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調査・研究報告
神自環保セ報 11(2013) 21 -26 

神奈川県におけるニホンジカの分布

永田幸志川・藤森博英** .池谷智志**1・末次加代子**2.小林俊元** 3 • 

栗林弘樹**4

Current status of geographic distribution of sika deer (Cervus 
nippon) in Kanagawa Prefecture 

Koji NAGATA合¥Hirohide FUJIMORI*へSatoshiIKEYA *士l，kayokoSIJETSUGU**2， 

Toshiyuki KOBAYASHI合的 andHiroki KURIBAYASHI士会4

要旨

1993年から 1996年にかけて実施された丹沢大山自然環境総合調査後の神奈川県内のニホンジ

カの分布状況を把握するため、ニホンジカの目撃情報及び捕獲に関する情報を収集・整理すると

ともに、 2008年度から 2011年度に糞塊密度調査を実施し、分布について考察を行った。目撃情

報の収集は、関係機関等へ目撃情報の提供および登山者等からの目撃情報収集を依頼して行った。

捕獲については、神奈川県で集計している狩猟及び有害鳥獣捕獲の情報を整理した。糞塊密度調

査は、鳥獣保護区等位置図のメッシュを基準とし、シカの分布する丹沢山地とその周辺部 45メッ

シュについて、主要な尾根を踏査して行った。目撃情報、捕獲に関する情報、糞塊密度調査結果

から、ニホンジカは丹沢山地を中心に分布しているが、丹沢山地以外の箱根山地、大磯丘陵、道

志川以北の山地でも、密度は低いながら分布しており、近年定着が進んでいると考えられた。

I はじめに

近年の神奈川県のニホンジカの分布については、

『丹沢大山自然環境総合調査報告書 (1997)j] (古林

ら 1997)、および『丹沢大山総合調査学術報告書

(2007) j] (永田ら 2007) にまとめられている。これ

らの結果によれば、丹沢山地では 1950年代に蛭ヶ

岳周辺の一部の地域にのみ分布するほどに減少した

が、 1960年代以降、拡大造林等によるニホンジカ

の食物環境変化や保護施策等により徐々に分布を拡

大してきたとされている。

神奈川県では、 2003年に神奈川県ニホンジカ保

護管理計画(以下、第 1次計画)を策定し、高標高

域での自然植生への影響等に対応するため、管理捕

獲等の対策を実施しており、事業効果を検証するた

めに、生息密度調査等各種モニタリングを実施して

いる。モニタリングの一環として、登山者等からの

目撃情報収集や糞塊密度調査を実施するなど、分布

状況についても調査している。ここでは、目撃情報

および捕獲に関する情報を整理するとともに、糞塊

密度調査結果から、丹沢大山自然環境総合調査後の

神奈川県におけるニホンジカの分布について考察す

*1神奈川県環境農政局水・緑部自然環境保全課(干 231-8588 横浜市中区日本大通1)
現所属 神奈川県自然環境保全センター研究企画部自然再生企画課(干 243-0121 厚木市七沢 657)

料神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部野生生物課(干 243-0121 厚木市七沢 657)
**1現所属 神奈川県県央地域県政総合センター水源の森林部(干 252-0157 相模原市緑区中野 937-2)
**2現所属 神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部自然公園課(干 243-0121 厚木市七沢 657)
*牢3現所属 神奈川県県西地域県政総合センター森林部(〒 258-0021 足柄上郡開成町吉田島 2489-2)
**4現所属 神奈川県湘南地域県政総合センター農政部(干 254-0073 平塚市西八幡 1-3-1)
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る。

E 調査方法

ニホンジカの分布は、目撃情報及び捕獲に関する

情報の収集・整理、糞塊密度調査から把握した。情

報の収集・整理方法または調査方法は次のとおりで

ある。

1 目撃情報

(1 ) 情報収集

東京神奈川森林管理署、神奈川県の各地域県政総

合センター、 自然環境保全センタ一、丹沢山地にあ

るビジターセンタ一、神奈川県自然公園指導員等へ、

目撃情報の提供および登山者等からの目撃情報収集

を依頼した。情報の収集は 2000年度から実施し、

収集した情報は、目撃した年月日 、場所、雌雄別頭

数である。

(2) 情報整理

分布動向を把握するため、 2002年度以前(第 1

次計画策定前)、 2003年度------2006年度(第 1次計

画期間)、2007年度------2011年度(第 2次神奈川県

ニホンジカ保護管理計画期間)の 3期間について、

目撃情報のあった標準地域メ ッシュ・第 3次メッ

シュ(約 1km四方。以下 13次メッシュ」という)

と目撃情報のなかった 3次メッシュに分けて図化し

た。
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2 捕獲に関する情報の収集

(1) 情報収集

神奈川県では、ニホンジカ保護管理計画に基づき、

狩猟、植生回復目的の管理捕獲、農林業被害軽減目

的の管理捕獲、有害鳥獣捕獲(計画区域である丹沢

山地を含む 8市町村(相模原市は旧津久井町の範囲)

以外で、農林業被害の防止を 目的に行われる捕獲)

別に捕獲情報が収集されている。 このうち、植生回

復目的の管理捕獲および農林業被害軽減目的の管理

捕獲は丹沢山地を含む 8市町村のみで実施されてい

る。 この報告では、特に丹沢山地以外での分布状況

を把握するため、神奈川県全域の狩猟可能区域で広

く実施されている狩猟と、丹沢山地以外の市町村で

実施されている有害鳥獣捕獲の情報を使用するこ と

とした。捕獲に関する情報は、 ニホンジカ保護管理

計画策定作業を始めた 2002年度から統ーした方法

で整理し始めたため、 2002年度からの情報を整理

した。記録された情報のうち、 狩猟については、捕

獲年度および鳥獣保護区等位置図(図 1)のメッシュ

(約 5km四方)、有害鳥獣捕獲については、捕獲年度

と捕獲された市町村名を使用した。

(2) 情報整理

目撃情報同様、 2002年度、 2003年度------2006年度、

2007年度------2011年度の 3期間について、狩猟の捕

獲数を鳥獣保護区等位置図のメッシュ単位で整理し

た。なお、各期間で年数が異なる ことから、年平均

の捕獲数を算出して図化した。また、有害鳥獣捕獲
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図1 鳥獣保護区等位置図メ ッシユ

* 1鳥獣保護区(特別保護地区含む)のみを塗りつぶして表示
* 2境界線は 2005年度時点の市町村界および区境。太線で囲んだ

範囲が丹沢山地を含む市町村(相模原市は旧津久井町の範囲)
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数については、各年度、市町村ごとに集計して整理

した。

3 糞塊密度調査

(1) 調査対象地域

過去にシカの分布情報があった丹沢山地とその周

辺部において、鳥獣保護区等位置図のメッシュを単

位として 45メッシュを調査対象とした(図 2)。

(2) 調査方法

調査は、調査員 1名が調査メッシュ内の主要な尾

根上を 5"-'6km踏査して、踏査線の左右 1m言十 2mの

幅内の糞塊数を記録する方法で、行った。シカは立ち

止まって糞をするだけでなく、歩きながら糞をする

ことも多いため帯状に糞が残り、いくつかの糞塊が

重なってしまうこともある。そのため、糞の形状、

新鮮度、糞粒数を慎重に観察して糞塊の区別をし、

1回の脱糞で排世されたと判断される糞粒の集まり

をl糞塊とし、糞塊数を過大あるいは過小に評価し

ないよう注意した。発見した糞塊の記録にあたって

は、新鮮度と粒数に関して分類を行った。糞の新鮮

度を、糞の表面が平滑で、つやがあり、退色のないも

のを「新J、崩壊がはじまり形状が変化しているも

のを「旧」、その中間にあるものを「中」と 3段階(新・

中・旧)に分けた。また、糞粒数が少ないものにつ

いては、下層植生の多寡により見落とし率が異なる

と考えられため、 1糞塊の発見糞粒数を 10粒未満

と10粒以上に分類して記録した。踏査ルートは原

則的に前年度と同ーとしたが、現地の状況に合わせ

必要に応じて若干の変更を加えた。さらに、ハンディ

GPS (GARMIN社製 60csx等)を用い、踏査ルート

のラインデータの記録を行った。

なお、箱根町、小田原市、相模原市緑区等の監視

区域に該当する 24メッシュ(メッシュ No.1 "-' 8、

30 "-' 45) については、シカの生活痕跡(糞塊、足跡、

寝跡、角とぎ跡、樹皮剥ぎ等)を、ハンデ、イ GPSを

用い、ポイントデータとして記録を行った。

調査は 2008年度から開始し、本調査は株式会社

野生動物保護管理事務所 (2008"-' 2009年度、2011

年度)、株式会社東京建設コンサルタント (2010年

度)に委託して、 11月"-'12月に行われた。

E 調査結果

1 目撃情報による分布

2002年度以前、 2003年度"-'2006年度、 2007年

度"-'2011年度の目撃情報のあったメッシュを図 3

に示した。いずれの期間も丹沢山中で広く目撃され

ているが、 2002年度以降、新たに丹沢山地以外で

目撃されたメッシュが増加する傾向にあり、 2007

年度以降は、特に箱根山地周辺での目撃メッシュ数

が増加した。

2 捕獲に関する情報による分布

鳥獣保護区等位置図のメッシュごとの狩猟の年平

図2 糞塊密度調査実施メッシユ

*境界線は 2005年度時点の市町村界および区境。太線で囲んだ
範囲が丹沢山地を含む市町村(相模原市は旧津久井町の範囲)
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図 2000~2002 年度に目撃情報

の得られたメッシュ

• 2003~2006 年度に新たに目

撃情報の得られたメyシュ

• 2007~2011 年度に新たに目

撃情報の得られたメ?シュ

図3 目撃情報の得られた3次メッシユ

*境界線は 2005年度時点の市町村界および区境。太線で囲んだ
範囲が丹沢山地を含む市町村(相模原市は|日津久井町の範囲)。
* 2000 ~ 2002年度には一部 1998、1999年度のデータを含む。

~ O.1~10 頭

陸型 ~25 頭

亡コ ~5口頭
_ 50頭~

*捕獲実績のあったメッ、ンュのみ表示。
* 2002年度は単年度の捕獲数。それ以外は期間の捕獲総数を年数で、割った数値。
*境界線は 2005年度時点の市町村界および区境。太線で囲んだ範囲が丹沢山地を
含む市町村(相模原市は旧津久井町の範囲)。
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図5 有害鳥獣捕獲数(丹沢山地以外の市町村での捕獲数)

*箱根山地:南足柄市，小田原市，籍様町，真鶴町，大磯丘陵-大井町，中井町，大磯町， 二宮町
道志川以北:旧藤野町，旧相模湖町

* 2004年度は市町村不明。
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均捕獲数を図 4に、市町村ごとの有害鳥獣捕獲数を

図5に示した。

狩猟については、丹沢山地を含むメッシュでの捕

獲が継続しているが、 2003年度以降、丹沢山地以

外でも捕獲されるようになり、 2007年度以降には、

捕獲実績のあったメッシュが増加した。

有害鳥獣捕獲数は、 2006年度まで、は少なかった

が、 2007年度以降、増加の傾向が見られ、特に

2009年度以降は道志川以北での捕獲数が増加した。

3 糞塊密度による分布

各年度の糞塊密度(総糞塊数/踏査距離)を鳥獣

保護区等位置図メッシュ単位で整理して、図 6に示

した。2007年度以降、丹沢山地の中心部(鍋割山

~塔ノ岳等の主稜線部)のメッシュで密度が高い状

態が継続している。丹沢山地以外でも糞塊は継続的

に確認されたが、糞塊密度は、丹沢山地の中心部に

比べて低い状態が継続している。

W 考察

目撃情報および、捕獲に関する情報、糞塊密度調査

結果から、丹沢山地では継続的にシカが分布してい

ると考えられた。一方で、丹沢山地以外へのシカの

分布拡大、定着が進行していると考えられた。箱根

山地は静岡県と、道志川以北の地域は山梨県、東京

都の山地と連続している地域であることから、丹沢

山地からの拡大のみならず、県外山地からの分布拡

大の可能性もある。
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図6 糞塊密度調査結果

*メッシュは鳥獣保護区等位置図メッシュ
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