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要旨： 群馬県前橋市の赤城山南面において，ライトセンサスによるシカの個体群動態を調査したところ，生息
分布の偏在が起因し異なる個体群増加率（1.42，1.80）を示した．シカの生息が広がりつつある地域では高い増
加率を示す可能性があることがわかった．また，生息分布の拡散速度は年率1.14であった．計画的な捕獲は狭
い地域単位では頭数を減ずる効果がある一方で，隣接地域では増加率を高める可能性も示唆された．
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Abstract： Investigating the trend of population dynamics by spotlight census, from 2009 to 2013. The population 
growth rate was 1.42 and 1.94 by different analyse, that cause by maldistribution．
　A deer diffusion region may have a high growth rate. Rapidity of diffusion of habitat dispersion was 1.14. The effect of 
running the planned deer capture programs has been verified ranch area, however, this could potentially result in high 
growth rate in neighbouring areas.
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はじめに

　全国的にニホンジカ（Cervus nippon：以下「シカ」と標
記する）の分布が拡大しており，農林業被害を始め生物多

様性の劣化などが報告されている．この状況に関する調査

は，1978年（昭和53年）と2003年（平成15年）に環境省に
よって行われ，広域スケールでの分布が拡大傾向であるこ

とが把握されている（環境省，2000）．また，同様の傾向が
あることを筆者らは報告している（坂庭・姉崎，2010）．
　よりローカルスケールでシカの生息動向を把握するた

め，群馬県の県央部に位置する赤城山で，ライトセンサスに

よる調査を67 ヶ月間継続して実施した．その結果をもと
に，シカ分布が急速に拡大している地域における長期的個

体群動態について，新たな知見が得られたので報告する．
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方　　法

　ライトセンサスは手持照明装置（Brinkman Q-Beam Max 
Million III）を用い，移動する車両中（時速10～20㎞/hr）から
ライトを山林や農地に連続投射し，そこで発見されたシカ

の位置及び個体情報を記録した．位置の記録はハンディー

GPS装置（Garmin Oregon 450 Handheld GPS Navigator）に発
見位置をポイント登録し，発見個体数を記録した．なお，個

体の重複カウントを避けるため，1調査では1度のみの観測
とした．また，調査時間が大きく離れ，シカの移動による重

複カウントの可能性を排除するため，隣接地で発見した個

体については，GPS装置で相互の距離を確認し，個体の特
徴，群構成など異なることを確認し，カウントの対象とし

た．同一個体である可能性が排除できない場合は，カウン

トの対象外とした．

　調査場所は群馬県前橋市に位置する赤城山鳥獣保護区及

び東大河原鳥獣保護区を中心に設定し，調査延長距離は

42.5kmとした（図1）．調査は日没後から開始し調査ルート
を固定化することで，各地点での調査経過時間は日没後か

ら概ね一定になるよう配慮した．1回の調査は概ね5時間前
後であった．

　調査期間は2009年1月から2013年12月の5年間であり，毎
月，天気が良好な2日間に行い，霧など悪天候により十分な
調査が行えない場合は予備日を設け補完調査を行った．い

ずれの調査日も42.5kmを調査し記録を行った ．なお，2011

年4月は東日本大震災のため欠測となっている．結果に示
す「調査月」は前月末から調査月初に行った調査をその調

査月として標記した．

　ライトセンサスにより得たそれぞれのデータの分析は，

目視された座標（経緯度）を第3次標準地域メッシュ（約
1km×1km）に分割したのち，更に4分割した2分の1地域メッ
シュ（約500m×500m）にコード変換し統計分析の対象とし
た．なお，測地系は世界測地系を用いている．

　調査結果の分析には，次の3つの方法によりシカの増加
率を比較した．

　手法A：全体の目撃頭数から，個体群の増加率（頭数，
地点数）を分析した．

図1．調査地域．

表1．地域グループ名と対応メッシュ番号．

▲
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　手法B：目撃頭数を3次地域メッシュごとに割り当て，メッ
シュごとの個体群増加率として分析した．また，目撃地点を2
分の1地域メッシュごとに割り当て，拡散速度を分析した．
　手法C：特徴ある場所をひとつの集団（以下，地域グルー
プとする）として扱い，その増加率について評価した（表1）．
それぞれの地域グループは標高，植生，利用形態，捕獲な

どの人為操作が異なる場所を選択した（図1，表2）．
　なお，手法A，Bにおいて，強い捕獲バイアスがかかった
2つの3次地域メッシュ（5439-61-53：白樺牧場，5439-61-54：
スキー場）を除いた増加率についても評価した．

結　　果

　5年間の調査で，延べ2,813地点で10,533頭のシカを目撃
した（表3，表4）．
　手法Aによる方法にて分析したところ，シカの目撃地点
数，目撃頭数は直線的な増加傾向を示し，5年間の平均増加
頭数は 408頭/2日調査/年（204頭/年）ずつ増加し，目撃地点
数は毎年128地点/2日調査/年（64地点/年）ずつ増加してした
（図2）．目撃頭数から個体群の増加率は1.25となり年率
25％増加していた．また，目撃地点数は1.32で年率32％増
加していた．個体数の増加においてR2＝0.982，目撃地点

表3．調査地域全体の月別発見地点数． 表4．調査地域全体の月別発見頭数．

表2．地域グループの特徴と人為操作内容．
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数においてR2＝0.9818 と直線回帰線と高い相関を示した．
5年間の調査期間内に，目撃頭数は2.4倍，目撃地点数は3.0倍
に増加していた．強い捕獲バイアスがかかっている2つの
地域を除いた場合の増加率は1.42であった（図10・全体Ｂ）．
　手法Bによる分析では分析可能メッシュ（5年間連続出
没）は調査対象の34メッシュ中22メッシュとなり，そのう
ち，2メッシュ（5439-61-53：白樺牧場，5439-61-54：スキー
場）を除いた20メッシュについて分析した．5年間の平均し
た増加率は0.97～3.12の範囲に分散し，その平均増加率は
1.80であった（表5）．また，2分の1地域メッシュによる拡散
速度は1.14となり，5年間の調査期間中にその面積は1.71倍
になった（表6）．
　手法Cによる方法では，地域グループごとにシカの目撃
頭数の動向を分析した．

・白樺牧場

　目撃地点数は2010年以降安定的であるが，2013年にかけ
目撃頭数は大きく減少した（図3）．それに伴い群サイズも
減少し，年ごとの増加率は0.6～1.3であり，平均増加率は
1.01であった．調査をはじめた2009年から11.8％減少し，
2012年と2013年を比較すると目撃頭数は1/2以下となった．
なお，捕獲頭数は前年の最大目撃頭数割合で56.0～113.8％
（平均：82.0％）となっていた（表7）．
・スキー場

　目撃地点数は2011年まで急速に増加していたが，2012，
2013年にかけ緩やかに減少した（図4）．群サイズは2010年
をピークに減少していた．年ごとの増加率は1.0～2.2であ
り，平均増加率は1.40であった．
・赤芝牧場

　目撃頭数は年々増加し，2012年以降急速に増加してい
た．それに伴い群サイズも大きくなっていた（図5）．年ご
との増加率は1.2～2.1であり，平均増加率は1.52であった．
2012年と2013年を比較すると約2倍の目撃頭数が確認され，
指数的な増加傾向を示した．

・中間部

　2009年から2011年にかけ大きく目撃頭数が増加したが，
2011年から2012年にかけ一時的に個体数が減少した．目撃
地点数は直線的な増加を示し，その関係から群サイズは

2010年以降減少傾向を示した（図6）．年ごとの増加率は0.9
～3.2であり，平均増加率は1.73であった．
・西大河原

　目撃頭数，目撃地点数も全体的に増加傾向を示した．群

サイズは1.0～2.0と少なかった（図7）．年ごとの増加率は
0.8～4.3であり，平均増加率は1.95であった．2010年から
2011年にかけ一時的に個体数が減少した． 
・厚生団地

　目撃頭数は2009年から急速に増加した．目撃地点数も
2011年にかけ急速に増加した（図8）．年ごとの増加率は1.1
～5.2であり，平均増加率は3.04であった．

表7．年別最大目撃頭数と捕獲頭数．

図2．調査場所全体での目撃頭数と目撃地点数．

表5．3次地域メッシュごとの増加率及び頻度分布．

表6．2分の1地域メッシュごとの発見メッシュ数の推移．
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・ゴルフ場

　2009年から急速に目撃頭数，目撃地点数が増加してい
る．目撃地点数の増加は直線的な増加であった（図9）．目
視調査面積が小さいことから，総目撃頭数は少ないものの

目撃地点数，目撃頭数も増加しており，ゴルフ場内でシカ

定着利用が増加していることが確認された．年ごとの増加

率は0.9～8.0であり，平均増加率は3.2であった． 
　地域グループ毎の平均値，最大値，最小値，標準誤差を

示す（図10）．全体Aは調査地域全体の年別の目撃頭数から
増加率．全体Ｂは捕獲バイアスがかかっていた白樺牧場，

スキー場を除いた個体群の増加率を示す．もっとも増加率

図3．白樺牧場での目撃頭数と目撃地点数． 図6．中間部での目撃頭数と目撃地点数．

図5．赤芝牧場での目撃頭数と目撃地点数．

図4．スキー場での目撃頭数と目撃地点数．

図7．西大河原での目撃頭数と目撃地点数．

［註］

　図3, 4, 5, 6, 7, 8, 9の凡例
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が低かったのは，白樺牧場の1.01で1％の増加率であり，白
樺牧場に隣接する厚生団地は3.04の増加率となっていた．

考　　察

　シカ類の増加による問題が各地で発生しており，その個

体群動態を知ることは，今後の対策を立案するうえで必須

の基礎情報となる． 
　本研究で用いたスポットライトセンサスについて， 
Uno et al.（2006）は，ニホンジカの相対密度指標として，推定
誤差が最も少なく有用な指標であることを報告している．

本研究はその手法を用いながら，霧等の発生による悪天候

日を避けるなど，計画的かつ長期間のデータ収集を行って

きたことから，信頼のおける結果が得られたと考える．

　手法Aによる増加率を検討したところ，捕獲バイアスを
考慮した調査地域全体の個体群増加率は1.42であった．今
回の調査地域である赤城山南面は，日光・利根地域個体群

の南限にあたり近年その分布域が急速に拡大している地域

である（坂庭ほか，2010）．このような地域において，個体
群動向を正確に把握した報告はなく，今回得られた年率

1.42は，シカ対策を進めるうえで重要な基礎データのひと
つと言える． 
　手法Bによる小スケールの分析である3次地域メッシュ
毎の増加率を見ると，手法Aより更に高い増加率を示す
メッシュが数多くあることが確認された（表5）．平均増加
率は1.80となり，手法Aによる増加率より著しく高い結果

となった．これはシカの分布特性によるもので，シカの生

息分布は調査地域全体に均等に分布しておらず，特定の場

所の利用頻度が高い偏在性を有している．シカの生息適地

ではより多くのシカが集まることは良く知られており，そ

のような場所での増加率を示す結果となった．また，生息

分布の拡大は2分の1地域メッシュ単位で毎年14％ずつ分布
が拡大しており，急速な分布拡大はシカの移動性によるも

のである（表6）．年率14％の分布拡散は5年間で2倍の面積
に拡大する速度であり，シカ対策を困難にする大きな要因

であることが指摘できる．

　増加率は単なる繁殖のみに依存したものでなく，他地域

から流入も考慮すべきもので，開放系の調査地における小

スケールの分析では，その偏在性と移動性が個体群の増加

率に大きく影響することを示した結果となった．

　この考え方をもととし，特徴ある場所をひとつの集団と

して扱う手法Cによる分析を行った．
　赤芝牧場においては2000年頃から散発的な目撃情報あっ
た．2012年から2013年にかけて目撃頭数が指数的に増加を
はじめ，増加率2.14となり（図5），栄養価の高い良好な餌
資源地ではシカの偏在性がより増強され，近隣からの移動

により群サイズを大きくする原因ともなっている．指数的

増加の後は，周辺地へ拡散させる可能性があり，特に注意

を要する現象と指摘できる．

　西大河原地域（図7）では，目撃頭数，目撃地点数ともに
増加しているが，群サイズ（平均1.64）が小さい特徴がある．
この地域は，拡散初期であることに加え農地周辺の包囲的

図9．ゴルフ場での目撃頭数と目撃地点数．図8．厚生団地での目撃頭数と目撃地点数．
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な侵入防止柵の設置や農地の個別電気柵の設置により，大

きな群れでの利用にいたっていない状況がその要因考えら

れる．シカが集中利用できない対策（＝農業被害防止対策）

は，偏在性を強めさせないためにも，有効である可能性を

指摘できる．

　ゴルフ場（図9）は7地域グループの中で元も高い増加率
を示した．捕獲バイアスなどのかからない場所で餌場とし

て利用可能なゴルフ場はシカにとって良好な餌場であり，

小さな群サイズがゴルフ場全体を薄く広く利用しているこ

とによるものと推測された．今後，群サイズの増加がみら

れる場合は，個体数が急速する前兆的な現象となることか

ら，注意を要するステージにある場所と言える．

　中間部（図6）は，鳥獣保護区の中心に位置しシカが集中
的に利用可能な草地もないことから，強い偏在性を示さな

い場所である．そのため，分散的な利用が主となる地域で

あることから，小さな群サイズが点々と増加するパターン

を示していた． 
　それぞれの地域グループはその地域の特徴に合わせた増

加パターンを持っており，赤芝牧場ではシカが移動定着

し，一定期間をおいて群サイズが大きくなり，高い増加率

に転じる現象が確認された．その一方で，餌場として利用

可能な草地がない中間部では，小さな群サイズのグループ

が点々と目撃地点数を増加させながら個体数が増加するパ

ターンを示した．シカの増加傾向を把握するうえで，地域

特性による偏在性と移動性，定着からの経過時間などを理

解しておくことは，その後のシカ対策において必要な情報

と言える．

　シカの増加率については，従来からいくつかの報告があ

る．エゾジカの個体群動態の研究から，松田らはその増加

率を16～21％と報告している（Matsuda et al., 2002）．環境
省の特定哺乳類生息動向調査の個体数推定においては，ニ

ホンジカの自然増加率を1.196としている（環境省生物多様
性センター，2011）．上野らは複数の研究者の発表から，個
体群の成長率は30％である可能性を報告している（上野ほ
か，2011）．今回，手法Aによる全体増加率は42％であり，
手法Bによるメッシュ毎の増加率は80％であった．増加率
は地域や状況によって大きく変わるこが指摘でき，それぞ

れの増加率は，一般化した数値ではなく地域ごとに検討さ

れるべきである．

　これらのことを考慮したシカ対策として，散発的な目撃

が始まった小さな群サイズの段階では適切な環境改善によ

りシカが住みにくい環境づくりを行い，その後の群サイズ

の増加段階では個体群増加のモニタリングと早期に有効な

捕獲対策の必要である．

　シカの生息域が拡大し続けている現状において，シカの

適正管理が求められている．広域（県単位）でのシカの生

息密度調査から，全体の生息頭数を推定するため環境省で

推奨する自然増加率1.196を元に捕獲目標頭数を算出する
場合が多いが，有効な対策のためには，小スケールでの評

価により捕獲目標の設定を行うことで早期に個体数抑制効

図10．各地域グループの増加率の比較．
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果を期待できる．その場合，今回得られた増加率である年

率1.42や偏在性を考慮した年率1.80，特に強い偏在性を示
す牧場での2.14など，対策すべきスケールとシカの偏在性，
移動性，定着からの経過時間などを考慮した捕獲目標の設

定が必要であることを本研究から指摘できる．

　白樺牧場では2012年以降（図3）とスキー場ではでは2011
年以降（図4）に目撃頭数，群サイズが減少に転じた．これ
は白樺牧場とスキー場において2010年以降に本格的な捕獲
事業をスタートしたことによるもので，捕獲対策が有効に

働いた結果である（群馬県自然環境課，2011）．しかし，隣
接地域の厚生団地では急速に目撃頭数が増加しており（図

10），白樺牧場とスキー場で行った捕獲の効果は隣接地ま
で遡及することはなく，逆に増加率を高めている可能性も

示唆された．

　GPS首輪を用いたシカの行動圏調査でも，定住傾向ある
シカの行動圏は狭く，石塚は調査した2頭のメスの行動圏
は6.3ha,43.7haであったと報告している（石塚，2007）．特定
のエリアに 定住したシカ対策においてはライトセンサス
によりその地域の生息状況を確認し，最大目視頭数をもと

にした捕獲目標頭数を設定し，隣接地への移動も考慮しな

がら小スケール+中スケールの計画的な戦略づくりが短期
間で有効な捕獲効果が得られる可能性があることを指摘で

きる．

　ライトセンサスにより対策地（小スケール）の前年最大

目撃頭数をそのまま次年の捕獲目標値とする考え方は，小

スケール毎に増加率が大きく異なるシカ対策において，現

実的な捕獲目標の設定方法として利用可能な技術と考えら

れる．白樺牧場において，2010年以降に捕獲圧の強い捕獲
事業をスタートしたことによりその個体数が大きく減少し

てきた．ここで捕獲された個体数は，前年の最大目撃頭数

割合で56.0～113.8％（平均：82.0％）であり，短期間で個
体数抑制効果が確認されたことからも，この捕獲目標の設

定が有効である可能性が指摘できる（表7）．
　正確な評価のためには長期かつ詳細な個体群モニタリン

グと捕獲データの収集・分析を行う必要があるが，シカの

捕獲対策が急がれる今日において，簡易な管理目標設定方

法のひとつとして提案したい．
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