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要 旨 

富士山高山帯におけるニホンカモシカ（Capricornis crispus）およびニホンジカ（Cervus nippon）

の生息状況を探るため、2017 年 7 月から 2019 年 9 月にかけての合計 50 日間、直接観察に

よる調査を実施した。調査は亜高山帯の森林と高山帯のスコリア荒原を含む約 7.5 ㎢の範囲

でおこなった（標高 2000～2900m）。その結果、カモシカとシカをそれぞれ合計 51 頭と 34

頭発見した。カモシカは年間を通じて森林限界付近に生息するのに対し、シカは夏から秋の

みに生息が確認された。カモシカは春から秋にかけて高山帯のスコリア荒原を利用し（発見

地点の最高標高：2890m）、オンタデ（Aconogonon weyrichii）やイタドリ（Reynoutria japonica）、

ミネヤナギ（Salix reinii）などを採食することが観察された。冬にはスコリア荒原の利用は

観察されず、亜高山帯林および林縁で針葉樹［シラビソ（Abies veitchii）、カラマツ（Larix 

kaempferi）］や落葉広葉樹［ミヤマハンノキ（Alnus maximowiczii）、ダケカンバ（Betula ermanii）］

の葉および枝先を採食することが観察された。これらのことから、スコリア荒原は春から秋

にかけてカモシカの採食場になることと、カモシカが季節的に利用場所を変化させているこ

とが示唆された。一方、シカによるスコリア荒原の利用は夏から秋に観察され（発見地点の

最高標高：2790m）、カモシカが採食した植物と同一種の採食が観察された。また、冬から

春にかけてはシカの生息が確認できなかったことから、調査地域外の低標高地に季節移動し

ていると推察された。 
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Abstract: In order to examine the present status of the Japanese serow (Capricornis crispus) and the 

sika deer (Cervus nippon) in the alpine habitat at Mount Fuji, we conducted a direct observation for 

a total of 50 days from July 2017 to September 2019. The study area included subalpine forest and 
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alpine volcanic desert. As a result, we found total of 51 individuals of serows and 34 individuals of 

deer in the study area including alpine volcanic desert and subalpine forest. Serows were found in 

this area throughout the year, whereas deer were found only in summer and autumn. Serows used 

alpine volcanic desert from spring to autumn (the highest altitude at serow found: 2890m) and feed 

on Aconogonon weyrichii, Reynoutria japonica, and Salix reinii in there. However, serows never 

used alpine volcanic desert in winter, and they used subalpine forest and feed on leaves of conifers 

(Abies veitchii and Larix kaempferi) and twigs of deciduous broad-leaved trees (Alnus maximowiczii 

and Betula ermanii) in there. These observations suggest that alpine volcanic desert is used as 

foraging site for serows from spring to autumn, and that serows vary their habitat use according to 

season. On the other hand, deer also used alpine volcanic desert from summer to autumn (the highest 

altitude at deer found: 2790m), and feed on the same plant species as serow feeding. In addition, 

deer could not be found from winter to spring, suggesting that they migrated seasonally to low 

altitude areas outside the study area. 

 

Keywords: Japanese serow, Capricornis crispus, Sika deer, Cervus nippon, alpine zone, direct 

observation 

 

 

Ⅰ はじめに 

 1970 年代から現在までにニホンジカ（Cervus nippon、以下シカ）の分布拡大と個体数の

急増が日本各地で報告されている（依光 2011）。シカの急増による植生への影響は全国規模

で顕在化しており（Takatsuki 2009）、これまでシカが生息していなかった高山帯においても、

採食圧や踏圧による植生の変化や土壌の浸食が報告されている（増沢 2015；長池 2017）。 

 一方、シカと同じく大型草食獣であるニホンカモシカ（Capricornis crispus、以下カモシカ）

の個体数は、シカの増加に伴い減少することがいくつかの地域で報告されており

（Koganezawa 1999；名和 2009；橋本・森 2018 ）、シカと競争関係にある可能性が指摘され

ている（Nowicki and Koganezawa 2002）。また、高山帯はカモシカ元来の貴重な生息環境の

ひとつであるが、シカの高山帯進出により、カモシカの生息が脅かされることが懸念される。

しかし、高山帯におけるカモシカの生態や生息状況に関する知見は乏しい。高山帯における

カモシカの保全、ひいては高山生態系の保全をおこなうためには、高山帯における両種の生

息状況や個体群動態、生態に関する情報の蓄積が必要である。 

 富士山（3776m）北麓の森林限界は標高 2400～2600m 付近にあり（丸田・増山 2009）、高

山帯には広大なスコリア荒原（火山性砂礫地）を有する。富士北麓では、シカは低地から森

林限界にかけて、カモシカは亜高山帯から森林限界にかけて生息することが確認されている

ものの（上田 2003）、両種の高山帯における生息情報は乏しい（篠田・白石 2003）。筆者ら

は直接観察により、富士山高山帯における両種の生息情報や採食物、群れ行動、およびそれ

らの季節変化に関する知見を得たのでここに報告する。 

 

Ⅱ 調査地および方法 

 調査は富士山北麓の標高 2000m から 2900m の約 7.5 ㎢の範囲でおこなった（Fig. 1）。調
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査地内には車道（スバルライン、滝沢林道）および登山道（御中道、吉田ルート）が含まれ

る。調査地の大部分は高山帯のスコリア荒原から構成され、一部にカラマツ（Larix kaempferi）、 

 

Figure 1. The Mount Fuji study area (black frame border). 

 

シラビソ（Abies veitchii）、コメツガ（Tsuga diversifolia）、ダケカンバ（Betula ermanii）から

成る亜高山帯の森林を含む。スコリア荒原の下層植生には、オンタデ（Aconogonon weyrichii）

やイワツメクサ（Stellaria nipponica）、ミヤマオトコヨモギ（Artemisia pedunculosa）、ミネヤ

ナギ（Salix reinii）などが低密度に生育する。亜高山帯林の下層植生には、シラビソやコメ

ツガなどの幼木とハクサンシャクナゲ（Rhododendron brachycarpum）、コケモモ（Vaccinium 

vitis-idaea）などの常緑広葉樹がまばらに生育する。亜高山帯林からスコリア荒原への移行

帯（林縁）には、ダケカンバやカラマツ、ミヤマハンノキ（Alnus maximowiczii）、ミネヤナ

ギなどの低木類が生育する。積雪期間は 10 月下旬から 5 月上旬までで、厳冬期の積雪深は

100～300cm 前後である。 

 調査は 2017 年 7 月から 2019 年 9 月にかけて、毎月 1～6 日間実施した。積雪により調査

地へのアプローチが困難で、雪崩や滑落の危険性の高い 11月～4月は調査日数が少ないか、

調査を実施できないことがあった。 

日中（7 時～17 時）に、調査地を任意に踏査し、双眼鏡（×10）および望遠鏡（×50）、

デジタルカメラ（PowerShot HS50, Canon, 東京都大田区）を用いてカモシカおよびシカを観

察した。高山帯は見通しが良く、最長で 500m 前後離れた位置から個体を発見でき、多くの

場合 50～200m の距離で個体を観察できた。亜高山帯林は見通しが悪く、20～100m の範囲

で個体を発見できた。カモシカおよびシカの発見時には、性別、齢クラス、群れサイズ、発

見地点の環境、個体の移動した軌跡、採食物を記録した。カモシカの性別および齢クラス（0

歳、1 歳、2 歳、3 歳以上（成獣））の判別は Kishimoto（1988）に従いおこなった。シカの

齢クラスは 0 歳、1 歳、2 歳以上（成獣）に分類し、オスジカの場合は角の尖数を記録した。
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互いの距離が 30m 以内に位置する複数個体を同一の群れと定義した。発見地点の環境は、

スコリア荒原、亜高山帯林、林縁（低木群落）の 3 つに分類した。個体の移動した軌跡は

1/10,000 の地図に記録した。採食行動が確認された場合には、できる限り採食された植物種

とその部位を記録した。 

 季節区分は、3～5 月を春、6～8 月を夏、9～11 月を秋、12～2 月を冬とした。 

 

Ⅲ 結果 

１．カモシカとシカの高山帯利用 

 合計 50 日間調査を実施し、カモシカとシカをそれぞれ合計 51 頭と 34 頭発見した（Table 

1）。カモシカは全ての季節で個体が発見されたのに対し、シカは冬から春にかけて一度も個

体を発見することができなかった（Table 1）。 

 

Table 1. Sighting number of individuals for each season of the Japanese serow (Capricornis 

crispus) and the sika deer (Cervus nippon), and number of observation days in the alpine habitat at 

Mount Fuji, central Japan. 

 

 

カモシカ、シカともに高山帯のスコリア荒原を利用することが確認された（Fig. 2, Fig. 3, 

Table 2）。カモシカでは春から秋にスコリア荒原の利用が確認され、特に夏に発見個体数が

多かった（Table 2）。しかし、冬季にはスコリア荒原でカモシカは発見されず、林縁もしく

は亜高山帯林でのみ発見された（Table 2）。カモシカの発見地点の最高標高は 2890m で 2018

年 8 月に観察された。一方、シカでは夏から秋にスコリア荒原の利用が確認されたが、スコ

リア荒原に比べて林縁での発見回数が多かった（Table 2）。シカの発見地点の最高標高は

2790m で、2019 年 8 月に観察された。 

 

Table 2. Sighting number of individuals for each habitat types and season of the Japanese serow 

(Capricornis crispus) and the sika deer (Cervus nippon) in the alpine habitat at Mount Fuji, central 

Japan. 

 

Spring Summer Autumn Winter

(Mar-May) (Jun-Aug) (Sep-Nov) (Dec-Feb)

Sighting numberof deer

Number of observation days

0 26 8 0 34

6 20 20 4 50

Season Total

3 21 21 6 51Sighting number of serow

Season

Species Serow Deer Serow Deer Serow Deer Serow Deer

Subalpine forest 1 0 3 4 4 1 1 0

Forest edge 0 0 2 18 7 4 5 0

Volcanic desert 3 0 16 4 10 2 0 0

Spring Summer Autumn Winter
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Figure 2  Adult female and her kid of the Japanese serow (Capricornis crispus) found in the 

alpine volcanic desert at mount Fuji, central Japan. (September, 2017) 

 

 

 

Figure 3  Female group of the sika deer (Cervus nippon) found in the alpine volcanic desert at 

mount Fuji, central Japan. (July, 2019)  
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２．カモシカとシカの群れ 

 カモシカでは単独から最大 3 頭の群れが観察された（Table 3）。単独、2 頭連れ、3 頭連れ

でいた割合はそれぞれ 63.9％、27.8％、8.3％で、過半数が単独であった。群れ構成は成獣メ

スとその 0 歳から 2 歳までの子供、成獣メスと成獣オスの組み合わせからなり、同性の成獣

間での群れは一度も観察されなかった（Table 3）。カモシカの出産期にあたる 5 月から 6 月

には（Kita et al. 1987）、生後間もない幼獣が観察され、調査地域で出産がおこなわれている

と推察された。 

 

Table 3. Observation number for each group size, group composition and season of the Japanese 

serow (Capricornis crispus) in the alpine habitat at Mount Fuji, central Japan. 

 

M, F and O of the group composition indicate adult males, adult females, and filial offspring of adult 

females (<2 years old), respectively. 

 

 シカでは単独から最大 3 頭の群れが観察された（Table 4）。単独、2 頭連れ、3 頭連れでい

た割合はそれぞれ 66.7％、9.5％、23.8％で、過半数が単独であった。群れ構成は複数の成獣

メスとその子供で構成されるメス群と複数のオスで構成されるオス群、メスとオスが混じる

雌雄混群が確認された（Table 4）。シカの出産のピークにあたる 6 月には（Miura 1984）、生

後間もない幼獣が観察され、調査地域で出産がおこなわれていると推察された。 

 

Table 4. Observation number for each group size, group composition and season of the sika deer 

(Cervus nippon) in the alpine habitat at Mount Fuji, central Japan. 

 

M, F and O of the group composition indicate adult males, adult females, and filial offspring of 

adult females (<1 years old), respectively. 

Group Group

size composition

1 Solitary 4 13 4 2 23

2 M-F 0 0 1 2 3

F-O 0 1 6 0 7

3 M-F-O 0 1 0 0 1

F-O-O 0 1 1 0 2

1 1.31 1.75 1.5 1.39

Spring Summer Autumn Winter Total

Mean group size

Group Group

size composition

1 Solitary 12 2 14

2 F-F 0 1 1

Ｍ-Ｍ 1 0 1

3 Ｆ-Ｆ-Ｆ 0 1 1

Ｆ-Ｆ-Ｏ 2 0 2

Ｆ-Ｍ-Ｏ 1 0 1

Ｆ-Ｍ-Ｍ 1 0 1

1.53 1.75 1.64

Summer Autumn Total

Mean group size
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３．カモシカとシカの採食物 

 カモシカの採食植物は、オンタデ、イタドリ、ミネヤナギ、ミヤマハンノキ、ダケカンバ、

カラマツ、シラビソの少なくとも 7 種が確認された（Table 5）。夏にはオンタデ、イタドリ、

ミネヤナギをスコリア荒原と林縁で採食することが観察され、秋にはそれらに加えカラマツ

の枝先（冬芽）の採食がスコリア荒原および林縁で観察された。冬の採食行動は林縁および

亜高山帯林で観察され、ミヤマハンノキ、ダケカンバ、カラマツの枝先とシラビソの葉が採

食された。 

 シカの採食植物は、オンタデ、イタドリ、ミヤマハンノキ、ミネヤナギ、ダケカンバ、イ

ネ科 sp.の少なくとも 6 種が確認された（Table 5）。シカの採食行動は夏のスコリア荒原と林

縁で観察することができ、上記 6 種の葉の採食が確認された。 

 

Table 5. Food plant species and parts for the Japanese serow (Capricornis crispus) and the sika deer 

(Cervus nippon) in the alpine habitat at Mount Fuji, central Japan. 

 

 

Ⅳ 考察 

 富士山高山帯におけるカモシカの目撃情報は古くからあったものの、その記録は非常に限

られており（e.g.古屋・黒田 1971；中島 1985；今泉 1992）、カモシカが恒常的に高山帯に生

息するかどうかは未解明であった。本研究により、カモシカが年間を通じて森林限界付近に

生息すること、また季節的に高山帯のスコリア荒原を利用することが示された。 

本研究ではカモシカのスコリア荒原の利用は春から秋に限られ、冬には利用が確認されな

かった。このため、富士山高山帯のカモシカは行動圏の季節移動をしているか、行動圏内の

利用場所を季節的に変化させている可能性が高いと考えられた。春から秋にかけて、スコリ

ア荒原にはオンタデやミネヤナギなどの広葉草本と落葉広葉樹の低木が亜高山帯林に比べ

て豊富に生育している。日本の多くの地域において、広葉草本や落葉広葉樹はカモシカの主

要な採食物であり（Ochiai 1999；Endo et al. 2017；Takada and Minami 2019a）、実際こうした

植物の採食が確認された（Table 5）。このことから、スコリア荒原は春から秋にかけてカモ

シカの採食場としての機能があると考えられた。しかし、冬になるとスコリア荒原は降雪と

低温、強風により氷雪に覆われる。このためほとんど全ての食物が利用できなくなる。さら

に、高木が生育していないため、風や気温などの気候条件も森林に比べて非常に厳しい。一

Species Deer

Season Summer Autumn Winter Summer

Food plants
Aconogonon weyrichii

(leaves)

Aconogonon weyrichii

(leaves + stems)

Alnus maximowiczii

(twigs)

Aconogonon weyrichii

(leaves)

Reynoutria japonica

(leaves)

Reynoutria japonica

(leaves)

Betula ermanii

(twigs)

Reynoutria japonica

(leaves)

Salix reinii

(leaves)

Salix reinii

(leaves + twigs)

Larix kaempferi

(twigs)

Alnus ｍaximowiczii

(leaves)

Larix kaempferi

(twigs)

Abies veitchii

(leaves)

Salix reinii

(leaves)

Betula ermanii

(leaves)

Gramineae sp.

(leaves)

Serow
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方、亜高山帯林は、量と質ともに高くはないものの、冬季にも採食可能な針葉樹をカモシカ

に供給するうえ（Table 5）、スコリア荒原に比べて安定した気候条件も提供する。また、林

縁では積雪から突出した落葉広葉樹の枝先を採食することが可能である（Table 5）。このた

め、カモシカは冬に亜高山帯林および林縁を主に利用していると推察された。 

山地帯の森林に生息するカモシカは、季節移動の無い定住的な行動圏を持つことが知られ

（Kishimoto and Kawamichi 1996；Ochiai and Susaki 2002；Takada et al. 2020a）、その行動圏サ

イズや利用場所も大きな季節変化はないと考えられる（落合 2016；髙田 2018；Takada et al. 

2020b）。また、長野県浅間山の高山草原に生息するカモシカは、年間を通じて高山草原を利

用し、冬は積雪下の草本類を掘り起こして採食することが知られている（Takada and Minami 

2019a）。本研究で観察された高山帯利用の季節変化は、気候条件が著しく厳しく、食物条件

が乏しい富士山特有のカモシカの生態である可能性がある。 

富士山高山帯におけるカモシカの群れサイズは主に単独であり、低地から山地帯の森林や

高山草原における多くの既存研究と類似する傾向を示した（Kishimoto 1989；Ochiai 1993；

名和 2009；Takada and Minami 2019b ）。また、群れ構成についても、成獣メスとその 0-2 歳

の子供、成獣オスにより構成される傾向は多くの既存研究と類似した（Kishimoto 1989；

Ochiai 1993；Takada and Minami 2019b）。一方、富士山高山帯におけるカモシカの年間の母

子連れの観察割合は（27.8％、Table 3）、既存研究に比べて高い傾向にあった（長野県浅間

山：7.1～8.0％、Takada and Minami 2019b）。最近の研究では、カモシカの個体間関係や社会

構造が生息環境に応じて変異することが報告されている（Takada and Minami 2019b；Takada 

et al. 2020a）。富士山高山帯のカモシカでも、他地域と異なる特有の個体間関係を持つ可能

性が考えられる。富士山高山帯におけるカモシカの行動圏利用や食性、社会構造などの生活

史の詳細を明らかにするためには、今後、GPS 首輪やセンサーカメラ、糞分析を用いた調

査をおこなう必要があるだろう。 

 富士山高山帯におけるシカの生息情報は、少なくとも 1970 年代には無く、この頃は低標

高の山地帯でも個体数が非常に少ない状況であった（古屋・黒田 1971）。1990 年代には富

士山の山地帯でシカの林業被害が確認されるようになり（姜ほか 2001）、2000 年代には森

林限界付近で生息が確認されるようになった（上田 2003）。本研究により、現在、シカが季

節的に森林限界付近に生息し、高山帯のスコリア荒原を利用していることが明らかとなった。 

本研究において、カモシカの生息は一年中確認されたのに対し、シカは夏から秋にのみ調

査地で確認された。また、本調査地において冬から春にはシカの糞や体毛などの痕跡も発見

できなかった（髙田 未発表）。南アルプス北部に生息するシカは季節移動をおこなうことが

知られ、夏季には亜高山帯から高山帯を、冬季には 1800m 以下の山地帯を利用する（泉山

2013）。富士北麓に生息するシカも同様に、食物資源と気候条件の季節変動に合わせ、夏に

は高山帯を利用し、冬には低標高地へ季節移動をおこなっている可能性が高いと推察された。 

富士山高山帯におけるカモシカとシカの両種は夏にスコリア荒原と林縁で採食すること

が観察され、採食植物種にも重複が確認された（Table 5）。南アルプスの高山帯では、シカ

の移入およびその採食圧と踏圧により、草本密度の低下や優占種の変化、土壌流出と裸地の

増加などが確認されている（増沢 2015；長池 2017）。富士山高山帯においても、シカの採食

圧や踏圧により植生の減退や種組成の変化が起きれば、カモシカ個体群が負の影響を受ける

と予想される。 
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本地域における両種の保全対策を進めるには、シカによる植生への影響の評価や、両種の

資源利用をめぐる種間関係の定量的な評価、シカの越冬地の把握やその移動経路についての

情報など収集する必要があるだろう。 
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