある。

することができる。 ニホンイヌワシの場合、 遺伝構造を調

チ ン パ ン ジ ー （Pan troglodytes） で は、 DNA メ チ

べるために、 ミトコンドリア DNA の 2 つの領域 （調節

ル化パターンの解析を用いた年齢推定が報告されている

領域 ： Control Region, CR、 偽調節領域 ： pseudo

[46, 47]。 この手法をニワトリ （Gallus gallus） [48]、

Control Region, ψ CR、 [43、 44]） と 16 座位の核

ホ オ ジ ロ （Parus minor） [49]、 ツ バ メ （Hirundo

DNA マイクロサテライトマーカー [45] が用いられた。 ミ

rustica） [50] などの鳥類に応用した研究もある。 ほとん

トコンドリア DNA 解析の結果では、 野生個体群は 6 つ

どの研究では血液試料を用いており、 非侵襲的な試料を

の CR ハプロタイプ （DNA 塩基配列の種類） と 3 つの

用いた手法は珍しく [51] 、 哺乳類でもまだ開発途上で

ψ CR ハプロタイプを維持しており、 9 つの CR + ψ CR

ある。 しかし、 DNA メチル化を活用した年齢推定は、 羽

ハプロタイプの組み合わせが存在することが明らかになっ

毛や糞から得られる非侵襲的 DNA を利用してニホンイヌ

た。 これらのハプロタイプは日本国内の 8 地点の試料採

ワシ個体群の年齢構成や繁殖能力を解明する大きな可能

集地域で確認されたが、 岩手県においては 9 つのハプロ

性を秘めている。

タイプの組み合わせのうち 7 つのタイプが観察された。 マ
イクロサテライト解析の結果では、 岩手県に生息する野生

2.3.3. 亜種間比較

個体、 飼育下の野生由来個体 （founder）、 飼育下繁殖

ニホンイヌワシの核型 （2n = 62） はヨーロッパのイヌ

個体の間には明確な遺伝的構造は見られなかった [20]。

ワシ （A. c. chrysaetos） （2n = 66） と異なることが報告

これらの結果から、 日本国内には遺伝構造の地域差がほ

されているが、 これは微小染色体の数が異なるためであ

ぼ存在せず、 単一の個体群として保護を進めることが妥

る （日本では 8 個、 ヨーロッパでは 10 個） [43, 52]。

当であることが示唆された。 しかし、 野生個体の試料の大

このことは、 日本の亜種と他の亜種では核型が異なる可

部分は岩手県からのみ採取されたものであり、したがって、

能性を示唆している。 日本の飼育個体群で子孫を残した

この単一な遺伝構造が全国的にも言えることを確認するた

創始オスのうちの 1 羽は、 体格や mtDNA ハプロタイプ

めには、 試料の採取を全国規模に拡大する必要がある。

から動物園飼育担当者から日本亜種であることが疑問視

イヌワシの巣は深い森の奥や険しい崖の上にあるため、 巣

されており、 現在、 このオスの家系全体が繁殖計画から
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除外されている。 これらの問題を解決するためには、 亜

高い。

種間に有意な核 DNA の違いが存在するかどうかを解明
する必要がある。 現在、 ニホンイヌワシと他亜種の試料の

2.4. 景観と生息地の管理

核型 （染色体数） の再解析が進められている。

2.4.1. 列状間伐

また、 ニホンイヌワシは、 山岳森林地帯に適応している

国土の約 7 割を森林が占める日本では、 林業が主要

唯一の亜種と言われている。 現在の個体数減少を回復さ

産業の一つとなってきた。 しかし、 外国産材の輸入増加に

せるためには、 他の亜種からの個体の導入も選択肢の一

伴い、 国産材の価格や生産量が減少し、 植林地の成熟が

つと考えられる。 亜種間では生息環境が異なり、 局所的

進んだことにより、 皆伐地や若い植林地など、 イヌワシの

な生息地適応の度合いが不明であるため、 他亜種の導入

採餌に適した開放的な場所が減少している。 岩手県にお

の有効性を検討するためには、 亜種間の機能遺伝子にお

けるイヌワシの繁殖成功率は、 気候や営巣場所の条件を

ける差異を理解するためのさらなる研究が必要である。

補正すると、 イヌワシの行動圏 (4) 内にある若齢植林地、
低木地、 草地の利用可能量と正の相関関係がある [56]。

2.3.4. 細胞株の樹立

繁殖の成功を促すためには、 収穫伐採による開放地の

生物多様性保全の観点から、 初代培養細胞の保存は

継続的な提供が望ましいが、 現在の社会的 ・ 経済的状況

生息域外保全の選択肢の一つだと言える。 サンディエゴ

下では、 ほとんどの森林でそれを実現することは難しい。

動物園保全研究所では、 飼育下および野生下の動物に

代替案として、 列状間伐が大きく注目されている。 列状

由来する細胞のバンク化 （Frozen Zoo®） を先駆的に

間伐とは、 植林地の間伐方法の 1 つで、 基本的には 1 ～

行っている。 日本では、 国立環境研究所が 2002 年か

2 列を伐採し、 2 ～ 4 列をそのまま残す方法である。 従

ら絶滅危惧種 （主に鳥類と哺乳類） の初代培養細胞を凍

来の択伐ではほとんど得られなかった、 狩場となる列状の

結保存してきた。 国立環境研究所のコレクションには、 ト

オープンエリアを提供することができる。 日本のイヌワシの

キ （Nipponia nippon）、 ヤ ン バ ル ク イ ナ （Gallirallus

主要な獲物であるニホンノウサギの個体数は、 列状間伐

okinawae）、 ノグチゲラ （Dendrocopos noguchii） など

後に増加することが確認されているが [57-59]、 恐らく

の絶滅危惧 IA 種の皮膚組織由来の細胞が含まれている。

イヌワシの行動圏の大きさに対してこれまでの実験規模が

また、 体細胞核移植や人工多能性幹細胞化といった技術

十分広くなかったことから、 イヌワシの採餌や繁殖への正

によって、絶滅危惧種由来の細胞を遺伝的救済 （genetic

の影響ははっきりしていない。 しかし、 長期的な観察では、

rescue） などの保全用途に利用した例も報告されている

イヌワシの飛翔頻度は間伐前の同一区画や他の無施業の

[53]。 細胞バンクや細胞株の樹立と組み合わせることで、

地域と比べて、 列状に間伐された区画の方が高い傾向が

このような技術がイヌワシの保護に重要な役割を果たすこ

あることが明らかになっている [58]。

とが期待される。

列状間伐は、 収穫のための皆伐に比べて、 狩場を提供

現在、 イヌワシの組織由来の細胞株は存在しないが、

するという点では控え目な効果しかなく、 一般的には伐採

鳥類の皮膚や筋組織からの細胞培養やその細胞を凍結す

後 2 ～ 3 年で間伐列の隙間が狭くなり、 イヌワシへの恩

る技術はすでに確立されている。 日本動物園水族館協会

恵が薄れていくことに注意が必要である。 したがって、 列

（JAZA） の情報によると、 ニホンイヌワシを飼育している

状間伐による生息地の質の向上は、 広域的に繰り返し実

動物園は 9 園となっている [54]。 細胞培養用の組織を

施するのがより効果的であろう。 林野庁は国有林の標準

飼育下個体から採取することは可能であろう。 動物園動

的な管理方法として列状間伐を推奨しているが、 民有林

物に由来する培養細胞に遺伝子を導入することで不死化

への普及はまだ限定的である。

細胞を樹立した例が報告されており [55]、 飼育個体群に
由来する細胞で、 イヌワシの細胞株を樹立できる可能性は
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2.4.2. 人為による巣の改良

能性を示唆している。 暴風雨や捕食者に対して安全な人

ニホンイヌワシの繁殖率の低さは獲物の確保が主要な要
因と考えられているが、 卵やヒナの捕食、 巣の崩壊、 落石、

工巣への誘導が実現できれば、 イヌワシの保護に大きく貢
献するだろう。

落雪などの事故による繁殖の失敗が多いことも知られてい
る。 近年は、 急速に発達した低気圧による大雨や大雪に

2.5. まとめ

よる繁殖中の被害も多い。 これらの有害な事象から卵や

ニホンイヌワシに対する脅威を軽減するために、 多様な

ヒナを守るためには、 安全な営巣場所を提供することが重

保護活動が実施されたり、 検討されたりしている。 この総

要な課題であり、 多くの事例研究が行われてきた。

説では、 これらを分野別に紹介しているが、 短期 ・ 中期 ・

岩棚上の巣の場合、 巣材 （枝や小枝など） の崩落を

長期的なアプローチ、 あるいは確立された解決策と実験

防 止 す る た め の 金 属 製 巣 台 や、 ツ キ ノ ワ グ マ （Ursus

的な解決策のいずれかに分けて論じることもできる。 培養

thibetanus） などの哺乳類の捕食者を防ぐための柵、 そ

細胞の凍結保存による遺伝的救済は高度な技術であり、

して雨や雪を避けるための庇などの人工構造物の設置が

将来的なアプローチであるが、 長期的には大きな効果をも

試みられている [5]。 また必要に応じて、 過剰な巣材の

たらす可能性がある。 同様に、 ニホンイヌワシの保護を目

除去、 イヌワシの出入りを妨げる支障木の伐採、 岩棚を

的とした森林管理の効果は、 比較的長い期間を経て初め

拡大するための岩の削り取りなど、 営巣場所の状態を維

て実現される。 対照的に、 給餌や皆伐はすぐに成果をも

持するための措置も行われてきた [60]。 樹上巣の改良

たらす可能性があるが、 その影響のさらなる評価が必要

事例はあまり多くは知られていないが、 木製や金属製の

である。 本項で提案したさまざまな保護策はすべて、 意義

棒材による巣の補強や、 金属製の幹カバーによる哺乳類

は明快であるものの、コストがかかる。 方策の適切な評価、

の樹木登攀防止策が適用されている [5]。 樹上巣への積

検証、 優先順位付け、 資金調達が今後の課題である。

雪を回避する技術は今のところ無く、 今後の開発が望まれ

3. 野生 ・ 飼育個体群の一体化

ている。
これまでのところ、 ニホンイヌワシが非繁殖期に設置さ

絶滅危惧種の飼育個体群は、 野生個体群を含む種全

れた人工構造物や巣周辺の改変に対して警戒行動や回避

体の保護に貢献することから、 ますますその価値が認識さ

行動を示したという形跡はない。 その一方、 巣の改良が

れるようになった。 従来、 飼育下繁殖と野生動物保護は

繁殖活動に貢献したことを示す証拠は多数存在する [5,

独立して進められてきたが、 近年の保全生物学では、 飼

34, 61, 62]。 イヌワシのつがいは、 なわばりにある複数

育個体群の潜在的な利益を最大限に活用するため、 これ

の巣のうち、 毎年 1 つの巣のみを繁殖に使用するため、

らの一体化 （integration） が重要視されている。 ニホ

別の巣が使われた場合には次の繁殖期には効果が現れな

ンイヌワシの生息域内保全を促進するために、 動物園にて

いかもしれないが、 3 ～ 4 年のサイクルで改良された巣

飼育下繁殖が進められている。 ニホンイヌワシの場合、 野

を利用する可能性も高いことから、 巣の改良の有効性は

生および飼育個体群を一体とした保護には、 野生と飼育

長期的な視点で考える必要がある点に注意したい。

個体の入れ替えや、 野生下では難しい研究を飼育下で行

イヌワシが営巣したことのない場所への人工巣の設置
例は報告されていないが、 技術的には可能である。 かつ

うなど、 様々な方策がある。 この章では、 野生と飼育下
の個体群の保護と一体化について議論する。

て巣があった場所にニホンイヌワシの新しい人工巣を作
るいくつかの試みは成功している [5]。 さらに、 オオタカ

3.1. 持続的な飼育個体群の繁殖

（Accipiter gentilis） やクマタカでは、 現在の巣から離れ

3.1.1. 飼育下繁殖の歴史 ・ 目的 ・ ＪＡＺＡの長期繁殖計

た場所への新しい人工巣設置の試みの多くが良好な結果

画

をもたらしており [63, 64]、 ニホンイヌワシへの応用の可
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ニホンイヌワシの保護は生態系全体に関わるものであ

り、 生息域内保全と域外保全を統合的かつ包括的に考え

巣立ち前の死亡率を上げることから、 人工保育に移行して

ることが重要である。 前述のとおり、 野生における繁殖成

攻撃性を軽減し、 生存率を向上する取り組みが行われて

功率は減少傾向にあり、 2017 年にはわずか 16.3％で

きた。 経験が豊富な繁殖つがいに経験の浅い繁殖つがい

あった。 この現状を改善するためには、 ニホンイヌワシの

の卵やヒナを受容させることで、 ヒナの生存率を直接向上

繁殖に関する知見が不可欠である。 ニホンイヌワシの飼

させることもある。 また、 将来的な野生復帰に備えて、 飼

育下繁殖は JAZA に加盟している動物園で行われてい

育下のヒナと野生由来の保護個体との交流の機会を増や

る。 その取り組みは、 1968 年に野生下での保護個体か

すために、 繁殖つがい間のヒナの移動も試みられている。

ら飼育が始まり、 1989 年に国内で初めて繁殖に成功し

これらの活動を通じて、 ニホンイヌワシの保護につながる、

た [65]。 1991 年には、 4 園の合計 11 羽 （オス 7 羽、

野生では得られない獣医学的 ・ 生態学的情報が蓄積され

メス 4 羽） の飼育個体群をもとに、 JAZA による血統登

ている。

録が開始された。 2016 年末には、 9 園で 48 羽 （オス
30 羽、 メス 17 羽、 性別不明 1 羽） にまで個体数が増

3.1.3. 個体群存続可能性分析 （PVA） の結果から保護

加した。 このうち、 8 羽が野生由来 （オス 3 羽、 メス 5

について言えること

羽）、40 羽が動物園で産まれた個体だった（5）。 これまで、

飼育個体群は生息域外保全に重要な役割を果たして

合計 82 羽が登録され、 そのうち 15 羽 （オス 6 羽、 メス

おり [66]、 ニホンイヌワシにおいても野生個体群の補強

9 羽） が野生由来 （保護） 個体である （6）。 飼育下繁

（reinforcement） のために放鳥 （野生復帰） を行う際

殖は、 個体数を増やすだけでなく、 絶滅危惧種ニホンイヌ

に中心的な役割となることが考えられる。 PVA によると、

ワシの現状を啓発することで、 保護状況を改善する目的も

現在の飼育下繁殖計画では、 ニホンイヌワシの飼育個体

ある。 また、 飼育下繁殖を行うにあたっては、 飼育個体

群は持続的ではない。 具体的には、 200 年以内に絶滅

の遺伝的多様性を維持しつつ、 繁殖に関する研究を促進

する可能性が高く、 100 年以内に現在の遺伝的多様性

して、 ニホンイヌワシの繁殖成功率の改善に貢献しなけれ

の 4 分の 1 以上が失われる可能性があることが示された。

ばならない。

飼育個体群を維持するには、 繁殖に貢献する個体の割合

飼育下繁殖の取り組みには依然として課題が多い。 例

を増やすことと、 10 年ごとに 2 羽の野生個体の導入が必

えば、 繁殖に貢献する創始個体 (founder) が限られる

要であることがシミュレーションにより提案された [20]。

ことによる遺伝的多様性の低下や、 飼育スペースの制限

繁殖つがい数を増やせばヒナの数も増え、 遺伝的多様性

により個体数を増やすことが困難であることなどが挙げら

の消失を最小限に抑えることができる。 しかし、 現在の創

れる。 生息域内と域外におけるニホンイヌワシの将来を保

始個体数では、 個体群の持続性を確保するには不十分で

証するためには、 飼育下での持続的な個体群維持のため

あり、 近親交配の進行が個体数の増加を阻む可能性が非

の長期的な繁殖計画が必要である。 繁殖計画については

常に高い。 数年ごとに飼育下から 2 羽を野生復帰し、 10

現在検討中であるが、 獣医学的観点や個体数管理に関す

年程度をめどに野生から飼育下に 2 羽を保護するという

る数々の課題にも対応している必要がある。

ように、 飼育下と野生の個体を交換するシステムを導入で
きれば、 野生 ・ 飼育とも遺伝的多様性が維持され、 近親

3.1.2. 飼育個体の獣医学的観点からの保護

交配を避けられると考えられる。 野生の個体を飼育下に

飼育下での死亡率は巣立ち前が最も高く （44.7%）、

移殖することは困難であるが、 スコットランドでは巣内の

巣立ち後の死因は、 衝突事故 （13.2%）、 循環器系疾患

2 羽目のヒナを保護して移殖している。 一方で日本では、

（10.5%）、 泌尿器系疾患 （5.3%）、 真菌感染 （5.3%）、

傷病個体 （成鳥） が保護された際に、 飼育下に導入して

老衰 （5.3%）、 生殖器系疾患 （2.6%）、 消化器系疾患

いる。 PVA モデルを用い、 飼育動物園と野生個体群の

（2.6%） などが挙げられる [65]。 ヒナの兄弟間闘争は

保護に携わる関係者との綿密な協力関係のもとで総合的
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に計画を検討した場合、 10 年に 1 度は最低でも 2 羽を

の範囲外であるため記さないが、 以下の点については検

飼育下に保護することができると考えられる。

討すべきため提起したい。
どのような保護計画であっても、 成功させるためには地

3.2. ニホンイヌワシの遺伝解析

域社会による一定の関与と計画に対する支持が必要であ

野生下および飼育下の個体群で遺伝的多様性を維持す

る。 すなわち、 たとえ計画の詳細は機密情報であっても、

るためには、 個体間の血縁度を推定することが重要であ

移殖が行われる地域との円滑なコミュニケーションと地域

る。 前述 （1.3.1 項） のとおり、 遺伝解析の精度が不十

住民の関与は、 極めて重要である。

分なため、 飼育個体間の血縁度の推定は現時点では正確

放鳥地点は、 獲物の資源量、 営巣可能な場所の有無、

に行えていない。 次世代シーケンス技術を用いて膨大な

個体の福祉、 人為的撹乱のレベル、 環境の健全性 （汚染

DNA データを解析できれば、 個体間の血縁度の推定が

を含む）、 分散の機会など、 複数の基準に基づいて選定さ

可能になり、 繁殖に役立つ情報を得ることができる。 また、

れるべきである [67]。 野生からヒナを捕獲するための営

世代間の遺伝的なモニタリングから、 近親交配の影響の

巣場所の選定は、繁殖つがいへの影響、ヒナの生存率 （捕

解明も可能になる。 血液試料が入手できる飼育下ではこ

獲した場合、 しなかった場合とも）、 地域個体群への影響、

のような解析手法は比較的に実現性が高いが、 野生では

関係する個体の健康と福祉、 また、 可能であれば、 飼育

DNA の質が低い非侵襲試料 （抜けた羽根など） の利用

個体群の遺伝的多様性への寄与も考慮して行われるべき

に限られるため、 解析が困難である。 しかし、 野生 ・ 飼

である。

育の統合的な個体群保護においては、 野生と飼育のニホ

個体の移殖を行う場合、 早期に包括的な計画を立てる

ンイヌワシで一貫した遺伝的なモニタリングを試みるべきで

ことが重要である。 上記の判断基準だけで全てではなく、

ある。

事例ごとにも異なるだろう。 しかし、 これらの基準を検討
する際、 飼育下繁殖と野生動物保護に関わる保全生物学

3.3. 野生下への放鳥、 飼育下への移殖 ： 場所の選定と

者らの協力が必要となる。

移殖の取り組み
個体群を統合的に管理するためには、 野生 ・ 飼育個体

3.4. まとめ

群間の移動を行う地点、 とりわけ飼育個体の放鳥地点と、

飼育下と野生下での保護に携わる関係者の協力のもと、

場合によっては野生個体の捕獲地点の選定が重要となる。

野生動物を統合的に保護することは、 誰しもが思い至るこ

放鳥地点の選定を行う際は、 放鳥個体の生存を左右する

とであるが、 実現するために必要な協力はなかなか得られ

複数の要因を考慮する必要があり、 野生から個体を導入

ない場合が多い。 ニホンイヌワシの場合、 緊密な協力関

する場合も、 野生個体群への影響に加え、 飼育個体群へ

係がすでに存在することから、 野生と飼育個体群を一体と

移殖する個体の適性も考慮する必要がある。 ニホンイヌワ

した保護のアプローチを試す機会に恵まれている。 特に、

シでは、 野生 ・ 飼育個体群間の移動はまだ試みられてい

遺伝学や獣医学などの分野では、 野生と飼育の両方を対

ないが、 中期的には持続的な個体群管理のために必要と

象に、 類似した研究が進められている。 したがって、 双方

なる。 一方で、 他種や他国での事例は多く、 ニホンイヌワ

の関係者が協力することは、 ニホンイヌワシを保護するた

シの移殖計画にも役立つだろう。 IUCN 再導入専門家グ

めに科学的にも研究予算的にも有意義である。 野生下と

ループ （現在の移殖専門家グループ） が作成した、 「再

飼育下の両個体群の状況を考えると、 このような統合的な

導入とその他の保護的移殖に関するガイドライン」 [67]

アプローチは、 日本国内での保護策には不可欠である。

に、 これまでの成功事例が記載されている。 イヌワシに関
しても、 スコットランドやその他の地域での事例について

考察

詳細が報告されている。 保全移殖計画の詳細はこの総説
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イヌワシの研究は国内外で盛んに行われてきたが、 日本

の個体数減少や現状の改善方法については課題が残って

ればイヌワシの短期的な個体数回復に貢献するはずであ

いる。 一つのアプローチでの解決は困難で、 学際的な研

る。

究が応用的な保護の枠組みの中で統合されることによって

個体数の中期的な回復には、 栄養不足や病気、 環境

達成されるのである。 この総説は、 ニホンイヌワシの保護

汚染がもたらすリスク評価を通じて、 イヌワシの全体的な

の取り組みを連携させる第一歩であり、 実践的な解決方

健康状態を改善する必要がある。具体的な案として、スコッ

策と注目すべき研究課題を明確にすることを目的としてい

トランドで使用されているような獣医学的手法を確立 ・ 実

る。 専門家が集まって保護における現状の問題点を議論

施し、 現在北海道で猛禽類を対象に行われている分析を

する過程は重要であり、 この総説でまとめられた議論が効

より広範囲で行うことなどが挙げられる。

果的に検討されれば、 ニホンイヌワシの保護策を策定する
ために有益な基盤になると考えられる。

個体群の長期的な存続を保障するためには、 遺伝的多
様性を維持し、近交弱勢および異系交配弱勢 （遠交弱勢）
のリスクを抑える必要がある。 そのためには、 今後ニホン

個体数減少の理由

イヌワシとその他の亜種の研究を進め、 より具体的な方策

繁殖成功率の低下や、 個体数の継続的な減少には、 複

を検討する必要がある。 特に、 国内各地の試料数を増や

数の要因が組み合わさっているようである。 獲物動物の

すことが鍵となる。 長期的かつ持続的な保護策を実施す

量が低下し、 栄養価の高い哺乳類から爬虫類など （7）

るためには、 分布域全体で PVA 解析を行う必要があり、

への食性の変化を余儀なくされ、 栄養摂取量が不足して

そこには遺伝情報や国内の個体群のより正確な生活史の

いることが直接的な原因として考えられる。 これらの要因

情報が組み込まれるべきである。

は、繁殖期である冬の大量の積雪や、土地利用の変化 （森
林の高密度化、 農業の集約化） による適切な狩場の減少

生息域内 ・ 域外保全方策の一体化

と関連することが調査で明らかになっている。 獣医学的観

飼育個体群は、 種全体の個体数を維持するために欠か

点からは、 北海道では鉛中毒が深刻な問題となっている

せない存在であるとともに、 イヌワシの繁殖生物学、 遺伝

証拠があり、 他の地域も含め、 より広範な分析が必要で

学、 健康、 行動に関する貴重な研究対象でもある。 これ

ある。 遺伝解析の結果、 ニホンイヌワシの個体群の遺伝

まで、 動物園での繁殖の成功によって多くのヒナが生まれ

的多様性は、 過去も現在も十分な水準を保持しているこ

ているが、 現在の繁殖状況のままでは次世代には近親交

とが示唆され、 顕著な個体数減少の一因ではなさそうで

配や遺伝的多様性が失われる恐れがあり、 現在の繁殖世

ある。 しかし、 さらなる個体数の減少に伴い、 遺伝的多

代が元気なうちに対処する必要がある。 野生下と飼育下

様性は急速に失われる可能性が高く、 近親交配が個体の

のイヌワシの積極的で統合的な保護は、 両方の個体群が

適応度に悪影響を与えかねない。

直面している課題に対する解決策になりうるため、 生息域
内と域外保全の連携は強く推奨されている。 具体的には、

持続的な個体群保護のための要件

獣医師による診断と健康状態の継続的なモニタリング、 遺

野生のイヌワシ個体群を持続的に保護するには、 上記

伝的多様性に関する研究、 一体化された個体群 （野生と

のような個体数減少の原因に対処しなければならない。 個

飼育） の長期的な個体群存続可能性分析 （PVA） のモ

体の生存と繁殖の成功といった短期的な課題については、

デル化、 および適切な野生復帰地点の選定などを、 生息

獲物の入手可能量および営巣環境の確保を広く実施し、

域内 ・ 域外保全の関係者が連携して行っていくことが期

幼鳥の生存を保障する必要がある。 給餌、 巣の修復、 巣

待される。

のモニタリング （先端技術の利用も検討）、 生息環境の管
理など、 多くの保護策がすでに検討されているか、 または

ニホンイヌワシの保護への提言のまとめ （表 1）

この総説で提案されており、 これらを十分な規模で実施す

− 14 −

この総説では、 ニホンイヌワシの保護に関する主な課題

と、 野生下および飼育下でイヌワシを保護していく上で重

優先するべきである。

要な科学的知見を紹介した。 これらの情報を集約し、 現

最後に、 国内の動物園は、 JAZA が率いる飼育下繁

在不足している知見を明確にすることで、 将来の研究の

殖を通じて、 イヌワシ保護において重要な役割を果たして

方向性や、 長期的な保護策の立案に必要な情報を提供で

いる。 飼育個体群は、 今後の拡大と長期的な持続性に関

きると考えられる。 イヌワシ保護のさまざまな側面における

する多くの課題に直面している。 一方で、 将来的な野生

現状と、 将来行われるべき研究の概要を表 1 に示す。

復帰に向けた研究と繁殖は、 野生個体群の保護に貢献す

生態学、 獣医学、 遺伝学における知見の不足により、

ることが期待される （表 1）。 したがって、 飼育下繁殖とそ

ニホンイヌワシの持続的な保護策の策定が妨げられてい

の他の保護策の一体化は極めて重要であり、 将来的に支

る。 様々な研究が行われているが、 地域が限定されてい

援されるべき取り組みである。

ることが多く、 決定を下すために必要な詳細な情報が不足

現在の個体数や繁殖の傾向から、 ニホンイヌワシが亜

していることが多い。 これは、 これまで研究試料の少ない

種として今世紀中に絶滅する可能性が高いことが示されて

困難な状況下で、 多くの場合無償で活動してきた研究者

いる。 ニホンイヌワシの絶滅は、 本州の生態系における重

を批判しているわけでは決してない。

要な頂点捕食者としてだけでなく、 文化的象徴としても、

既存の方法で個体群モニタリングを続けるには、 人手

日本にとって大きな損失である。 また、 日本の保護策の欠

不足や巣へのアクセスなどの大きな課題を解決する必要が

陥の象徴にもなるだろう。 さらに、他のイヌワシ亜種を含め、

あるが、これは極めて困難である。 したがって、食性、健康、

種としての長期的な存続を脅かす可能性も高い。 野生の

移動、 遺伝子に関するより広範な情報を得るために新た

イヌワシの個体数の回復には時間がかかるが、 スコットラ

なフィールド調査方法を模索し、 適切な技術 （衛星追跡、

ンドでは、 積極的な保護と長期的な研究に裏打ちされた保

ドローン） を試験的に導入して、 コストを抑えつつ、 保護

護策により、 イヌワシの個体数が増加している。 日本のイ

に必要な情報を最大化する必要がある （表 1）。 まずは、

ヌワシ個体群の絶滅を防ぐためには、 幅広い分野の保護

このような調査の基盤となる個体の健康状態を把握するた

の専門家が協力し、 地域や国レベルで継続的に保護活動

めの獣医学的な手法や食性解析や遺伝解析の新たな研究

を行う必要がある。 本総説では、 既存の科学的知見を集

手法を開発しなければならない。

約し、イヌワシの個体数回復のために必要な情報と専門的・

実験的なデータに加え、 個体群 ・ 生息地存続可能性解
析 （PHVA） は、 イヌワシの適切な生息地と長期的な個

技術的な解決策および、 ニホンイヌワシの将来を保障する
ために必要な応用研究を提案している。

体群存続を予測できるため、 保護策を策定する上で非常
に有用な研究ツールであると考えられる。 PHVA は国際
的にも保護の取り組みに活用されており、 これらの事例を
もとに、 個体群に対する既存のリスクや保護策の結果を予
測し、 検証することが可能であることが実証されている。
モデルに組み込む生物学的 ・ 生態学的な情報が正確で完
全であればあるほど、 PHVA の有用性が高まるため、 こ
れらの分野のさらなる研究が推奨される （表 1）。
列状間伐や巣の修復といった、 イヌワシの生存と繁殖成
功率を直接的に向上させる取り組みは、 国内外の既存の
研究データに基づいている （表 1）。 このような生息環境
の改善を行う上で、 科学的根拠がさらに必要な場合には、
日本各地で検証を行い、 必要な知見を得るための研究を
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保護項目

現在の活動／これまでの研究

今後の予定・必要となる研究

1. 個体数減少の原因解明
生態学

●
●
●
●

全つがいの毎年の営巣地調査（岩手県のみ）
兵庫県での獲物動物の利用調査
スコットランドでの衛星追跡による分散行動
給餌（予備研究）

●

●
●
●

獣医学

●
●

●

遺伝学

●

●

生態系と
生息地の管理

●

ヒナの検診・検死（スコットランド）
毒素・病原体・栄養の調査（北海道、本州の限られた
地域で実施）
死亡個体の死因を随時調べる

野生個体群の遺伝的多様性と近交係数の推定（岩手県）
－ マイクロサテライトマーカーの精度に限界がある
ニホンイヌワシのゲノムは解読済み・配列は利用可能
過去 30 年間の土地利用の変化（パッチ状から鬱閉し
た森林へ）による、ニホンイヌワシの生息地の面積と
質の減少

●
●
●

●

●

個体群情報の更新（年齢層、性別、個体数）
● 全国の営巣地の調査
● ニホンイヌワシの生息アンケート調査（10km メッ
シュで生息地を地図上に表す）
ニホンイヌワシの獲物と食性の調査
日本国内における衛星追跡による分散行動の解明
複数の営巣地での給餌－ドローン給餌も検討
ヒナの検診・検死は日本では実践が困難
毒素・病原体・栄養の調査を本州全域に拡大
低い繁殖成功率の原因究明。巣内の卵殻、糞、ペレッ
トを利用した分析方法を開発する（飼育個体を対照と
して活用）
SNPs を用いて、集団間、亜種間、および可能であれ
ば個体間の近親交配をゲノムワイドで比較・評価する

リモートセンシングと衛星追跡のデータを地図上に可
視化し、生息地の利用可能性と利用状況を調べる

2. 持続可能な保護に必要な条件
生態学

●

他亜種のモデル情報に基づく PVA によると、特定の
野生個体群の絶滅リスク（30%）は高かった

●

●

獣医学

●

遺伝学

●

現時点では、獣医学的な健康調査は保護策に組み込ま
れていない
ニホンイヌワシにおける初歩的な集団の遺伝構造は調
査済み。岩手県以外の試料は限定的。血縁度や近親交
配の進行具合については未だ不明点が多い

●

●

●
●
●

生態系と
生息地の管理

●

列状間伐が試験的に実施され、有用性が実証された

●
●

PVA の個体群の範囲を広げ、改善する。保護策も評価
する
ドローンを用いたモニタリングと羽根試料の採取
健康状態を継続的に把握するための手法を開発し、個
体および集団の健康指標のデータを記録する
野生個体や巣からの DNA 試料採取のための効果的な
手法の開発
● ドローンを用いた羽毛試料採取の実現可能性の調査
を含む
地域適応を調べるための亜種間比較
染色体解析のための不死化細胞株の作製
年齢推定の研究
人工巣の設置
ニホンイヌワシ保護を組み込んだ林業政策の拡大と継
続（例：皆伐など）

3. 野生個体群と飼育個体群の一体化
生態学

●

獣医学

●

飼育個体群の PVA は実施済み

●

飼育下繁殖は動物園の標準的な獣医学的プロトコール
を用いて個体の健康が管理されている

●
●
●

●

遺伝学
生態系と
生息地の管理

●

飼育個体群と野生個体群の遺伝的多様性を比較するに
は試料が限られている
現時点では、生息域内・域外保全の一体化に向けた取
り組みは行われていない

●
●

●

野生復帰を目指した JAZA の飼育下繁殖計画に PVA
の推定を考慮
学際的な分析のための動物園での検体採取手法の開発
飼育下の全個体の健康調査（血液検査を含む）
野生・飼育個体のデータの収集・集約
飼育下の全個体の遺伝解析（血液を用いる）
野生・飼育個体の遺伝情報の収集・集約
野生復帰と保護地点の選定

表 1. 現在進行中または完了したニホンイヌワシにおける研究の概要と今後の活動への提言。活動は、本総説で取り上げた 3 つのテー
マに分類し、それらを生態学、獣医学、遺伝学、生態系・生息地管理に分けた。
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