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神奈川県丹沢山地におけるシカ問題の歴史と

森林保全対策
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1. はじめに

現在は森林がもっとも発達した時代である(太田 2004 ;中村 2011) もの

の，林内に入ってみると林床植生の少ない森林が多いことに気づく。一般には

スギ・ヒノキの人工林なら手入れ不足の森林や 広葉樹の自然林なら立木密度

の高い若齢段階で林床植生が少ない場合がある。しかし現実には大径木から

なる成熟した自然林でも林床植生の少ない森林が各地にある。

こうした林内の状況は，近年全国的に問題となっているシカの高密度化によ

る場合が多いだろう。シカは草食獣のため シカの生息空間である地上高 2m

の範囲内の植物に影響を及ぼしている。シカの高密度状態が長期間続くと，林

床を覆っていたササ類の衰退や樹木稚樹の更新阻害，多年生草本の減少といっ

た影響が生じる。また，林冠を構成する高木をシカが樹皮剥ぎすることで，林

分構造を急激に変えることもある。林床植生や林分構造の変化が森林の生物群

集や生態系にも影響して，土壌の流出や水源のかん養，生物多様性の保全とい

(神奈川県自然環境保全センター主任研究員)
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図 1 丹沢山地の位置

(a)神奈川県における丹沢山地の範囲

(b)丹沢山地における主要山岳と丹沢大山固定公園特別保護地区(内側の枠)

う森林の多面的機能の低下が危倶されている。

シカは古来日本列島に生息している大型哨乳類の草食獣であるから，現在の

ようにシカによる被害問題，あるいは自然、植生の衰退問題は程度の差はあれ発

生してきたはずで、ある。これらの問題はシカの個体数増加が主因であるもの

の，その背景は人間の影響が大きく関与していて複雑で、ある。シカの個体数増

加の背景にある要因を列記してみると，オオカミという捕食者の絶滅や人間に

よる捕獲圧の低下，積雪の減少という個体数の制限要因の緩和がある。それに

加えて， もともと平野部の草原と森林が混在したような景観を生息地としたシ

カを明治時代以降になって人間側が都市化とともに結果として山地に固いこん

できたこと，その山地では戦後になって治山緑化や拡大造林によ りシカの餌植

物を増加させてきたという人間側の土地利用の変選と時代背景がある。さらに

一夫多妻制や餌植物が増加すると出産率が高まり死亡率が低下するというシカ

の生物学的特性が関係している。したがって，シカ問題の解決にはシカという

動物を悪者視するのではなく，人聞社会のなかでシカという動物の位置づけを

再度見直すこと，すなわちシカと人間との関係の再構築が必要で、あろう 。

神奈川県丹沢山地(以下，丹沢。図 1) は 国内においても っとも早くから

シカ問題を経験してきた地域で その歴史は60年以上に及ぶ。当時から様々な

対策・事業が行われ一定の成果を上げてきたが その一方でL新たな問題が生じ

てきた。本論では，丹沢におけるシカ問題の歴史を振り返り，森林を保全する

ためにとられてきた各種対策とモニタ リングの知見，今後の方向性を報告す

る。
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II.丹沢のシカ問題の歴史

古来丹沢においてもシカが生息していたと推測できるが，シカの正式な記録

は1921年からの県の保護管理施策に始まる。その施策は，明治時代からの国土

開発や狩猟人口の増加に伴う野生動物の減少により. 1918年に狩猟法が改正さ

れ，それを受けて1921年に丹沢で大山禁猟区と鳥屋猟区(相模原市緑区)が設

定されたものである(神奈川県 1984)0 1935年には丹沢の札掛地区にシカの

増殖をはかる目的で県営丹沢鳥獣飼養所が開設され，宮城県金華山産の 6頭と

広島県宮島産の 2頭のシカがモミ・ケヤキの自然林内の約1.5haを柵囲いして

飼育された(飯村 1965)0 1939年には大山阿夫利神社が飼育していた奈良県

春日大社産の 6頭のシカを丹沢鳥獣飼養所は引き取った。しかし 1942年に戦

時中の食糧事情が悪化して，シカを丹沢山中に放逐した。したがって，現在の

丹沢のシカ個体群は，丹沢にもともと生息していたシカ由来と，金華山由来，

富島由来，春日大社由来がいることになる。

丹沢のシカ問題は 3回に整理されている(山根 2012)。最初のシカ問題は，

戦後の乱獲による絶滅の危機である。 1954年の猟期終了時には50頭まで激減し

たといわれている(柴田・村瀬 1964)。当時は食糧事情が悪かったことや政

治の混乱期にもあたるため，狩猟に加え相当数の密猟があったと考えられる

(古田 2002)。この時代の丹沢の森林状態は，シカの餌場として好適な植生遷

移の初期段階が広域に分布していた。なぜなら 1923年に発生した関東大震災

の崩壊地が各地に残っていた(鈴木 2002)ことや，丹沢南麓には屋根や炭俵

の材料のためのカヤトが広がっていたからである。それでもシカの個体数が少

なかったということは，シカの増加率以上の捕獲圧がかかっていたことを示唆

する。このシカの絶滅の危機というシカ問題に対して，神奈川県は1955年から

1970年まで県内全域でシカの捕獲を禁止した。

シカ問題の第 2期は1960年代半ば以降の林業被害である。シカ捕獲の全面禁

止という保護施策をとったことによる個体数の増加と分布域の拡大に加え，薪

炭広葉樹二次林や，カヤト，さらには一部のモミ自然林をスギ・ヒノキの造林

地に転換したことで，スギ・ヒノキの苗木の林業被害が発生するようになっ

た。戦後に絶滅しかかった丹沢のシカは，保護施策により 1960年代前半に生息

頭数は900頭未満程度にまで回復して(北沢ら 1964) .丹沢最高峰の蛭ヶ岳を
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中心とした一帯でシカの密度は高かった(飯村 1965)。その後1960年代後半

のシカの生息頭数は約1，000頭と推定された(中村 1969)。このようなシカの

生息頭数の状態で， 1964年頃から県有林の造林地でシカの林業被害が発生する

ようになり，その後 2~3 年して山麓の民有林にも林業被害が及ぶようになっ

た(神奈川県 1984)。林業被害面積は 1965年には約29ha. 1967年には約

100ha. 1970年には61Oha. 1972年には約814haに達し，わずか数年間に被害

面積が激増した(神奈川県 1984)。林業被害に対して，神奈川県は1970年に

丹沢の低~中標高域の 4か所に猟区を設定してシカの捕獲を解禁にするととも
ぼうろ〈さく

に，造林地の周囲を県の公費負担で防鹿柵を設置するようにした。これによ

り，シカによる林業被害は表面上無くなった。

第 3期は1980年代後半以降に顕在化するブナなどの冷温帯自然林の植生衰退

である。具体的には，オオモミジガサなどの多年生草本の減少(神奈川県レッ

ドデータ生物調査団 1995)や，広域に林床を被っていたスズタケの衰退(古

林・山根 1997) .樹木稚樹の減少(星ら 1997)である。これらの一方で，

フタリシズカやマルパダケブキなどの不噌好性植物や，イネ科草本などの採食

耐性植物が増加した。植生の衰退により，林床を住み処や餌資源とする見虫や

鳥類へも影響が及んでいる(丹沢大山総合調査団 2007)。さらには，リター

の消失に伴い土壌動物の多様性は低下したり(伊藤ら 2007) .土壌流出がお

きているところもある(石川ら 2007)。こうした植生の衰退と生態系の劣化

に対して，神奈川県は次節で述べる各種対策を実施している。

なお. 1960年代まではシカによる冷温帯自然林の植生衰退の問題は顕在化し

ていなかった。当時の植生の記録(林ら 1961 ;宮脇ら 1964)からは，ブナ

林の低木層にスズタケが密生していたことが読み取れる。それで、も，シカの生

息密度が高かった蛭ヶ岳周辺ではスズタケがシカの採食により高さ20~40cm

に衰退して，その面積は約 3haに達していたという報告(飯村 1965)があ

る。また，丹沢山周辺でヤマタイミンガサとテンニンソウがシカの選択的採食

により減少して，代わりにオオモミジガサが量的に増大しているとの報告(宮

脇ら 1964) もある。このように植生の変化は一部の地域でみられたものの，

草食獣であるシカと植物の当たり前の関係と認識されていたのかもしれない。
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ill. シカから森林を保全する対策

現在の丹沢では，シカから森林を保全するために，大きく分けて次の 4つの

対策を実施している。樹木を単木で保護する樹皮食い防護ネット(写真 1)

と，林地を面的に囲う植生保護柵(写真 2)，土壌の流出を防止する土壌保全

対策工 (写真 3，4)，それにシカの採食圧を軽減するための個体数調整であ

る。前の 3つの対策は森林を保全するための緊急措置 あるいは対症療法であ

る。いずれの対策も，県の一般財源と個人県民税の超過課税である水源環境保

全税，国費等さまざまな予算の事業を活用して， 事業目的に合致した場所で実

施されている。

以下に各種対策について概略する。

写真 1 ウラジロモミに巻いた樹皮食い防 写真2 植生保護柵

護ネッ ト

写真3 金網筋工 写真4 リター捕捉ロール工

水利科学 No.333 2013 
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( 1) 樹皮食い防護ネット

樹皮食い防護ネットは，ウラジロモミなどの環状剥皮されやすい樹木を対象

として1997年から巻かれている。丹沢ではウラジロモミ(写真 5)の他にアオ

ダモ，サラサドウダン，マユミ， ミズキなど40種以上がシカに樹皮剥ぎされて

いる。このネッ トの目的は 種子の供給源である母樹個体の保護にある。当初

は丹沢大山固定公園特別保護地区 (1965年設定)の一部の場所で県民ボランテ

ィアの取組みとして巻かれており，現在は維持管理が主体となっている。それ

以外の場所の自然林では，自然公園の事業で植生保護柵とともに樹皮食い防護

ネッ トは巻かれている。

なお，一度樹皮剥ぎされた樹木にネットを巻く場合が多いが，個体によって

は樹皮剥ぎされる前に巻くこともある。また，樹皮剥ぎされてネットを巻いた

個体が強風により幹折れにつながることもある(写真 6)。こうした幹折れの

個体は，剥皮部からの腐朽菌の侵入で樹体を弱めたことで幹折れにつながった

と推定される。

(2) 植生保護柵

植生保護柵は，冷温帯自然林の林床植生を保護する目的で設置されている。

神奈川県の森林行政ではスギ -ヒノキ造林地の植栽木を保護する柵は防鹿柵，

自然林の林床植生を保護する柵は植生保護柵と呼び分けている。植生保護柵

写真5 環状剥皮されたウラジ 写真6 ネッ トを巻いたものの倒れたウラジロモミ

ロモミ

水利科学 NO.333 2013 
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④ 

図2 自然公園事業で設置された植生保護柵の位置 黒丸が柵 l基に相当

は. 1997年から丹沢大山固定公園の植生衰退の著しい特別保護地区を中心に自

然公園事業により設置されてきた。植生保護柵は l辺が30-50m.高さは

1.8mの鋼製である。 こうした柵を Iか所に複数基を連続して設置している。

大面積の柵を l基設置するという考え方もあるが丹沢の場合， 小面積の柵を

複数基設置することで倒木等による破損時にシカの侵入に伴う植生の全面衰退

のリスクを防いでいる。大面積の柵を I基つくるのと，小面積の柵を複数基つ

くることの是非は，保全生態学でいう自然保護区の設定の SLOSS問題

(Single Large Or Several Small)と同じである。 SLOSS問題では，設定する

目標によって結果は異なることが知られており 植生保護柵に関しても一概に

どちらが優れているとはいえない。丹沢で採用している小面積の柵を複数基設

置する方法は. 1970年から設置するようになった防鹿柵の経験を活かしたもの

である。すなわち，防鹿柵は数 haの新植造林地を囲むため.1か所でも破損

するとシカの侵入で多くの苗木が被害にあうという経験があったのである。ま

た，丹沢のように植生保護柵を設置している森林が成熟したブナ林であること

や，太平洋側では台風の頻度が多いことから，小面積の柵を複数基設置するこ

とが倒木による破損のリスク分散のために望ましいと考えている。

自然公園事業で設置された植生保護柵の2012年 3月時点の実績は，総面積・

48ha.総延長58kmである(図 2)。近年は水源の森林づくり事業等でもモミ

水利科学 No.333 2013 



ニホンジカシリーズ:田村 59 

林や広葉樹二次林に植生保護柵が設置されている。

(3) 土壌保全対策工

土壌保全対策工は，シカの影響などで土壌侵食が発生するようになった場所

において緊急的に土壊を保全するために実施するものである。土壊を保全する

ためには林床植被率を増やすことが望ましいが林床植生がなくてもリターが

あることで土壌侵食は軽減されるため，リターを林地に留めておく工法が主体

である。例えば金網筋工(写真 3)やリター捕捉ロール工(写真4)である。

この対策工は. 2005~2006年に試行的な取り組みや外部有識者を交えた検討に

より確立されたもので. 2007年から現地で実施されている。植生保護柵と一体

的に設置される場合が多く，植生保護柵をこの対策工に含める考えもある。

2008年には現場技術者向けに『土壌保全対策マニュアル』としてまとめられ，

斜面形状や勾配，林床植生の植被率などにより適切な工法を選ぶことが可能で、

ある。本マニュアルは県自然環境保全センター研究連携課のホームページから

ダウンロードできる。

(4) シカの個体数調整

ここでいうシカの個体数調整は 狩猟や農業被害対策としての被害軽減捕獲

とは異なり，鳥獣保護区に含まれる冷温帯自然林のうち植生衰退の著しい地域

において植生回復の目的でシカを捕獲することである。シカの個体数調整は

2003年からシカの保護管理事業で神奈川県猟友会に委託して行われている。目

標密度は暫定で 0~5 頭Ikm2に設定されている。

2012年からは，水源の森林づくり事業を実施している丹沢の低~中標高域に

おいても，シカの採食影響で施業の効果が発現しづらいことがわかってきたた

め，森林施業と一体的にシカの個体数調整が行われている。

N. モニタリングからわかってきたこと

丹沢での森林保全の対策には基本的にモニタリングが組み込まれている(表

1)。事業の担当セクションと研究セクションが連携して各種モニタリングに取

り組んでいる。そのモニタリングは大学との共同研究もあれば，コンサルタン

ト会社への委託，職員自らの調査. NPO法人や県民ボランテイアの調査もあ
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表 1 各種対策とモニタリング指標

対策 主な事業*

自然保護
樹皮食い防護ネット

自然公園

植生保護柵
自然公園

水源の森林づくり

自然公園

水源の森林づくり
土壌保全対策

シカの個体数管理 シカ保護管理

モニタリングの指標項目

林床植生(多年生草本，スズタケ，樹木稚樹)

林床植生(植被率等)

林床合計被覆率， USLE土壌侵食深

USLE土嬢侵食深

生息密度，栄養状態，林床植生への累積利用圧，

柵内外の林床植生(植被率，植物高，不曙好性種

の優占度等)

*正式な事業名ではなく，担当セクシヨンの括りとしての事業名である。

る。

以下に，植生保護柵と土壌保全対策工，シカの個体数調整について，現時点

での結果を概略する。詳細は それぞれの項目に記載する引用文献を見ていた

だきたい。

( 1) 植生保護柵

植生保護柵は衰退した林床植生の回復のために設置されていることから，調

査対象は，神奈川県絶滅危倶種の多年生草本の出現状況とスズタケの回復，高

木性樹木稚樹の更新についてである。

多年生草本について丹沢の 9地区62基の柵内で網羅的に調査したところ，現

在までに19種の絶滅危倶種の多年生草本を確認した(表 2)。そのうちの15種

はシカの採食を減少要因とする種であった。確認した絶滅危慎種のなかには

1990年代に県内で絶滅と判定されたイッポンワラビやノピネチドリ，クガイソ

ウも含まれていた。現時点において丹沢でシカの採食を主因にして絶滅した種

はないと考えられている(田村ら 2011)。柵の中が遺伝子の貯蔵庫(レフュ

ジア，避難場所)になっているのである。

また，絶滅危倶種を含む12種の多年生草本について，隣接した設置年の異な

る柵(一方は退行後約10年経過，他方は退行後約16年経過)を用いて出現状況

を比較したところ，ハルナユキザサのように先に設置した柵の方で有意に個体

数が多い種があった(田村 2010)。このことは，シカの採食圧を長く受ける

と回復しにくい種があることを示唆している。一方で エンレイソウなどでは
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表2 丹沢の植生保護柵内で発見された神奈川県絶滅危倶種の多年生草本

科名 種名 生活型 ランク叫 減少要因*1

オシダ シラネワラビ 多年草準絶滅危倶シカの採食

イワデンダ サトメシダ 多年草 IA類 産地局限，土地造成

コシノサトメシダ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

タカネサトメシダ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

イアポンワラビ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

ウスゲミヤマシケシダ多年草新発見時

ユリ クルマユリ 多年草 IA類 シカの採食

クルマバックパネソウ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

ハルナユキザサ 多年草 IB類 シカの採食

フン エゾスズラン 多年草 IA類 森林衰退，園芸採取

ノピネチドリ 多年草 IA類 シカの採食，園芸採取，森林衰退

オオヤマサギソウ 多年草 E類 シカの採食.園芸採取

キンポウゲ レンゲショウマ 多年草 IB類 シカの採食

メギ ルイヨウボ‘タン 多年草絶滅

セリ アマニュウ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

ヒカゲテミツノT 多年草 IB類 シカの採食，産地局限

アカネ オオキヌタソウ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

ゴマノハグサ クガイソウ 多年草 IA類 シカの採食，産地局限

キク オオモミジガサ 多年草 IB類 シカの採食

* 1 : r神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006j (高桑ら 2006)に基づく。

* 2 田中す (2006)による。

設置年による個体数に差異はなかった。

スズタケの調査では，同一斜面上で先に設置した柵(退行後約10年経過)と

後に設置した柵(退行後約15年経過にそれぞれの柵外で稗高と被度を測定し

た。稗高は先の柵と後の柵の両方で56~75cm であり同程度であった。一方

で，被度は先の柵では経年的に増加する傾向を示したが，後の柵では増加しな

かった(図的。被度に差異があった理由として，スズタケの地下茎は単軸分

枝であり，枯死した稗が多いことによる地下茎の分断と，生存する稗には地下

茎を伸長させるほど物質生産に余裕がないことが考えられた(田村 2013)。

高木性樹木稚樹の調査では，スズタケと同じ調査地で樹種と樹高を測定し

た。全高木性樹木稚樹の密度は先の柵で、多かったものの，スズタケ稗高よりも

高い高木性樹木稚樹は先の柵と後の柵ともに1，250本/haであった。後の柵で

はスズタケの代わりに低木が繁茂していた。一方で，柵外ではlOcmを超える

稚樹は少なかった。これらの結果から，高木性樹木稚樹はスズタケの回復の程

度に関わらず両柵内でスズタケないし低木と競合しながら生残，成長している
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図3 隣接した設置年の異なる柵内と柵外でのスズタケの変化(田村 (2013)を改変)
abcdの異なる文字問で有意差があることを示す。

と考えられた(田村 2013)。

以上のように植生保護柵は多年生革本とスズタケの回復や樹木稚樹の更新に

効果があることを確認できた。また多年生草本の一部とスズタケに関しては，

衰退したら早い段階で植生保護柵を設置することが望ましいと考えられた。

(2) 土壌保全対策工

土壌保全対策工のモニタリングでは 林床植被率とリター被覆率を合わせた

林床合計被覆率と， USLE (Universal Soil Loss Equation ;土砂移動量の推定

式で米国農務省土地保全局が開発したもの)の土壌侵食深が指標として用いら

れている。

林床合計被覆率を用いた土壌保全対策工のモニタリング結果は，石川・内山

(2013)が詳細に報告している。石川・内山 (2013) は，各対策工における土

壌侵食の軽減効果を検討して すべての工法で土壌侵食量が大幅に軽減された

ことを明らかにした。また，植生がなくてもリターを林地に留めることで土壌

侵食を軽減できることを確認した。

USLEの調査では，当初水源の森林づくりのモニタリングにおいて簡易に測

定することを想定していた。しかしながら 10年未満の追跡時間であること

仁試験地の周囲からの土壌の移入を防止する柵を設置しなかったことから，

斜面上方からの土壌の移入もあって時点聞の変化量のばらつきが大きく，現時

点では土壌保全対策の効果を判定することはできていない。今後，指標を林床

合計被覆率にかえることを検討している。
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(3) シカの個体数調整

シカの個体数調整のモニタリングでは，シカの密度，捕獲個体(体サイズ，

年齢査定，栄養状態).生息環境として植生への累積利用圧，植生保護柵外で

の捕獲後の植生回復状況を調査している。

シカの密度は，丹沢の55か所で区画法(ある区域を複数の調査員で分担して

歩き，区域内のシカをもれなく数える調査)により調べられている。個体数調

整を実施している地域では 密度は増減をくりかえしながらも低下する傾向が

あった(藤森ら 2013)。しかしその周囲でシカの密度は高まっている可能

性が示された(藤森ら 2013)。丹沢山地全体でみるとシカの推計生息数は

2006年度末で3，700~4， 500頭. 2011年度末で3，000~5， 500.頭であり，ほほ横ば

いといったところである(羽太ら 2013)。

捕獲個体の分析からは.0歳個体の体重の増加傾向と，捕獲個体の年齢構成

の若齢化の傾向があって，個体群の質的な改善がはかられていると考えられた

(馬場ら 2013)。また，歯の摩滅についても改善する傾向がみられ，樹皮の採

食頻度が減少している可能性が示された(馬場ら 2013)。

植生への累積利用圧の調査からは. 2006年と2011年の比較から全体としてや

や悪化傾向と判定された。しかしこの手法はシカの不晴好性植物の多寡や媛

性ササを指標としており 一度繁茂した不晴好性植物はシカの密度が低下しで

も減少しにくいことから，短期的な変化には馴染まないことが示された(田村

ら 2013a)。それに代る指標として，林床植被率が提案されている(田村ら

2013a)。

捕獲後の植生回復状況の調査からは シカの密度が低下しでも，指標である

植被率や植物高が改善した場所は一部に限られており 継続して捕獲圧をかけ

る必要性が示された(田村ら 2013b)。シカの密度低下と植生の回復には時

間のずれ(タイムラグ)があるし，そのずれは数十年スケールにのぼる可能性

も指摘されている (Tanentzapet al. 2012)。また，シカの採食圧を取り除い

てもかつての状態に推移しない報告 (Kirby2001; Husheer et al. 2003) もあ

る。そのため個体数調整による植生回復については，長期間かかることを前提

に継続的な個体数調整とモニタリングにより植生回復の状態を評価していくこ

とが求められる。

以上のモニタリング結果から，対策の実施地では成果は上がっているもの
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の，その周辺ではシカの密度が高まって横生が衰退する可能性が伺える。こう

したことから. 2012年からは捕獲を専門とするワイルドライフレンジャーを 3

名雇用するとともに，先述した水源の森林づくりの事業地においても森林施業

と一体的にシカの個体数調整を行うことで，捕獲圧の強化をはかっている。

V. おわりに

丹沢では 3度のシカ問題に対して順応的に各種事業と対策に取り組んでき

た。今後もヲ!き続き，森林保全のための緊急措置として各種対策に取り組むこ

とになる。ただしいずれの対策も一度衰退した植生，あるいは衰退しつつあ

る植生を回復させるために実施される場合が多く，健全な植生をシカから予防

するために実施される場合は少ない。

県内の箱根や小仏山地においては シカ問題が顕在化していないもののシカ

が生息していることから，丹沢の二の舞にならないように先手管理することが

望まれる。すなわち，シカ問題が顕著になってから対策を施すのではなく，モ

ニタリングを基礎に据えて問題の兆しが見えた段階で個体数調整するという先

手管理である。

シカから森林を保全する対策の基本はシカの個体数調整であるものの，ハン

タ一人口が減少している現状では 一度衰退した森林を個体数調整のみで回復

させることは難しい。実際に個体数調整で植生が回復した事例は稲富ら

(2012) の報告に限られている。そのため，植生保護柵や土壌保全対策工はこ

れまでの対症療法としてだけでなく，森林の保全上重要な場所では予防手段と

してもっと活用されてよいと考えている。
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