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南アルプスに生息するニホンカモシカの保全学的研究
―ニホンジカの対策に向けて

カモシカ保全研究会
山田　雄作 1・關　義和 2

Ⅰ．調査目的

　ニホンカモシカ（Capricornis crispus；以下カ

モシカ）は日本固有の偶蹄類であり，その学術

的価値と，個体数の減少から 1955 年に国の特

別天然記念物に指定された．同性間で排他的

な縄張りをもって生活しており（Kishimoto and 

Kawamichi 1996，Ochiai and Susaki 2002），縄張

りは一年を通して行動圏として維持されている

（落合 1983）．この行動圏の大きさはカモシカ

が利用可能な食物等の資源の量や質によって左

右され，カモシカにとって環境が厳しくなるほ

ど行動圏は大きくなり生息密度も低くなるとさ

れている（Ochiai et al. 2010）．そのため，カモ

シカの行動圏の大きさや密度がわかれば，本種

にとっての生息地の質を評価することが可能と

なる． 

近年，いくつかの地域ではカモシカの個体数の

減少がみられており，四国や九州では地域個体

群の絶滅が危惧されている．足尾山地では，二

ホンジカ（Cervus nippon；以下シカ）の個体数

増加により，カモシカが減少したことが報告さ

れている（koganezawa 1999）．しかし，こうし

た報告はまだ少なく，その実態については不明

な点が多いのが現状である．そのため，両者の

関係性を評価することは，今後のカモシカ保全

のためのシカの管理を行う上で重要な知見とな

り得る． 

　本研究では，すでにシカによる植生への影響

が現れ始めている南アルプス地域において，カ

モシカの行動圏と密度を調査することで，カモ

シカの生息地としての質を評価した．さらに，

既存の研究から明らかになっているシカの利用

1: 株式会社野生動物保護管理事務所　2: 日本獣医生命科学大学
2014.11.29 受付　2016.1.25 公開

　南アルプスに生息するニホンカモシカの行動圏と密度を調べ，本地域のカモシカの生息地としての質
を評価した．2012 年 7 月から 2014 年 2 月にかけて，成獣の雌雄各 2 頭を GPS テレメトリーにより行動
追跡した結果，全ての個体においてコアエリア内に林道のり面が含まれており，行動圏の大きさは 91.7
～ 214.7 ha であった．2012 年 11 月に区画法を行った結果，生息密度は 1.1 ～ 1.4 頭 /km2 であった．本地
域のカモシカは他の地域と比較すると，行動圏が大きく低密度であることが明らかとなった．これらの
結果は，本地域はカモシカにとって過酷な環境であることを示している．本地域では，ニホンジカによ
る植生への影響が現れ始めていることや、林道のり面がシカの採食場所としても重要であることが報告
されていることから，カモシカとシカとの資源を巡る競合が生じていると考えられる．今後シカの増加
に伴った植生の衰退が進めば，カモシカにも大きな影響が及ぶことが危惧される．
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場所と，本研究により明らかとなったカモシカ

の利用場所の環境を比較することで，両者の関

係性について評価するとともに，今後のカモシ

カ保全のためのシカの管理について提言を行っ

た．

Ⅱ．調査地

　調査地域は南アルプスの仙丈ヶ岳と甲斐駒ヶ

岳を結ぶ稜線上に位置し，山梨県と長野県が接

する 2,023 m a.s.l. の北沢峠周辺とした（図１）．

調査地域には 1979 年より南アルプス林道が開

通され，車でのアクセスが可能となったが，マ

イカー規制により，許可車両を除く一般車の通

行は禁止されている．春季から秋季にかけては

多くの登山客が訪れる場所である．

Ⅲ．方法

1．捕獲および位置データの取得

　 カ モ シ カ の 捕 獲 に は J.M.SP, DAN-INJECT

製麻酔銃を用い，麻酔薬には塩酸キシラジン

（3.3–3.8 mg/kg）と塩酸ケタミン（3.3–3.8 mg/

kg）の混合薬を使用した．捕獲は，2012 年 7

月から 2013 年 10 月の間に実施した．麻酔に

より不動化した個体には GPS 首輪型発信器

を装着した．用いた機材は，VECTRONIC 製

GPS PLUS 1D（650 g）あるいは FOLLOWIT 製

Tellus 1D（650 g）である．これらは以下，GPS

発信器とする．GPS 発信器の重量はカモシカ

の体重の約 1.2 ～ 2.2 % であった．その他，性

別の記録とともに可能な限り体重や体長の計

測，角輪による年齢推定を実施した．その後，

拮抗剤として塩酸アチパメゾール（0.3–0.4 mg/

kg）を投与し放獣した．

　GPS 発信器の測位間隔は 2 時間に 1 地点と

した．GPS 発信器本体に蓄積された位置デー

タは，受信用のアンテナを搭載した調査車両で

個体に接近し，専用の通信機器を用いて取得し

た．用いた機器は，VECTRONIC 製 Handheld 

Terminal あるいは FOLLOWIT 製 RCD-04 であ

る．データダウンロード作業の頻度は GPS 発

信器が故障やバッテリー切れにより通信不能と

なることを想定し，冬季の閉山期間（12 月か

ら 4 月）を除き毎月実施した．

2．行動圏の解析

　GPS 発信器から得られた位置データは，地

理情報システムを用いて作図した．行動圏

図 1　調査地域
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の 算 出 に は，ArcView10.0 お よ び R2.11.0（R 

Development Core Team 2010） の パ ッ ケ ー ジ

adehabitat を 用 い，2 変 量 正 規 分 布 を 仮 定 し

た 95 % および 50 % 固定カーネル法（Worton 

1989）により算出した．本研究では，50 ％固

定カーネル法により求めた行動圏を集中利用

域（コアエリア）と定義した．また，既存の研

究と比較するために，100 % 最外殻法（Mohr 

1947）を用いて行動圏を算出した．さらに，月

別の詳細な土地利用を把握するため，個体が死

亡した月を除き月別の行動圏を算出した．ただ

し，算出にあたり，行動圏面積が過小評価にな

ることを避けるため 10 日間以下の月を除外し

た．

3．密度調査（区画法）の実施

　カモシカとシカの生息密度を明らかにするた

め，調査対象地域内の 74 ha および 92 ha の 2

区画（図 2）で区画法（Maruyama and Nakama 

1983）による密度調査を実施した．実施に際し

ては，各調査区画を 7 ～ 9 の小区画に分け，各

小区画内を 1 ～ 2 名（延べ人数は 12 名）の調

査員が一斉に踏査し，シカとカモシカの発見に

努めた．いずれかが観察された場合には，発見

した時刻や個体の位置，頭数，性別，体サイズ，

移動ルートなどを記録した．各区画の調査時間

は 2 時間とした．以上の情報に基づき，重複し

てカウントされた個体の除去を行い，1 km2 辺

りの生息密度を算出した．調査時期は落葉に

より視界が良くなり個体の発見率が向上する

2012 年 11 月 3 日から 4 日の秋季に実施した．

Ⅳ．結果と考察

1．捕獲個体と追跡期間

　南アルプス林道付近で成獣のオスとメスがそ

図 2　区画法 ( 密度調査 ) 実施地点

N

図 3 GPS 装着個体の捕獲地点

個体名 捕獲日 体重(kg) データ取得最終日 追跡期間(日)

メス1 2012/7/18 36 2012/12/1 136

オス1 2012/11/12 42.5 2012/12/1 19

オス2 2013/10/29 - 2014/2/14 108

メス2 2013/10/29 38 2013/11/26 28

表 1　捕獲個体の概要と追跡期間
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れぞれ 2 頭捕獲された．以下，それぞれオス 1

～ 2，メス 1 ～ 2 とする（表 1，図 3）．各個体

の追跡期間は 19 ～ 136 日間であった．なお，

オス 2 は GPS 発信器に搭載されたアクティビ

ティーセンサーの結果から，2014 年 2 月 14 日

に死亡している事が確認された．

2.  測位地点と行動圏配置

　全個体の測位地点と 100% 最外郭法による行

動圏配置を図 4 に示した．利用された場所は，

約 1,830 m a.s.l. から 2,600 m a.s.l. と亜高山帯が

中心であった．オス 2 とメス 2 は同一日に近く

で捕獲され，行動圏も大きく重複していたこと

からペアと考えられた．また，メス 1 について

も，一部でオス 2 と行動圏の重複がみられたが，

追跡期間が異なることから 2 個体間の関係は明

らかではない． 

3.　行動圏
1) 100% 最外郭法による行動圏面積

　追跡日数が少ない月も含む全期間の 100% 最

外郭法による行動圏面積は，91.7 ～ 214.7 ha で

あった（表 2）．これまで報告されているカモ

シカの行動圏面積（平均 ± 標準偏差）は，青

森県下北では成獣オスは 16.6 ± 6.2 ha，成獣メ

スは 10.5±3.6 ha，山形県朝日では成獣オスは

図 4　GPS 装着個体の測位地点と 100% 最外郭法行動圏 図 5　GPS 装着個体の 95% 固定カーネル法による行動圏

図 6　GPS 装着個体 50% 固定カーネル法による行動圏
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表 2　100% 最外郭法による各個体の月別・追跡中の全期間の行動圏面積．月別の行動圏は 10 日間以上の追跡ができた個体（2014
年 2 月 14 日に死亡したオス 2 の 2 月分は除く）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
全期間

(10日未満の月を含む)

メス1
52.2
(12.5)

170.9
(35.6)

241
(56.6)

210.1
(46.7)

177.4
(44.1)

163.1
(39.7)

オス1
152.5
(45.5)

152.6
(46)

オス2
245.7
(42)

160.9
(25.8)

124.6
(26.9)

161.7
(21.5)

メス2
171.5
(31.3)

161
(27.3)

個体名
95%(50%)固定カーネル法による行動圏面積(ha)

表 3　95% および 50% 固定カーネル法による各個体の月別・追跡中の全期間の行動圏面積．月別の行動圏は 10 日間以上の追
跡ができた個体（2014 年 2 月 14 日に死亡したオス 2 の 2 月分は除く）

45±15.6 ha，成獣メスは 29.8 ± 13.7 ha，長野県

上高地では成獣オスは 86.8 ± 43.6 ha，成獣メス

は 51.7 ± 43.4 ha であり（Ochiai et al 2010），追

跡期間および季節に違いはあるものの本調査地

域に生息するカモシカの行動圏は他地域と比較

して大きいことが明らかとなった．

2) 固定カーネル法による行動圏

　95 % 固定カーネル法により求めた各個体の

行動圏は，捕獲地点の林道から 2,600 m a.s.l. ま

でを含む形で形成された（図 5）．コアエリア

は，オス 1 ～ 2 とメス 2 では林道のり面に，メ

ス 1 では南アルプス林道と 2,500 m a.s.l. 付近の

2 ヶ所を中心に形成されていた（図 6）．複数の

月にわたって追跡できたメス 1 およびオス 2 に

おいて固定カーネル法による行動圏およびコ

アエリアを月別に求めたところ，メス 1 では 7

月の行動圏が 52.2 ha と最も小さく，9 月の 241 

ha から 11 月の 177.4 ha と秋にかけて大きい傾

向を示した（表 3）．また，7 月のコアエリアは

標高の低い林道周辺を中心に形成されたが（図

7），8 月以降は 2,500 m a.s.l. 付近にも形成され

た（図 8 - 11）．オス 2 では，11 月に 245.7 ha

と最も大きい値を示した後，減少傾向を示し 1

月には 124.6 ha と小さい面積であった．また，

各月においてコアエリアの配置に大きな変化は

みられなかった．

　全個体のコアエリアに林道のり面が含まれて

いたことから，カモシカにとって林道のり面は

重要な環境であることが推測される．南アルプ

スの林道のり面は寒冷地に適する外来種子と在

来種子を混播し，緑化被覆の持続を図ってい

るため（畠山 1979），カモシカにとって好適な

餌場となっている可能性が考えられる．泉山

（2011）によると，こうした林道のり面はシカ

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
全期間

(10日未満の月を含む)

メス1 60.9 81.5 114.8 105.4 103.6 124.9

オス1 91.7 91.7

オス2 206.4 177.0 72.7 214.7

メス2 140.1 145.1

個体名
最外郭法による行動圏面積(ha)
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図 8　GPS 装着個体 ( 個体名メス 1) の 8 月の固定カーネル法により行動圏とコアエリア

の採食場所としても重要であることが示されて

いるため，本地域では食物資源をめぐり，カモ

シカとシカで競合が起きていると考えられた．

今後，シカの増加に伴いこうした採食場所の植

生がさらに衰退すれば，カモシカにも大きな影

響が及ぶことが危惧される． 

4. 生息密度

　各区画においてカモシカとシカがそれぞれ 1

図 7　GPS 装着個体 ( 個体名メス 1) の 7 月の固定カーネル法により行動圏とコアエリア
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図 9　GPS 装着個体 ( 個体名メス 1) の 9 月の固定カーネル法により行動圏とコアエリア

図 10　GPS 装着個体 ( 個体名メス 1) の 10 月の固定カーネル法により行動圏とコアエリア

頭確認された．カモシカとシカの生息密度は，

区画 1 では 1.4 頭 /km2，区画 2 で 1.1 頭 /km2 で

あった． 

　これまでに報告されているカモシカの生息

密度（平均 ± 標準偏差）は，青森県下北では

14.2±2.5 頭 /km2，山形県朝日では 6.1 頭 /km2 で

あり（Ochiai et al 2010），本調査地域に生息す

るカモシカの密度は低いことが明らかとなっ
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た．

　また，長野県（2012）によると，2010 年度

における南アルプス地域のシカ密度は 17.4 頭 /

km2 であり，本調査から得られた 1.1 ～ 1.4 頭 /

km2 というシカの生息密度は地域全体と比較す

ると低密度である．しかしながら，本調査地域

に生息するシカは 1,800 m 以下の山地帯まで移

動して越冬していることが明らかとなっており

（泉山 2011），年間を通じて生息密度に変化が

あるものと考えられるため，秋季のシカ密度だ

けではなく春から夏季にかけて亜高山帯から高

山帯を利用するニホンジカの生息状況を把握す

るとともに，その個体数を抑制することはカモ

シカ保全のために不可欠であると考えられる．

Ⅴ．まとめ

　南アルプスの北沢峠周辺に生息するカモシカ

の行動圏は，他の地域と比較して大きく，生息

密度も低いことが明らかとなった．このことか

ら，カモシカにとって本調査地域の生息地の質

は低いとことが推測される．生息地としての質

が低くカモシカにとって厳しい環境である理由

としては，本地域が亜高山帯から高山帯に位置

する多雪地であるということや， シカの影響に

より既に植生に被害が生じている（中部森林管

理局 2006）ことなどが考えられる．今後，シ

カの個体数が増加し，植生への影響がさらに深

刻化していけば，食物資源の減少によりカモシ

カの生存が困難になる可能性も十分にあり得

る．

　本調査地域ではシカの影響がすでに現れてい

るが，シカが進出してくる以前のカモシカにと

っての生息地の質は不明である．カモシカにと

っての生息地の質は地域によって様々であるた

め，全国的なシカの分布拡大がカモシカへ与え

る影響を把握し，カモシカ個体群の適切な保全

を行うためには，カモシカやシカの個体数動向

について，シカが進出する以前，あるいは低密

度の状態から調査をし，カモシカの適切な生息

数を把握しておく必要がある．またシカによる

図 11　GPS 装着個体 ( 個体名メス 1) の 11 月の固定カーネル法により行動圏とコアエリア
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植生への影響などについて継続的にモニタリン

グしていくことが求められるであろう．

　さらに，本調査結果から林道のり面がカモシ

カにとって重要な環境であることが明らかとな

った．しかし，こうした場所は人工的な環境で

あり，林道を開通させる以前は存在しなかった．

本来であれば，積雪などで厳しい環境でも食物

資源の供給は，林内や森林が天然更新する際に

生じるギャップ，あるいはカモシカが好むガレ

場や林縁が担っていたはずであるため，今後は

カモシカが利用可能な食物資源を供給できる森

林作りも進めていく必要がある．

謝辞
　本研究を遂行するにあたり，千葉県立中央博物館の

落合啓二博士，信州大学先鋭領域融合研究群　山岳科

学研究所の泉山茂之教授には有益なご助言ご指導を賜

った．また，GPS 発信器の装着にあたり，久場兼市氏，

野生動物保護管理事務所の姜　兆文博士，奥村忠誠博

士，杉浦義文研究員は多大なご協力をいただいた．区

画法の実施では，松本宗之氏，野生動物保護管理事務

所の金子文大博士，財団法人自然環境研究センターの

岩城　光氏，環境省日光自然環境事務所の須藤幸喜氏，

麻布大学野生動物学研究室の朝倉源希氏，高田隼人氏，

千葉琴美氏，中村圭太氏，山尾加奈子氏には多大なご

協力をいただいた．ここに記して心より感謝の意を表

します．

文献
中部森林管理局 . 2007. 平成 18 年度南アルプスの保護林

におけるシカ被害調査報告書 . 109 p.

畠山芳也 1979. 南アルプスの森林と修景緑化工 . 緑化工

技術 6: 22–25.

泉山茂之 2011. 南アルプス高山生態系の保全を目的とし

たニホンジカの生態学的研究 . プロナトゥーラフ

ァンド第 20 期助成成果報告書 . 43–50.

Kishimoto, R. and Kawamichi, T. 1996. Territoriality and 

monogamous pairs in a solitary ungulate, the Japanese 

serow, Capricornis crispus. Animal Behaviour 52: 673–

682.

Koganezawa, M. 1999. Changes in the population dynamics 

of Japanese serow and sika deer as a result of 

competitive interactions in the Ashio Mountains, central 

Japan. Biosphere Conservation 2: 35-44.

Maruyama, N. and Nakama, S. 1983. Block count method 

for estimating serow populations. Japanese Journal of 

Ecology 33: 243–251.

Mohr, C.O. 1947. Table of equivalent of North　American 

small mammals. American Midland Naturalist 37: 

223–249.

長野県 2012. 第 3 期特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）

. 55 p.

落合啓二 1983. 脇野沢村九艘泊におけるニホンカモシカ

のなわばり性 . 哺乳動物学雑誌 9: 253–259．

Ochiai, K. and Susaki, K. 2002. Effects of territoriality on 

population density in the Japanese serow （Capricornis 

crispus）. Journal of Mammalogy 83: 964–972.

Ochiai, K., Susaki, K., Mochizuki, T., Okasaka, Y. and 

Yamada, Y. 2010. Relationships among habitat quality, 

home range size, reproductive performance and 

population density: Comparison of three populations of 

the Japanese serow（Capricomis crispus）. Mammal 

study 35: 265–276. 

R Development Core Team 2010. R: A language and 

environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria.

Worton, B. J. 1989. Kernel methods for estimating the 

utilization distribution in home-range studies. Ecology 

70:164–168.



92

We investigated the home ranges and densities of Japanese serows in Southern Alps to assess 

the quality of habitat of this species. Between July 2012 and February 2014, we tracked 4 GPS 

collared individuals (2 adult males and 2 adult females). The home-range sizes for 4 individuals 

were 91.7–214.7 ha and the core areas of all individuals included slopes. The serow densities, 

which were estimated by the block count method in November 2012, were 1.1-1.4 individuals/

km2. The home-range sizes were grater and the densities were lower in this area than those in other 

areas. This result indicates that the present study area is severe environment for Japanese serows. 

In this area, it has been reported that the modification of vegetation by sika deer already became 

significant and that slopes were reported to be important forage places for sika deer, indicating 

that sika deer exert negative effects on Japanese serows by consuming food resources. Therefore, 

the density of Japanese serows may decrease if the extent of the effects of sika deer on vegetation 

becomes larger in the future.
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