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ニホンジカシリーズ

四国におけるニホンジカ問題
~経緯と現状~

奥村栄朗
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I. はじめに

ニホンジカ(以下，シカとする)は. I反努胃」という植物食に特化した消

化器官を持つ動物であり さらに 植物食動物の中でも原始的な森林性の祖先

種から，林縁や草原のようなより開放的な環境へと適応進化してきた動物であ

る。

生息環境や採食植物についての適応能力が非常に高く，逃避・休息場所とし

ての森林があれば，豪雪地帯を除くほとんどの平野から山地に生息できる。き

わめて広範囲の植物を採食し，また新たな食物を開拓する能力や，低質の食物

に耐える能力も非常に高い。一方で，個体がナワパリを持たない社会構造であ

るため，個体数の増加に伴って生息密度は上昇し，高密度生息地においては環

境(植生)に大きなダメージを与えることになる。

自然生態系においてシカの増加を抑制する要因は，捕食者(天敵)と厳冬・

大雪である。これらは幼獣の死亡要因として重要で、あるが，わが国では，すで

((独)森林総合研究所四国支所チーム長)
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に有力な捕食者は存在せず，また近年の暖冬傾向により冬季の死亡率も低下し

ていると考えられる。一方，シカの繁殖様式は一夫多妻であるため，人為によ

るコントロール(個体数抑制)のためには，メスの捕獲が必須である。

良好な環境での個体群の増加率はおおむね年15%程度である。ここで注意す

べき点は，個体数が指数関数的に増加することであり，年15%とすれば5年で

ほぼ2倍に増加する。個体群が低密度で少数の問は自然の死亡要因ゃある程度

の捕獲圧で個体数の増加は抑制されているが個体群が加速度的に大きくなり

始めてからの捕獲によるコントロール(個体数抑制)はきわめて困難となる。

II. 明治維新以前と激減の時代

シカは，本来，森林の周縁部や草原，低山~平地の動物であり，明治維新以

前のわが国では平地から山地の農耕地周辺に豊富に生息していた。一方で，農

業生産を基盤とする経済体制にあっては，野生動物による農業被害防除は社会

全体にとって非常に重要な課題であり，シシ垣の築造などによる被害防除の努

力とともに，害獣の捕獲も日常的に行われていた。武器の管理がきわめて厳し

かった江戸時代において，幕府や領主から大量の鉄砲(猟師鉄砲または威鉄

砲)が猟師や農民に貸与されていた(近藤 2013) し，害獣駆除のための大規

模な巻狩りが農民によって行われたりしていた。このような捕獲努力によって

地域的な絶滅に至った例もない訳ではないが基本的には，明治維新までのわ

が国では，シカ，イノシシも含め， きわめて豊富な野生鳥獣が人聞社会のすぐ

近くで生息していたのである。

ところが，明治維新以降，わが国の野生鳥獣は乱獲によって激減し各地で

地域的絶滅の危機に瀕するようになった。大正 7(1918)年になって，ょうや

く現行法に近い形の狩猟法が制定されたが，実効的な狩猟規制にはまだ遠く，

その後も野生鳥獣の減少は続き このような状況は昭和30年代に至るまで基本

的に変わらなかった。

シカについては，大正14(1925)年にメスジカが狩猟獣から除外され，オス

ジカも，北海道(明治21(1888)年より捕獲禁止，大正 9(1920)年には永年

禁猟となる)をはじめ，全国各地で永年または有期の禁猟措置が取られるよう

になった。四国でも，愛媛で昭和 5(1930)年から，香川，高知，徳島では昭

和10(1935)年から，それぞれ5年間，農林大臣により県内一円でオスジカの
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捕獲が禁止されている(林野庁 1969)。この時期の生息域は南東部(徳島南部

~高知東部).南西部(高知西部~愛媛南部)等のごく狭い地域に限定され，

個体数も非常に少なかったと考えられる。

第2次世界大戦前後の混乱期を経て，昭和30年代に入ると社会が安定し，狩

猟や銃砲所持の規制強化が進んだ。昭和38(1963)年には，従来の狩猟法が大

改正されて「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」となった。また，経済成長と流通

革命が山間地にまで及び，生活資源としての野生鳥獣の需要がなくなり，他方

では自然保護の風潮も起こってきた。一方で，後述のように，各地で奥山の伐

採や人工林化が急速に進み，広大な伐採跡地・幼齢造林地が出現した。このよ

うな様々な状況変化によって， ょうやくシカの個体数は回復の方向へ向かい始

めたと思われる。しかし昭和40年代の狩猟ブームにもかかわらず，狩猟によ

るオスジカの捕獲数はまだ多くの地域で増加せず，愛媛では昭和47(1972)年

から，高知では昭和51(1976)年から，それぞ、れ10年間，県内一円で捕獲禁止

とされた。昭和40年代の四国でのシカ捕獲数は. 4県合計でおおむね年

100~300頭であった。

ill. 個体数の回復

昭和25(1950)年前後から始まる拡大造林(天然林を伐採して人工林を造成

する)政策は，本来シカの生息適地ではなかった奥山まで広大な伐採跡地と幼

齢造林地を作り出し，細々と生き残っていたシカに豊富な食物を提供して，個

体数回復のきっかけのひとつを与えることになった。

全国の造林面積とシカによる森林被害面積の推移(図 1) を見ると，造林面

積が極大であった1950年代から60年代にかけて，被害は皆無に等しかったこ

と，すなわちシカの個体数はまだ、非常に少なかったことがわかる。その後，被

害は徐々に増加していくが，被害や個体数の増加が関係者の問で認識されはじ

めるのは1980年代以降である。シカの個体数は，前節で述べたような社会・経

済状況の変化と，拡大造林の進行による生息環境の変化とによって. 1950年代

以降ようやく回復へ向かい，その後の30年以上をかけて徐々に増加してきたの

である。

ところが，一方で，造成された大面積の人工林は. 1980年前後から林冠の閉

鎖が進み始め，それまで広大なエサ場であった若齢造林地は短期間にシカにと
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図 1 1950-1998年度における造林面積 (折れ線)とニホンジカによる森林被

害面積(棒グラフ)の推移 (林業統計要覧による)
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って食物の乏しい壮齢林に変わっていった。その結果，人工林地帯は増え続け

るシカを収容できなくなり，そのことが人工林率の高い四国のような地域で，

この時期からの分布拡大，人里周辺や奥山天然、林地帯での生息密度上昇を，

層加速させてきたと考え られる。

N 四国における分布拡大と最近の生息状況

野生日南乳類の全国規模の分布調査は，環境省の自然環境保全基礎調査におい

て過去 2回(昭和53(1978)年，平成15(2003)年)行われている。この調査

は関係者 ・専門家等からの情報を集める聞き取り・アンケート方式の調査であ

った。この結果の一部を図 2および表 lに示す ((財)自然環境研究センタ-

2004， 2010)。

1978年の分布情報のあった主な地域は，徳島県の吉野川流域以南と，高知県

西部~愛媛県南予南部であり，その他には香川県小豆島愛媛県東予と高縄半

島等，数カ所にややまとま った生息情報があるのみであった。1978年の生息区

画 (5kmメッシュ)率で見ると，徳島県が42.2%で都道府県別で10位と高い

ものの，他の 3県は全国 (24.3%)を下回っており，地方別でも四国は全国8

地方の内の 4位であった。ところが，図 2からも明らかなように，その後の四
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図2 四国におけるニホンジカ分布の拡大

区画は5kmメッシュ (2次メ ッシュを 4等分した

もの)

表 1 四国におけるニホンジカの生息区画率とその増減

区画は5kmメッシュ (2次メッシュを 4等分したもの)

地域 区画数
生息区画率 (96) と順位

1978年 2003年 増減

徳島県 204 42.2 (10) 79.4 ( 5) 37.3 ( 2) 

香川県 135 21. 5 (17) 34.8 (22) 13.3 (24) 

愛媛県 344 11. 9 (30) 28.8 (27) 16.9 (20) 

高知県 358 19.0 (25) 59. 5 (15) 40. 5 ( 1) 

四園地方 921 20.3 ( 4) 48.2 ( 3) 27.9 ( 2) 

全国 17，376 24目 3 42.3 18.0 

注 1) ( )内は47都道府県中および8地方中の順位

2) 県境の区画は重複があるため. 4県の区画数合計は四園地方の区画数より多い

固における分布拡大は著しく とりわけ高知，徳島両県では顕著で、あり，この

間の生息区画率の増加が全国の都道府県別で第 1. 2位 (高知40.5%. 徳島

37.396)となっている。1978年のみ生息情報があり 2003年には情報のない区

画は，香川県の平野~低山地などに数カ所ある程度であった。その結果. 2003 

年の生息区画率は徳島79.4% (都道府県別で 5位).高知59.5% (同15位)と

水利科学 No.339 2014 
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なり，地方別でも四国は48.2%となって，北海道 (73.2%).近畿 (72.0%)

に次いで、，全国 (42.3%) を上回っている。このような急激な分布拡大の背景

には，温暖で山地森林が多い自然条件，中山間地での人口減少などに加えて，

高い人工林率と，その林齢の偏りによる急速な林冠閉鎖の進行があると考えら

れる。

これ以降，同様の調査は行われていないが，平成11(1999)年の特定鳥獣保

護管理計画制度の創設とその後の被害拡大にともない，都道府県等による生息

状況調査が各地で行われるようになった。

徳島県では平成13(2001)年度に，高知県では平成17(2005)年度に，それ

ぞれ県下全域を対象に，シカに関する特定鳥獣保護管理計画が策定された。ま

た愛媛県では平成20(2008)年度に南予南部地域を対象に計画を策定，第 2

次計画(平成24(2012)年-)で対象を県下全域に拡大した。各県とも，調査

手法等に違いはあるものの，これらの計画策定に先だって生息状況等の調査を

行い，その後も継続して調査が行われている。また，香川県では，小豆島にお

いて以前から継続的な調査と個体数調整を行ってきたが，最近，本土側でも個

体数の増加傾向が認められ，本土側を含めた計画策定が検討されている。この

ような各県の取り組みや四国森林管理局の協力等により，四国全域での個体群

の状況，特に従来低密度であった中央部等での生息数増加の状況が把握されて

きている。

現在の状況を簡単に述べておくと，大まかには図 2の2003年の状況のごと

く，高知県の高知平野から仁淀川流域を経て松山平野に至る空白域を挟んでみ，

東西に大きな連続した分布域が形成されている。愛媛県東予~高知県東部~徳

島県中南部と，高知県西部~愛媛県南予南部は，高密度生息域となっており，

農林業被害のみならず，生態系全体への被害が深刻となっている。上記の空白

域にも確実に分布拡大が続いていて，高知県では仁淀川上流域へ東西から分布

が広がりつつある。愛媛県では，南予北部ではすでに広い範囲に拡大している

と考えられ，東予および高縄半島から石鎚山系への拡大が懸念されている(ネ

イチャー企画 2013)。また，従来，低密度であった阿讃山地(徳島・香川県

境)でも個体数が増加傾向にある((株)野生動物保護管理事務所 2013)。
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農林業被害の正確な把握は難しいが，農林水産省の統計資料によれば平成24

(2012)年度の四国 4県の野生鳥獣による農作物被害は面積で'1，883ha，金額で

10， 7億円となっており，最大の加害種はイノシシ (1，003ha，5，6億円)であ

る。シカによるものは276ha，1. 2億円となっていて，近年，被害金額ベース

では増加傾向にある(図 3)。広範囲の作物に被害が発生するが， 四国の山間

地ではユズなどの果樹の被害(果実と樹皮剥ぎ)が大きく，また近年の新しい
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被害として田植え時期のイネの食害が増加している。林業被害の正確な把握は

さらに難しいが，最近まで新植面積の減少によって低下してきた面のある被害

量は，後述のように伐採更新面積の増大や剥皮被害の把握によ って，今後，増

加すると思われる。

農林業被害の増加とともに，近年では，シカによる生態系への悪影響，特に

国立 ・固定公園等の保全対象地域での自然植生に対する被害が全国から報告さ

れるようになっている (常田 2006.吉川ほか 2011)。

四国山地の森林は人工林化が進み，人工林率が非常に高い (高知65%.徳

島，愛媛62%)。また，天然林はほとんどが二次林であって，重要な保全対象

となるような自然、度の高い天然林は全森林面積の 3%程度しかなく ，東部の

剣 ・三嶺山系と中部の石鎚山系の高標高地にややまとまってある以外は，ごく

小面積で点々と残っているに過ぎない。このような中で，四国においても平成

12 (2000)年頃からシカによる影響が顕著になりはじめ，平成17(2005)年頃

から南西部の鬼ヶ城山系 (写真 1)や東部の剣 ・三嶺山系 (写真 2)で被害状

況の研究・調査と対策が始められた (依光 2011)。その後， 四国森林管理局や

環境省等による継続調査，民間ボランティアや管理局等による植生保護柵の設

置，環境省や県，地元市町による管理捕獲の実施等々 様々な取り組みが行わ

写真1 四国南西部の鬼ヶ城山系 三本杭 (1.226m) 

のプナ林
四国における南限のプナ林であるが，シカの採

食圧により林床植生(主にミヤコザサとスズタ

ケ)と下層木が消滅した
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写真 2 四国東部の三嶺 (1，893m)の稜線部 (1，7∞m

付近)

シカの採食圧により稜線部のササ原 (ミヤマ

クマザサ)が消滅し表土の流亡が進行してい

る

れているが，山地生態系の危機的な状況とその対策の困難さも一層明らかと

なってきている(三嶺の森をまもるみんなの会 2013)。

シカの増加がまだ顕著で、ない石鎚山系等の一部の地域を除けば，多くの地域

でシカの生息密度は高く，上記の山域以外でも貴重な天然林の状況は急速に悪

化 している。今後の増加が想定される地域を含め，早急な調査と個体数調整

(管理捕獲)を含む対策が必要である。

また，鬼ヶ城山系でも，剣・三嶺山系でも，天然林の林床や稜線部ササ原の

衰退 ・裸地化によって，すでに表土の流亡や斜面崩壊，渓流への土砂の流出が

起こっている。一方で，四国の森林の大部分を占める針葉樹人工林では，一般

に地形が急峻で、かっ豪雨地帯であることに加えて，間伐遅れで林床植生の貧弱

な林分が多い。広範囲の人工林においても，シカの採食圧によって林床植生の

衰退が進行すれば，土壌浸食につながることが懸念される。

百 銃猟従事者の養成 ・確保の必要性

農林業被害対策としては，イノシシ，サル等と合わせて，防除技術の普及指

導や，ハード，ソフト両面での様々な補助が行われ，また集落ぐるみの被害防
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除や環境管理，資源利用の試み等，多 くの取り組みが行われている。それらは

適切な捕獲努力とともに，被害対策の「車の両輪」としてきわめて重要である

が，本稿では残念ながらそれらに触れる余裕はない。

ここでは，最近の捕獲に関する動向から，特に一点だけ言及 しておきたい。

狩猟と有害(または個体数調整)捕獲を合わせた年間捕獲数は，香川を除く

3県では1980年代から増加し特に被害の増加とともに2000年頃から急激に増

加している (図 4)。現行制度の中で可能な様々な手段によ って努力されてい

る結果，平成24(2012)年度の 4県での捕獲数は約28，000頭， 高知県だけでも

(頭)
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田有害/メス

邑有害/オス

図狩猟/メス

図狩猟/オス

図4 四国 4県のニホ ンジカ捕獲数の推移 (a)と高知県における捕獲内訳

の推移 (b)(鳥獣関係統計および高知県鳥獣対策課資料による)
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Oii:l 
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捕 図ワナ
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。
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図5 狩猟によるニホンジカ捕獲数の捕獲方法別内訳

の推移 (高知県)(鳥獣関係統計による)

16，000頭に迫っているが，個体数増加や分布拡大を抑制するには至っていない

と考えられる。一方で、，捕獲を担う狩猟免許者の減少と高齢化には歯止めがか

からず，特に銃猟免許者の減少は著しい。高知県で見れば，昭和60(1985)年

に約9，000件であった第 I種銃猟の狩猟者登録件数は，平成22(2010)年には

3，000件を下回り，さらに狩猟者の 3分の 2以上が60歳以上， 50歳以上が9割

以上を占める。その結果 ワナ捕獲の割合が増加し 高知県ではすでに狩猟に

よる捕獲数の 3分の 2を占めるに至っている(図 5)。

ワナ猟は，猟具の設置と見回りが必要なため，また近年では農家が自衛のた

めにワナ猟免許を取得するケースが大部分を占めるため，多くは集落や農地，

道路から近い場所で行われる。しかし 最近の GPSテレメトリーなどを用い

た調査により，四国，九州のような温暖地のシカは年聞を通じて数頭程度の小

集団で山林地帯に広く分散し定着性がきわめて高く ，かっその行動範囲は非

常に狭いことが明らかとなってきている。したがって，効果的に個体数を抑制

するには山林での銃器による捕獲が不可欠で、あり，これを担いうる銃猟従事者

の養成・確保が急務となっている。

四.林業現場での懸念~剥皮被害と再造林放棄

ここまでも述べてきたように，四国，特に高知，徳島，愛媛の 3県は，森林

率が非常に高い上に人工林化が進んだ地域であり 地域の基幹産業として林業

の活性化は喫緊の課題である。

本稿の最後に，四国の林業・森林管理の現場におけるシカ問題として，特に
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懸念される問題を二点，指摘しておきたい。

まず，収穫期を迎えている大面積の壮齢林において，剥皮被害の増加が確実

である。特に，従来認識されていた「角こすり被害」や「冬季の摂食剥皮」に

加えて，最近， I春~夏季の摂食剥皮」が各地で発生している(池田・桑野

2008，佐野 2009)。状況から考えると，冬季の摂食剥皮のように一時的な食物

不足を凌ぐための緊急避難的な摂食と言うよりは，新しい食物資源として積極

的に採食メニューに加えられている可能性が大きい。かなりの頻度で発生して

いると思われるが，人工林の多くは管理不足の状況で，調査等も行われておら

ず，情報はきわめて不足している。早急な調査や防除対策が必要である。

一方，林業の活性化を目指して，四国においても地元産材の利用を前提とし

た大規模製材工場の誘致が実現している。地域経済にとって朗報ではあるが，

反面で，一定量以上の原木供給が継続して求められ 伐採量の増加が見込まれ

る。しかし，ただでさえ林業の将来的な利益に対して期待が持てない上に，さ

らにシカによる被害対策のコストがかさむ状況では，新たな造林への投資意欲

は喚起されず，皆伐面積の増加に伴う再造林未済地あるいは育林努力放棄地の

増大が懸念される。伐採・収穫後の再造林の放棄は将来的な林業の衰退につな

がるだけでなく，伐採跡地の放置は，さらなるシカの増加や，シカの採食圧に

よる再森林化の阻害，植生の衰退につながり，シカの個体数管理上も，林地の

保全上も，非常に大きな問題となる。熊本県など南九州、|では2000年代に大面積

の再造林放棄の事例が大きな問題となったが，四国でも造林未済地の実態を把

握・監視するとともに，伐採跡地が無計画に拡大しないような森林計画と，適

切なシカ被害防除技術を取り入れた伐採跡地の確実な更新・再森林化の努力が

必要である。
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