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千葉県におけるキョンの体重と繁殖状況
－2008～2012年度 県試料回収事業のまとめ－
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キョン（Muntiacus reevesi）は，中国南

１ 捕獲試料の回収方法

東部および台湾の熱帯～亜熱帯の森林に生

2008～2011年1～3月に千葉県により実施

息するシカ科の小型の草食獣である(Sheng

された「ニホンジカ・キョンの生態調査に

et al. 1992)．日本において，キョンは千葉

係る試料回収事業」として，「外来種緊急

県房総半島と東京都伊豆大島で野生化して

特別対策事業（キョン）」ならびに同時期

いる外来生物で，千葉県内では勝浦市に

に市町村が実施している有害獣捕獲事業で

あった私立観光施設（2001年閉園）が侵入

の捕獲個体について試料の回収を行った．

源であり，侵入時期は聞き取り情報から

捕獲従事者が捕獲後，市原市にある千葉県

1960年代から1980年代終わりまでの間であ

射撃場へ運搬し，委託業者である株式会社

ると推定されている（浅田ら 2000）．近

野生動物保護管理事務所が解剖，分析を

年，県内において個体数増加と分布拡大に

行った．

伴う農作物被害が増加している（浅田ら
2000, 浅田 2011a; 2011b）．また，自然生

２ 捕獲個体の分析方法

態系へも影響(Pollard and Cook 1994; Cooke

回収した個体は週齢・年齢について，

and Lakhani 1996; Cooke 1997)を及ぼすこ

Chapman et al.(1985)，Sheng(1992) に 従

とから，キョンは外来生物法により，特定

い，歯の萌出・磨耗状態で判定し，以下の

外来生物に指定されており，千葉県では

ように，栄養状態の指標となる体重，脂肪

2008（平成20）年に千葉県キョン防除実施

蓄積量について計測・分析を行った．

計画を策定し，防除を実施している．この

体重は100ｇ単位のバネばかりで計測し

防除実施計画の中で，生息状況のモニタリ

た．推定した週齢と体重から，性別に成長

ングを実施し，その結果をその後の事業に

曲 線 の 推 定 を 行 っ た．推 定 は，次 の von

適切に反映していくこととしている．そこ

Bertalanffy式を用いて，ベイズ推定法によ

で，2008～2012年度に千葉県が実施した

りパラメータ推定を行った：

「ニホンジカ・キョンの生態調査に係る試
料回収事業」における回収個体の分析を集
ただし，xは週齢を，yは体重を，Aは漸近

計した．

体重（成獣体重として扱う）を，Kは週当
たり成長率係数を，Iは変曲点の週齢を示
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す． 3本の連鎖についてマルコフ連鎖モン

表１

テカルロ法計算を100万回行い，前半50万

千葉県のキョンの体重の成長曲線式の係数の推
定値
成長曲線式は次のvon Bertalanffy式を用いた．

回を切り捨て，残りについて500個ごとに
１つ抽出し，計3000の事後分布を得た．事

ただし，xは週齢を，yは体重(kg)を示す．

後分布の中央値，50%および95%信用区間

事後分布の分位点

値 を 推 定 結 果 と し た．計 算 は R（URL ：
http://www.r-project.org/; 2013年6月2日版）

オス

およびWinBUGS (Lunn et al. 2000)を用いて
行った．事後分布の収束状況は事後分布の

メス

時 系 列 プ ロ ッ ト の 目 視 に よ る 判 定 と，
Gelman-Rubin統計量(R-hat)を併用して診

係数

2.5%

25.0%

50.0%

75.0%

97.5%

A

9.34

9.54

9.64

9.73

9.96

I

1.61

3.05

3.84

5.23

6.86

K

0.04

0.05

0.05

0.06

0.07

A

8.63

8.82

8.92

9.03

9.30

I
K

-8.14
0.03

-3.66
0.04

-1.75
0.04

0.01
0.05

2.95
0.05

断 し た（計 算 方 法 は，マ ッ カ ー シ ー

た，成長率(K)には大きな性差は見られな

(2007)，古 谷 (2010) な ど を 参 照）．

かった．

Gelman-Rubin 統 計 量 (R-hat) は 1.1 未 満 と

メスの繁殖開始齢などの初期成長につい

なっているときに，連鎖が定常状態に収束

て検討するため，100週齢までの個体につ

していると判断した．

いて，妊娠の有無別に図示した（図2）．

各地域の繁殖率の指標とするため，捕獲

これによると，15.5週齢で体重が10.1kgの

個体の胎児の有無に基づき，妊娠率を計算

個体をはずれ値として扱うと，25.5週齢以

した．また，回収個体の推定週齢と捕獲日

上で，かつ体重が6kg以上のメスが妊娠で

から，出生日を推定した．また，捕獲個体

きることがわかった．

の性年齢構成比と齢別妊娠率から千葉県環
境生活部自然保護課ほか（2008）の手法に

妊娠率

従い，個体群増加率の推定を行った．

捕獲されたメスについて，齢階級別に妊
娠率を集計すると，0.5才までが8.1%，0.5

結

果 と

才 ～ 1 才 が 37.8%，1 才 が 70.9%，2 才 が

考 察

2008～2012年度までに回収分析を行った
個体はオス499頭，メス366頭の合計865頭
であった．
体重
性別にvon Bertalanffy式のパラメータに
ついて推定した結果，時系列プロットの目
視により収束が確認でき，R-hatはすべて
の係数で1.1未満となっており，事後分布
は適切に抽出されていたと判断された．
成獣体重は事後分布中央値でオス9.6kg,
メス8.9kgとなり,オスのほうが1.08倍大き

図１

かった（表 1，図1）．成長曲線の変曲点
(I)の週齢はオスでは3.8週だったが，メス
はほぼ出生時にあることがわかった．ま
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千葉県におけるキョンの成長曲線
2008～2012年度に実施されたキョンの試料回収
事業における捕獲個体について示した．図中の
曲線はベイズ法により推定したvon Bertalanffy式
をしめす（実線: 中央値，灰色域: 50％信用区間
値，点線: 95％信用区間値）．

キョンの体重と繁殖状況

68.5%であった．0.5才までの妊娠個体は上

表２

述したように体重から考えると，年齢査定

千葉県のキョンにおけるメスの構成比率と齢階
別妊娠率に基づく個体数増加率推定
～2007年度
推定値*

の誤判定によるはずれ値である可能性があ
る．

０才（0.5才以上）メスの構成比率(%) (a)

7.5

8.2

25.0

37.8

1.9

3.1

7.9

16.7

59.1

70.9

4.7

11.8

2才以上のメスの構成比率(%) (e)

29.0

21.2

2才以上のメスの妊娠率(%) (f)

77.6

68.5

22.5

14.5

29.0

29.5

０才（0.5才以上）メスの妊娠率(%) (b)
a×b/100

出生期間
捕獲個体の推定週齢から出生期間を逆算
すると，図3のようになり，年間を通じて
出生する個体があるものの，5月～10月に
出生ピークがあることがわかった．これま

2008～2012
年度

1才メスの構成比率(%) (c)
1才メスの妊娠率(%) (d)
c×d/100

で千葉県環境生活部自然保護課・房総のシ

e×f/100

カ調査会（2007）は1992～2006年度のデー

個体数増加率(%) (ab+cd+ef)/100

タに基づき，今回と同様の推定方法で出生

* 千葉県ほか（2008）より

期間を推定しており，ほとんど同じ状況で

ついて，これまで千葉県環境生活部自然保

あったことがわかっている．

護課ほか（2008）は捕獲個体の構成比率と
妊娠率に基づく推定を行っており，2～3月

個体群増加率

の妊娠率に基づく増加率を29.0%としてい

千葉県におけるキョンの個体群増加率に

る．さらに，2～3月の調査では検出できな
い時期の出生も考慮すると，年間で35.6％
となる．この手法を用い，2008～2012年度
の捕獲個体について推定すると（表2），2
～3月の妊娠率ベースでは29.5%，年間で
は34.0%と推定され，ほぼ同様の値となっ
た.
一 方，浅 田 ほ か（印 刷 中）は，2006 ～
2011年度の糞粒調査結果や捕獲数に基づ
き，階層ベイズ法を用いてユニット別の生
息密度と個体群増加率を推定している．こ

図２ 千葉県のキョンのメスの週齢と体重の関係
2008～2012年度の1～3月に捕獲された個体につ
いて示した．図中の○は非妊娠個体を，●は妊
娠個体を示す．

れによると，ユニット別個体群増加率（事
後分布の中央値）を市町村ごとの平均値に
集計すると，勝浦市29.7%，鴨川市30.9%,
い す み 市 30.2％，大 多 喜 町 28.8% で あ っ
た．この値はほぼ2～3月妊娠率ベースでの
計算結果と一致しており，2～3月以外の妊
娠を考慮すると，過大評価となる．
千葉県環境生活部自然保護課ほか
（2008）は個体群増加率の計算の際，自然
死亡については考慮していない．しかし，
イギリスに導入されたキョンではこれま

図３ 千葉県のキョンにおける推定出生月.
推定は，2008～2012年度の捕獲個体の推定週齢
と捕獲日から行った．

で，出生前後の高い死亡率が知られてお
り，周 産 期 死 亡 率 は 19%（Chapman
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1993），生後2ヶ月齢までの死亡率が47%

査）報告書．88pp．

（Harris et al. 1995）と無視できない位大き

千葉県環境生活部自然保護課・千葉県立中

い．このことと,ベイズ法推定増加率と妊

央博物館・房総のシカ調査会 2008．

娠率ベースの推定増加率の差を考えると，

平成19年度外来種緊急特別対策事業

千葉県内のキョン個体群においても，出生

（キョンの生息状況等調査）報告書．

前後の周産期死亡がある程度大きい可能性

73pp．
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