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要 旨 

ニホンジカ（Cervus nippon、以下シカ）の夏季の生息地利用と環境条件の関係を明らかに

することを目的に、富士山北麓の広域（約 131 km2）において糞塊調査を実施した。幅 1m

長さ 500～800mのトランセクトを 60地点設定し（合計距離：33,323 m）、トランセクト内に

ある新鮮なシカの糞塊数と各トランセクトの環境条件［標高（m）、斜度（角度）、森林タイ

プ（シラビソ林・カラマツ林・アカマツ林）、広葉草本・広葉樹・ササ類のバイオマス指数、

見通しスコア］を記録した。シカの生息地利用は補正赤池情報量基準を用いたモデル選択に

より評価した。全てのトランセクトでシカの糞塊が確認され、平均の糞塊密度（糞塊数/100m）

±SDは 6.0 ± 6.2（範囲：0.2～38.3、N=60）だった。モデル選択の結果、標高、斜度、森林タ

イプ、広葉草本・広葉樹・ササ類のバイオマス指数がベストモデルに含まれた。シカは高標

高域の広葉草本・広葉樹の供給が乏しいシラビソ林を頻繁に利用する傾向があった。富士北

麓の低標高域は人間活動が活発で、中標高域は捕獲圧が高いため、食物条件は悪いものの安

全な高標高域を好んで利用した可能性が考えられた。また、シカは緩斜面とササ類の豊富な

環境を頻繁に利用する傾向もあり、これはシカの急峻な地形を苦手とする形態的特徴（細長

い四肢）や食物要求と関連していると考えられた。シカが頻繁に利用する高標高域では生態

系への被害が顕著になりつつあり、生態系保全のためにはこうした地域におけるシカの保

護管理手法の検討が急務であろう。 
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ニホンジカ、 Cervus nippon、生息地利用、高標高域、緩斜面、ササ 

 

Abstract: In order to clarify the relationship between the summer habitat use of sika deer (Cervus 

nippon) and environmental conditions, a fecal pellet group survey was conducted at landscape scale 

(about 131 km2) in the northern slope of Mt. Fuji, central Japan. 60 transects with a width of 1 m and 

a length of 500 to 800 m are set (total distance: 33,323 m), and the number of fresh pellet groups and 
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the environmental conditions of each transect [altitude (m), slope (angle), forest type (Abies Veitch 

forest, Larix kaempferia forest, Pinus densiflora forest), biomass index of forb, broadleaf tree, and 

dwarf bamboo, and visibility score] was recorded. The habitat use of sika deer was evaluated by model 

selection using AICc. Deer fecal pellet groups were confirmed in all transects, and the mean pellet 

group density (number of pellet group / 100 m) ± SD was 6.0 ± 6.2 (range: 0.2 to 38.3, n = 60). As a 

result of model selection, altitude, slope, forest type, and biomass index of forb, broadleaf tree, and 

dwarf bamboo were included in the best models. Sika deer frequently used high altitude areas of Abies 

veitchii forest, where the supply of forbs and broadleaf trees was scarce. Since the human activity and 

culling pressure is high in the low and mid altitude area, respectively, at the northern slope of Mt. Fuji, 

it is possible that the safer high-altitude areas were preferred, despite scarce food condition. In addition, 

sika deer frequently used gentle slopes and in an environment with abundant dwarf bamboos, which 

was considered to be related to the morphological characteristics of sika deer and food requirement. 

Damage to ecosystems is becoming more pronounced in high-altitude areas where sika deer are 

densely distributed, and there is an urgent need to consider conservation and management methods in 

these areas. 

 

Keywords: sika deer, Cervus nippon, habitat use, high altitude area, gentle slope, dwarf bamboo 

 

 

Ⅰ はじめに 

ニホンジカ（Cervus nippon、以下シカ）は日本列島全域に分布する大型草食獣であり、亜

熱帯から亜寒帯、低地から高山帯、森林から草原までと非常に多様な環境に生息する（Ngata 

2015）。その分布域および生息環境の幅広さから、形態（Kubo and Takatsuki 2015）や食性

（Takatsuki 2009a）、行動圏利用（Yabe and Takatsuki 2009）、社会生態（南 2008）などに多様

な種内変異を持つことが知られる。また 1980年代から、日本各地で本種の分布拡大および

個体数の爆発的増加が起き、農林業だけでなく生態系にも甚大な影響を及ぼしている

（Takatsuki 2009b）。このため、本種の各地域個体群の行動や生態に関する情報の蓄積は生

物学的理解を深めるためだけでなく、適切な保護管理を実施するためにも不可欠である。 

 富士山麓では江戸時代中期からシカの生息が記録されており（鳴沢村 1988）、その個体

数は 1960～1980年代には非常に少なく、山地帯の一部に分布したとされている（古屋・黒

田 1971；鳥居 1989）。1990 年代からシカの分布域の拡大と個体数の増加が起き、現在では

市街地周辺から高山帯にかけての広域に生息し（上田 2003；髙田ほか 2020）、農林業への被

害（姜 2001；小田ほか 2001）や天然林での樹皮剥ぎなど生態系への影響も確認されている

（Nagaike 2020a, b）。 

 富士山麓におけるシカの行動や生態に関する先行研究として、個体数の経年変化（吉田

ほか 2013；小平・勝俣 2017）や群れサイズの決定機構（Takada and Washida 2020）、採食物

の栄養学的評価および消化器官の性差（Jiang et al. 2006）、植林地および天然林における樹皮

剥ぎ（Nagaike and Hayashi 2003；Jiang et al. 2005；Takeuchi et al. 2011；Nagaike 2020a,b）に関

する研究が行われてきた。他方、動物の生息地利用の解明はその種生態の理解や保護管理計

画の策定のために重要であるが（Boyce and McDonald 1999）、富士山麓のシカの生息地利用
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に関する知見はこれまでに乏しく、どのような環境条件をシカが頻繁に利用するのかはわ

かっていない。そこで、筆者らは本種の夏季の生息地利用と環境条件の関係を明らかにする

ことを目的に富士北麓の広域においてシカの糞塊調査を実施した。 

 

Ⅱ 材料および方法 

1. 調査地 

 調査は富士山（3,776m）北麓（山梨県側）に位置する約 131 km2の範囲で実施した（Fig. 

1）。標高は 880～2,250mで、気候帯は冷温帯の山地帯から亜高山帯に位置する。調査地の大

部分は針葉樹林であり、シラビソ（Abies veitchii）林、カラマツ（Larix kaempferi）林、アカ

マツ（Pinus densiflora）林がそれぞれ、32.1%、29.3%、22.4%を占める。スギ（Cryptomeria 

japonica）やヒノキ（Chamaecyparis obtusa）、ミズナラ（Quercus crispula）などからなる森林

もほんの一部存在するが、その面積は非常に小さいため（0.1～0.9 km）、本研究ではシラビ

ソ林、カラマツ林、アカマツ林の 3つの森林タイプを調査対象とした（Fig. 2）。シラビソ林

は標高 1,500m 以上の亜高山帯、カラマツ林は標高 1,000～2,250m の山地帯から亜高山帯、

アカマツ林は 800～1,400m の山地帯に主に生育した。調査地域の地形は起伏の少ない緩斜

面が多くを占め（Fig. 1）、その斜度は 0.2～34.3°（平均：12.6°）だった。 

Fig. 1 The Mount Fuji study area (black frame border) with all belt transect locations (color lines, n = 60). The 
color of each transect represents the pellet group density (number of pellet group / 100 m) of sika deer (Cervus 
nippon). Black diamond indicates location of Mount Fuji Research Institute. White parts indicate unlogged, 
mature coniferous forest areas, whereas gray parts indicate non-forest areas (including alpine zone, grasslands, 
residential areas, golf courses, and logging areas) 
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 調査地では年間通じてシカの管理捕獲が主に銃器と猟犬を用いて実施されている。管理

捕獲は人の生活圏から離れ、林道が多く張り巡らされている標高 1,000～1,400mの山地帯を

中心におこなわれており、亜高山帯などの高標高地域に管理捕獲の作業者が入ることはほ

とんどない。 

 

2 糞塊調査および環境評価 

 シカの生息地利用を評価するため、2018 年 6 月から 8 月（夏季）にかけて糞塊調査を実

施した。幅 1m、長さ 500～800m のベルトトランセクトを調査地内に任意に 60 地点設定し

（合計距離：33,323 m、1トランセクトの平均距離：555.4 m）、トランセクト内にある新鮮

なシカの糞塊数を記録した。トランセクト間の距離は少なくとも 500m以上離し、一つのト

ランセクトに一つの森林タイプのみを含むように設定した。また、トランセクトは林縁や隣

接する異なる森林タイプから少なくとも 100m以上離すように設定した。調査は日中（午前

8 時～午後 4 時）に実施し、一トランセクト当たり 50～90 分かけて調査した。各トランセ

クトに対し調査をおこなった順に通し番号（トランセクト ID）を振った。 

単位面積当たりの糞塊数は、草食獣の個体群密度を表す指標や生息地の利用頻度を表す指

標として古くからよく用いられる（Neff 1968；Putman 1984；Marques et al. 2001）。一般的に、

糞塊調査の調査範囲が対象動物の行動圏に対し十分広域である場合には個体群密度の指標

に適するが、調査範囲が狭い場合には局所的な生息地利用の指標に適する（Heinze et al. 

2011）。本研究の糞塊調査のトランセクト（500～800m）は、富士北麓地域に生息するシカの

夏季の行動圏サイズ（0.6～1.5km2：髙田未発表）に対して小さいため、局所スケールの生息

地利用としての指標に適すると考えられる。また、特定の排糞場所を持たない、多くのシカ

科動物において、糞塊密度は生息地利用の指標として用いられている（Loft and Kie 1988；

Edge and Marcum 1989；Månsson et al. 2011；Takada et al. 2020）。そのため、本研究では各ト

ランセクトの糞塊密度（糞塊数/100m）はシカの生息地の利用頻度を表すとみなした。 

 標高や地形、食物の分布、身を隠すためのカバーはシカを含めた多くのシカ科動物の分布

や生息地利用に影響を与えることが知れられている（Borkowski and Furubayashi 1998；Mao 

et al. 2005；Massé and Côté 2009）。これらの環境条件を評価するため、各トランセクトの 100m

間隔（一トランセクト当たり 6～8地点）で標高、斜度、採食可能食物のバイオマス指数、

見通しスコアを記録した。標高（m）と斜度（角度）は国土地理院の 5mメッシュ DEM（数

値標高モデル、国土地理院：https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）から QGIS 2.18（QGIS 

Development Team 2016）を用いて算出した。シカの採食物の供給量を評価するためバイオマ

Fig. 2 Views of each forest type, (a) Abies veitchii (22 years old), (b) Larix kaempferi (25 years old), and (c) 
Pinus densiflora (natural forest), at northern slope of Mt. Fuji, central Japan. 
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ス指数を用いた。バイオマス指数はある範囲に生育する植物の高さ（cm）と被度（cm2）を

掛け合わせた値であり、植物体の体積を表現する指数である（高槻 2010）。各調査地点で縦

1m×横 1m×高さ 1.8m（1.8m3）のコドラートを設置し、内部に生育する植物のバイオマス指

数を算出した。植物は広葉草本、広葉樹、ササ類［主にスズタケ（Sasamorpha borealis）］の

三つに分類した。コドラート内には針葉樹やスゲ、シダ、ササ以外のイネ科なども存在した

が、バイオマス指数の値が非常に小さいか（スゲ、シダ、その他のイネ科）、夏季のシカの

主食となりにくい（針葉樹）ことから解析から除外した。また、バイオマス指数は一般にシ

カが好んで採食しない忌避植物［e.g., テンニンソウ（Leucosceptrum japonicum）、マルバダ

ケブキ（Ligularia dentata）、アセビ（Pieris japonica）、バイケイソウ（Veratrum album）、シャ

クナゲ類］を除いて算出した。シカが危険から身を隠すための遮蔽物の量を評価するため、

下層植生の状態から下記 5段階の見通しスコアを記録した； (1) 下層植生がとても豊か（可

視距離が 10m以内）、(2) 下層植生が豊か（可視距離が 10～30m）、(3) 下層植生が中程度（可

視距離が 30～50m）、(4) 下層植生が乏しい（可視距離が 50～100m）、(5)下層植生が非常に

乏しい（可視距離が 100m以上）。一トランセクト内で取得した 6～8地点の環境条件［標高、

斜度、バイオマス指数（広葉草本、広葉樹、ササ類）、見通しスコア］の平均値をそのトラ

ンセクトを代表する値として扱った。 

本研究で示すシカの糞塊密度や環境条件に関するデータの一部は Takada（2020）に部分

的に公表済みであり、本研究ではこれらのデータからシカの生息地利用を再検討した。 

 

3 解析 

シカの生息地利用と各環境条件の関係を検討するため、一般化線形混合モデル（GLMM）

による解析をおこなった。GLMM の構造は以下の通りである；誤差構造：ポアソン分布、

リンク関数：log、応答変数：シカの糞塊数、オフセット項：トランセクトの長さ（m）、説

明変数：標高（m）、斜度（角度）、森林タイプ（アカマツ林、カラマツ林、シラビソ林）、広

葉草本のバイオマス指数、広葉樹のバイオマス指数、ササ類のバイオマス指数、見通しスコ

ア、ランダム効果：トランセクト ID。各説明変数の値は数値のスケール差の影響を排除す

るために標準化（平均が 0で分散が 1のデータに変換）した。また、カウントした糞塊は同

一個体からの擬似反復の可能性が否定できないことに加え、空間的自己相関をもつ可能性

がある。そのため、トランセクト ID をランダム効果に指定することにより、各トランセク

トを独立のように扱った。説明変数間の多重共線性を確認するため各説明変数の分散拡大

係数（VIF、3 以上で多重共線性有と判断する）を算出した結果、多重共線性は検出されな

かった（VIF、標高：2.06、斜度：1.78、森林タイプ：1.35、広葉草本のバイオマス指数：1.20、

広葉樹のバイオマス指数：1.11、ササ類のバイオマス指数：1.03、見通しスコア：1.20）。シ

カの生息地利用を最も説明するモデルを選択するため補正赤池情報量基準（AICc：Burnham 

and Anderson 2002）を用いた。AICc の値が最も小さいモデルをベストモデルとし、ベスト

モデルから AICcの差（ΔAICc）が 2以下のモデルもベストモデルと同等とみなした。ΔAICc

が 2以下のモデルを平均化し、各説明変数の係数（β estimates）を算出した。解析には R 4.0.3 

(R Core Team 2020)を用い、パッケージは「car」（Fox and Weisberg 2011）、「lme4」（Bates et al. 

2015）、「MuMIn」（Barton 2019）を用いた。 
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Ⅲ 結果 

60 トランセクト全てでシカの糞塊が出現し（Fig. 1）、合計で 1,986個の糞塊をカウントし

た。平均糞塊密度（糞塊数/100m±SD）は 6.0 ± 6.2（範囲：0.2～38.3、N=60）だった。調査

範囲の南西（富士山西斜面）に位置するトランセクトで糞塊密度が高かった（Fig. 1）。また、

糞塊密度（糞塊数/100m）が 10を超える地域は標高 1,400m以上にのみ観察され、20を超え

る地域は標高 1,700～1,900mの亜高山帯に観察された（Fig. 1）。モデル選択の結果、ΔAICc

が 2以下のモデルには標高、斜度、森林タイプ、広葉草本・広葉樹・ササ類のバイオマス指

数が含まれた（Table 1）。ベストモデルの係数から、標高が高いほど、斜度が緩いほど、広

葉草本・広葉樹のバイオマス指数が低いほど、ササ類のバイオマス指数が高いほど、シカの

糞塊数が多いことが示された（Table 2、Fig. 3）。また、森林タイプではシラビソ林、カラマ

ツ林、アカマツ林の順にシカの糞塊数が多いことが示された（Table 2、Fig. 3）。にシカの糞

塊数が多いことが示された（Table 2、Fig. 3）。 

 

Table 1 Top 10 of model selection results for the effects of various predictor variables on number of sika deer (Cervus 
nippon) pellet groups during summer at Mount Fuji, central Japan. The fit of each model was assessed by Akaike's 
information criterion modified for small sample sizes (AICc), ΔAICc, and Akaike weights (wAICc). K indicates 
number of parameters in the model. Predictor variables are altitude (Al), slope (Sl), biomass index of forb (BF), biomass 
index of broadleaf tree (BB), biomass index of dwarf bamboo (BD), forest type (FT), and visibility score (VS). The 
best model and models with a ΔAICc less than 2 are shown in bold. All predictor variables, except for forest type, were 
standardized. 

 

Model Number Predictor variables K AICc ΔAICc wAICc 

123 Sl+BF+BB+BD+FT 9 514.1 0.0 0.269 

124 Al+Sl+BF+BB+BD+FT 10 515.7 1.6 0.122 

116 Al+Sl+BB+BD+FT 9 516.6 2.5 0.08 

115 Sl+BB+BD+FT 8 516.7 2.6 0.074 

127 Sl+BF+BB+BD+FT+VS 10 516.9 2.8 0.067 

121 Sl+BF+BD+FT 8 517.6 3.5 0.048 

119 Sl+BB+BD+FT+VS 9 518.4 4.3 0.032 

128 Al+Sl+BF+BB+BD+FT+VS 11 518.7 4.6 0.027 

122 Al+Sl+BF+BD+FT 9 519 4.9 0.024 

19 BB+BD 5 519.3 5.2 0.021 
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Table 2. Model-averaged (any pair of models with a difference in ΔAICc less than 2) conditional beta estimates for 
predictor variables present in the most parsimonious model for the number of sika deer (Cervus nippon) pellet groups 
during summer at Mount Fuji, central Japan. All predictor variables, except for forest type, were standardized. ‘Abies 
veitchiii’ is not shown since it serves as reference levels for forest type. 

 

 

Fig. 3 Marginal effect of predictor variables on the best model for the number of sika deer (Cervus nippon) pellet groups 
(± 95% CI) during summer at Mount Fuji, central Japan. Predictor variables included altitude, slope, biomass index of 
forb, biomass index of broadleaf tree, biomass index of dwarf bamboo, and forest type. All predictor variables, except 
for forest type, were standardized. ‘A.v.’, ‘L.k.’, and ‘P.d.’ indicate forest type of Abies veitchii, Larix kaempferi, and 
Pinus densiflora, respectively. 

 

Ⅳ 考察 

 本研究は富士北麓広域におけるシカの夏季の生息地利用を初めて示した。シカの生息

地利用は標高、斜度、森林タイプ、食物供給などの環境条件に左右され、高標高域、緩斜面、

広葉草本および広葉樹が乏しい場所、ササ類が豊富な場所、シラビソ林をシカが頻繁に利用

することが示唆された。 

一般的に、大型草食獣の生息地利用は捕食圧や食物資源の分布、気候条件などから影響を

受けており（Lima 1998；Dussault et al. 2004；Sih 2005）、その中でも適応度に致命的な影響

を与える捕食圧は特に重要な要因と考えられている（Kittle et al. 2008；Valeix et al. 2009）。

例えば、シカと同属のエルク（Cervus elaphus）の空間分布は捕食者であるオオカミ（Canis 

lupus）の存在から強く影響を受け、オオカミ不在下では食物条件を優先した生息地利用を

Predictor variables β SE ｚ P 

Intercept -2.69 0.16 16.78 < 2.0 × 10-16 

Altitude 0.17 0.15 1.12 0.26 

Slope -0.40 0.13 2.99 0.002 

Biomass index of forb -2.07 0.09 2.16 0.031 

Biomass index of broadleaf tree -0.25 0.10 2.39 0.017 

Biomass index of dwarf bamboo 0.39 0.08 5.03 5.00 × 10-7 

Forest type: Larix kaempferi -0.47 0.21 2.17 0.03 

Forest type: Pinus densiflora -0.93 0.27 3.34 8.39 × 10-4 
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示すのに対し、オオカミ存在下では安全性を優先した生息地利用を示す（Hernández and 

Laundré 2005；Mao et al. 2005）。また、人間活動も捕食圧と同様に多くのシカ科動物の生息

地利用に強く影響することが知られる（Putman 1996）。本研究におけるシカの生息地利用も

捕食リスクや人間活動、食物資源の分布と密接に関連している可能性がある。このような視

点からシカの生息地利用と環境条件との関係を以下で検討する。 

 まず、シカは低中標高域の山地帯よりも高標高地域の亜高山帯を頻繁に利用した。低標

高地域（800～1,200m）には部分的に宅地（別荘）やゴルフ場、工場、交通量の比較的多い

一般道が分布している。こうした人間活動の活発な地域を避けるため、低標高域の利用頻度

が低かった可能性がある。実際、シカが人間活動の多い地域を避けることは群馬県嬬恋村で

も報告されている（Seki and Hayama 2021）。また、調査地の管理捕獲による捕獲圧は標高

1,000m から 1,400m の中標高地域の山地帯で強いのに対し、高標高域ではほとんどなかっ

た。そのため、シカは捕食リスクを避けるために高標高域に高密度で分布した可能性がある。

実際、シカが捕獲圧の高い地域を避けることや（Kamei et al. 2010）、捕獲圧が季節移動の要

因になりうることが GPS首輪を用いた行動追跡により示唆されている（Takii et al. 2012）。 

次に、広葉草本や広葉樹は冷温帯に生息するシカの夏季の主要食物になりうるが（e.g., 

Endo et al. 2017；Kagamiuchi and Takatsuki 2020）、シラビソ林は常緑かつ林冠が閉鎖的である

ため林床が暗く、カラマツ林やアカマツ林に比べて広葉草本と広葉樹の供給量が少ない（Fig. 

2）。それにも関わらず、本研究の結果は広葉草本と広葉樹の供給が乏しいシラビソ林を頻繁

に利用する傾向を示した。この理由として、食物条件よりも捕食リスクや人間活動からの回

避を優先した可能性が考えられる。各森林タイプの標高分布はシラビソ林、カラマツ林、ア

カマツ林の順に高い傾向にあり、人間活動が活発かつ捕獲圧が高い低中標高域に位置する

アカマツ林やカラマツ林を避けた可能性がある。ただし、本研究では捕獲圧および人間活動

を直接評価することができなかった。今後、シカの捕殺地点や捕獲範囲、交通量などを定量

的に評価し、それらがシカの生息地利用に与える影響を評価する必要があるだろう。 

 本研究の結果はシカが急斜面よりも緩斜面を頻繁に利用する傾向を示した。急峻な地

形に適応した大型草食獣の多くはニホンカモシカ（Capricornis crispus）やシロイワヤギ

（Oreamnos americanus）のように太くて短い筋肉質な四肢を持つ傾向にある（Festa-Bianchet 

and Côté 2007；Takada et al. 2019）。対照的にシカは細長い四肢を持ち、これは平坦な地形を

早く走ることに長けた形態である。そのため、シカは急斜面よりも緩斜面を好んだと考えら

れた。また、シカが急斜面よりも緩斜面を頻繁に利用することは栃木県足尾山地（Nowicki 

and Koganezawa 2001）や徳島県八面山（Yamashiro et al. 2019）などでも報告されており、本

研究はこれらの先行研究を支持した。また本研究の結果はシカがササ類の豊富な環境を頻

繁に利用する傾向を示した。ササ類は冷温帯に生息するシカの最も主要な採食物であり

（Takatsuki 2009a；Takada et al. 2021）、富士北麓の亜高山帯に生息するシカにおいても年間

を通じて主要な採食物である（比留間 2019）。また、ササ類は高標高域にも生育したため、

捕食リスクや人間活動の影響が少ない地域の中では特に重要な食物資源であると推察され

た。そのため、ササ類の豊富な環境を頻繁に利用したと考えられた。また、シカがササ類の

豊富な環境を頻繁に利用することは冷温帯に位置する長野県浅間山（Takada et al. 2020）や

神奈川県丹沢山（Borkowski and Furubayashi 1998）、三重県大台ヶ原（Maeji et al. 1999）、岩

手県五葉山（Takatsuki 1989）などでも報告されており、本研究はこれらの先行研究を支持し
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た。 

 本研究の結果から、シカが捕獲圧や人間活動を避けて高標高域を頻繁に利用する可能

性が示唆された。言い換えると、人間はシカの生息地利用を高標高域へ押し上げている可能

性がある。富士山麓のシカは少なくとも 1980年代まで亜高山帯や高山帯には分布していな

かったが（古屋・黒田 1971；鳥居 1989）、現在では亜高山帯から高山帯に多くの個体が生息

する（髙田ほか 2020）。亜高山帯の天然林ではシカの樹皮剥ぎ被害が森林更新に深刻な影響

を与えている（Nagaike 2020a, b）。また、高山帯では進出したシカと在来のニホンカモシカ

との間で食物をめぐる競争の可能性が指摘されており（髙田ほか 2020；高田 2021）、植物群

落のみならず生態系全体へ負の影響を与えている可能性がある。富士山の亜高山帯および

高山帯は人為的な環境改変が少なく原生的な景観を保持するため（富士山科学研究所 2020）、

貴重性が高く生態系保全の価値が高いといえる。富士山の生態系を将来にわたり保全して

いくためには、高標高域におけるシカ保護管理手法の検討が急務であろう。 
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