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群馬県赤城山におけるニホンジカの食性の季節変化
姉崎智子
群馬県立自然史博物館

〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩1674-1

（anezaki@gmnh.pref.gunma.jp）

要旨：群馬県に生息するシカの食性を明らかにするために，群馬県赤城山鳥獣保護区において捕獲されたシカ
458体を対象に食性分析を行った．その結果，標高約1,400mおよび標高約1,200mで捕獲されたシカの食性は，
いずれのエリアも春から秋にかけて草本類とグラミノイドを多く利用し，秋から春にかけてはグラミノイドと
広葉樹の枯葉，堅果類，液果類を多く利用していることが明らかとなった．しかし，草本の占める割合が標高
1,200m付近では有意に少ないことも示された．また，冬季にササの割合が増加することから，常緑であるササ
が越冬期のシカにとって重要な食物となっていることが示唆された．これらのことから，シカの食性は周囲の
食物環境を反映しており，また，季節的に採食可能な食物環境を反映している可能性を指摘した．

The seasonal change in the rumen contents of sika deer Cervus nippon from Akagi
Mountain, Gunma Prefecture
ANEZAKI Tomoko
Gunma Museum of Natural History: 1674-1 Kamikuroiwa, Tomioka, Gunnma, Japan 370-2345
（anezaki@gmnh.pref.gunma.jp）
Abstract： We analyzed the rumen contents of sika deer (Cervus nippon) to investigate the food habits of sika deer
from different altitudes on Akagi Mountain, Gunma, Japan. The diet varied seasonally and was different between the deer
captured at different altitudes of 1,400m and 1,200m regions. The deer were consuming graminoids and herbaceous plants
throughout the year, especially bamboo grass. The percentage of nuts and fruits increased from autumn to winter. The
deer from altitude 1,200m region were more dependent on bamboo and graminoids compared to the ones from altitude
1,400m region. It is assumed that the diet of deers reﬂects the diversity of food resources available in the region as well as
seasonal variations.

はじめに

が異なる傾向が指摘されている（Takatsuki, 1989, 1990）．
群馬県のシカについても生息地域の植生を反映した食性

ニホンジカ Cervus nippon（以下，シカとする）の食性分

を示すことが予測されることから，本研究は，群馬県赤城

析は，Takatsuki（1978）をはじめ，30年以上にわたって全

山におけるシカの食性について明らかにすることを目的と

国各地で実施されてきた（Takatsuki, 1980, 1983, 1986, 1988,

した．

1989, 1990, 2003; Asada and Ochiai, 1996; Yokoyama et al.,
2000; Campos-Zrceiz and Takatsuki, 2005; Takatsuki and Ueda,
2007; Kitamura et al., 2010; 金城・山崎, 2011; Takahashi et al.

資料と方法

2013など）．その結果，北日本ではササやイネ科などを採

今回分析の対象とするのは，群馬県赤城山の鳥獣保護区

食するグレイザー，南西日本では常緑樹の葉や果実を採食

内（図1）において2009年度から2013年度に捕獲されたシ

するブラウザーであり（Takatsuki, 2009）
，食性の垂直分布

カ458体である（表1）．これには，標高約1,400mの白樺牧

では，同じ地域に生息するシカでも山地ではササが多く，

場周辺と，標高約1,200mの箕輪周辺で捕獲された個体が含

低地ではそのほかの植物を採食するなど標高によって食性

まれる．各エリアで捕獲された年齢グループは表2に示し
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たとおりである．食性については，第1胃から採取した胃
内容物を1mmメッシュのふるいで流水洗浄した後，ポイ
ントフレーム法（e.g. Chamrad and Box, 1964; Harker et al.,
1964; Gwynne and Bell, 1968; Leader-Williams et al., 1981; 高
槻ほか, 1986;（財）自然環境研究センター , 2008）を用いて，
各食物カテゴリーの割合を算出した．また，出現した植物
については可能なかぎり種同定を行った．

結果
白樺牧場周辺で捕獲されたシカの食性をみると（図2），
全体的にはササ以外のグラミノイドが多い傾向が認められ
るが，ササに注目すると，ササは4月から6月にかけて多く，
8月に減少し，9月から2月にかけて増加することが示された．
また，草本やシダは4月から10月にかけて，種子類は10月か
図１．群馬県赤城山のシカ捕獲エリア位置図．
標
 高 1,400m 付近：白樺牧場周辺，標高 1,200m 付近：箕輪周辺．


（出典


国土地図）

ら12月にかけて，木本組織は11月，3月に比較的認められる
ことが明らかとなった．年度別にみると（表2）
，2009年度
はササの出現が56%，52%に対して，グラミノイド（ササ
以外）は6%，5%と少ない傾向が認められた．2010年度は，
4月，5月，6月，7月はササの出現が43% ～ 90%と高く，8
月，9月，10月，11月になるとグラミノイドの出現が38%
～ 87%と多い傾向が認められた．堅果類が9月，10月，11
月，12月に12% ～ 51%と多く，10月，12月に液果種子が
5%，7%確認され，これらにはブドウ属，マタタビ属が認
められた．2011年度は，4月，5月，6月，9月にグラミノイ
ド が48% ～ 82%と 多 く，7月，8月，10月，11月，12月，3
月にササが13% ～ 44%を占め，なかでも12月はササが44%

表１．本研究で分析した群馬県赤城山のシカ個体数．

と多い傾向がみとめられた．9月以降には，落葉広葉樹や，
広葉樹の枯葉，針葉樹などが認められた．5月，7月，3月
に樹皮が認められた．また，量的には1% ～ 6%と少ない
ものの，9月，10月，11月に液果種子が認められ，これら
にはブドウ属，マタタビ属の種子が確認された．2012年度
は4月から11月にかけてグラミノイドの出現が52% ～ 92%
と高く，ササは12月，1月，2月，3月に29% ～ 49%と，若
干の増加が認められた．堅果類は10月，液果種子は4月お
よび10月に確認されたのみであった．2013年度はグラミノ
イドの検出が，11月を除いて53%以上と高い傾向が認めら
れた．堅果類は9月，10月，液果種子は9月，11月に認めら
れた．
一方，
箕輪周辺で捕獲されたシカの食性をみると（図3）
，

表２．本研究で分析した群馬県赤城山のシカの年齢グループ．
下顎骨が回収された個体について大泰司 (1980) に基づき年齢
査定を行った．
萠出ステージの内訳：0：生後 3 ～ 4 ヶ月，I：生後 6 ～ 7 ヶ月，
II：生後 1.5 年，III：生後 2 年，IV：生後 2.5 ～ 3 年以上．

ササ以外のグラミノイドが多く，
12月，1月にササが増加し，
広葉樹の葉（枯）が12月から3月にかけて多く認められた．
年度別にみると（表3）
，いずれの年度もグラミノイド（サ
サ以外）の出現が多く，2010年度は36%，65%，2011年度

赤城山におけるニホンジカの食性

図３．群馬県赤城山のシカ食性分析の結果（箕輪周辺）・月別．

図２．群馬県赤城山のシカ食性分析の結果（白樺牧場周辺）・月別．

表 3．群馬県赤城山のシカ食性分析の結果（白樺牧場周辺）．
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表 4．群馬県赤城山のシカ食性分析の結果（箕輪周辺）．

は39% ～ 93%，2013年度は26% ～ 30%であった．ササは，

シカについては捕獲時期が冬季を中心とした時期であった

2013年12月 の62%が 最 も 高 く，2013年3月 に42%，2014年

ため，7月から10月のデータがないことを考慮する必要が

1月 に41%，2013年2月 に31%，2011年 １ 月 に26%，2011年

あるが，
白樺牧場周辺では，
ササ，
ササ以外のグラミノイド，

6月 に21%，2012年2月 に21%，2013年1月 に21%，2012年1

草本類のいずれも食資源として利用しやすい環境である一

月に20%を占めた．広葉樹や，枯れ葉なども多い傾向にあ

方で，箕輪周辺ではササ，ササ以外のグラミノイドが利用

る．液果類では，ブドウ属，マタタビ属，アケビ属などの

しやすい環境であったと推測される．これは，
高槻（2006）

種子が確認された．堅果類は，2010年12月，1月，2014年1

が指摘したシカによるグラミノイドの利用が多い傾向とは

月に確認され，樹皮は2010年12月，2011年1月，2012年3月，

異なっている．また，10月から2月にかけてササが占める

2014年3月に確認された．

割合が増加する傾向は，常緑であるササが越冬期のシカに

両地域においてデータがある5月，6月，11月，12月，1

とって重要な食物となっていることを示唆している．環境

月，2月，3月のササ，グラミノイド（ササ以外）
，草本

省の自然環境保全基礎調査によると（環境省, 1986; 環境省

についてMann-Whitney U testを用いて有意差検定を行っ

第6回・第7回自然環境保全基礎調査食性調査情報提供ホー

たところ，いずれの月においても箕輪周辺では白樺牧場

ムページ）
，白樺牧場周辺はミヤコザサ－ミズナラ群集，

周辺と比較して有意に草本類が少ない事が明らかとなっ

レンゲツツジ－シラカンバ群集，
植栽樹木をもった公園等，

た5月（p=0.000, z=36.233），6月（p=0.000, z=26.104），11

カラマツ植林等が入り組んでおり，一方，箕輪周辺ではフ

月（p=0.000, z=34.235），12月（p=0.000, z=19.881），1月

クオウソウ－ミズナラ群集，スギ・ヒノキ・サワラ植林，

（p=0.000, z=4.885）
，
2月（p=0.000, z=14.570）
，
3月（p=0.000,

クロマツ植林，カラマツ植林，ミヤコザサ－ミズナラ群集

z=5.268）．

等が認められた．これらのことから，シカの食性は周囲の
食物環境を反映している可能性と，季節的に採食可能な食

考察
本研究において分析を行った赤城山のシカの食性では，

物環境，シカの移動経路等の土地利用を反映している可能
性を指摘できる．
本研究の分析結果から，標高が異なる地点で捕獲された

標高約1,400mの白樺牧場周辺および標高約1,200mの箕輪

シカの食性が異なっていることが明らかとなった．また，

周辺のいずれにおいても，春から秋にかけて草本類とグラ

主体的に利用する食物に大きな変動はないものの，秋には

ミノイドを多く利用し，秋から春にかけてはグラミノイド

広葉樹の枯葉，堅果類，液果類が加わるなど，構成要素が

と広葉樹の枯葉，堅果類，液果類を多く利用していること

季節変動することも示された．シカの生息状況を把握する

が明らかとなった．しかし，草本の占める割合が箕輪周辺

には，今後，さらに異なる地域の分析を進め，シカの食性

では有意に少ないことも示された．箕輪周辺で捕獲された

を明らかにしていくことが必要である．

赤城山におけるニホンジカの食性
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