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長野県霧ヶ峰高原におけるニホンジカの草原の利用と電気柵の影響
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㈲あかつき動物研究所
要

約

長野県霧ヶ峰高原において2008年７月に３頭（メス２頭，オス１頭）のニホンジカに GPS 首輪を装着し，
追跡個体の草原の利用および試験的に設置された電気柵の影響について検討した。草原を利用していた期間
や時間は個体により異なった。メス２頭については日中と夜間で異なる場所にコアエリアが形成された。ほ
ぼ毎日草原と森林を往復移動していたメス１頭は，日没時刻より46.9±61.1分後（ ＝54）に草原に現れ，
日の出時刻より48.2±39.9分前（ ＝51）には草原から森林に移動を開始していた。３頭のうちメス２頭に
ついて， 島ヶ原湿原東側において約740ⅿの線形に設置された電気柵の影響について分析した。２頭とも，
電気柵を横断あるいは迂回して草原に現れていた。線形の電気柵では，ニホンジカの草原の利用を制限する
ことはできず，侵入防止対策としての効果は見込めないことが示された。
キーワード：ニホンジカ，霧ヶ峰，草原，GPS 首輪，電気柵

はじめに

採食による植生への影響も懸念されており，2008年
頃より対策が講じられている。当地域のシカの行動

本 州 中 部 に 位 置 す る 長 野 県 霧ヶ峰 高 原 は 車 山

については，23頭の個体追跡から，霧ヶ峰とその周

（36°
06ʼ
11ʼ
N，138°
E；標高1,925ⅿ）の西方に広が

辺地域の間を季節移動している個体と，年間を通し

る比

て霧ヶ峰高原に滞在する定住型の個体が混在してい

的なだらかな地域である。標高約1,500ⅿ以

上の地域にはヒゲノガリヤス（Calamagrostis lon-

ることが報告されており，広大な草原がシカの移動

giseta）やススキ（ Miscanthus sinensis） の優占す

に関わっている可能性が示唆された 。

る二次草原が広がり，標 高1,700ⅿ 以 上 の 地 域 の

一方，シカが草原を利用している期間や時刻を明

80％以上の地域が草原となっている 。1960〜66年

らかにすることは，当地域の植生保護にむけた総合

にかけて牛の放牧が行われた 島ヶ原湿原の東側な

的な対策を行う上でも重要であるが，まだ報告がな

どには ，現在も大 面 積 の 人 工 草 原（牧 草 地）が

い。また，近年設置された電気柵や防護柵の効果に

残っており ，草原や湿原の周辺には亜高山帯針葉

ついて検証した報告もほとんどない。そこで，本研

樹林，カラマツ（Larix caempferi）植林，落葉広

究では，霧ヶ峰高原において草原を利用するシカの

葉樹林が広がっている。

日周行動と利用場所，さらに2008年に試験的に設置

霧ヶ峰高原においては，1990年代以降ニホンジカ

された簡易電気柵の影響を明らかにすることを目的

（Cervus nippon；以下，シカ）が草原で見かけら

として，高頻度の測位間隔に設定した GPS 首輪に

れるようになり，2004年以降に広く分布するように

よるシカの個体追跡を実施した。

なった 。2009年のライトセンサス調査によるシカ

調査地および調査方法

の平均発見頭数は,2006年の約３倍に増えており，
霧ヶ峰高原におけるシカの生息密度が増加している

１．調査地

と考えられている 。近年では霧ヶ峰高原の景観を

長野県のほぼ中央に位置する霧ヶ峰高原において

代表するニッコウキスゲ（Hemerocallis dumortieri

調査を行った（図１）
。シカの捕獲は，霧ヶ峰高原

var. esculenta）の採食をはじめ ，霧ヶ峰高原で最

の北東部に位置する 島ヶ原湿原周辺および車山南

大の高層湿原である 島ヶ原湿原においてもシカの

西で行った。

受付日 2013年１月８日
受理日 2013年２月８日

島ヶ原湿原の西端に位置する鷲ヶ峰ヒュッテ
（標高1,660ⅿ）における1985〜2007年の年間平均
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図１ 調査地とニホンジカ捕獲地点

気温は5.9℃，積雪を除いた年間降水量は1,328㎜，

㎎）の混合液を用いた。捕獲した個体は，体重，全

平均最大積雪深は75.2㎝である 。シカの採食から

長などを計測し た 後 GPS 首 輪（Tellus 5H1D，

ニッコウキスゲをはじめとする植物を保護するため，

Followit AB，Lindesburg，Sweden）を装着して

長野県諏訪地方事務所により2008年７月11日（

放獣した。GPS 首輪の測位間隔は15分に設定し，

島ヶ原湿原では７月15日）から11月５日まで富士見

遠隔操作により約２週間〜１ヶ月に１度位置データ

台のビーナスライン付近および 島ヶ原湿原東に試

をダウンロードした。電池の消耗した GPS 首輪は

験的に簡易電気柵（写真１）が設置された。電気柵

速やかに遠隔操作により脱落させ回収した。

は，高さ150㎝，ホワイトワイヤー４段で直線的に

３．草原の利用

設置され，設置距離は富士見台付近で約792ⅿ，

シカが霧ヶ峰高原の草原に滞在していた際の日中

島ヶ原湿原で約740ⅿであった。

と夜間の行動圏に含まれる環境を分析した。日中と

２．捕獲および追跡

夜間の定位点は，日の出，日の入り時間を考慮して

2008年７月にシカ３頭（成獣メス２頭および成獣

月ごとに定義した（表２）
。GPS 首輪から得られた

オス１頭）を麻酔銃で捕獲した（表１）
。麻酔薬に

位置データは，GIS ソフト（ESRI Arc GIS9.3）に

は塩酸ケタミン（200㎎）とキシラジン塩酸塩（200

読 み 込 ん で 解 析 を 行った。Ｒ の adehabitat パッ
ケージ を用いて，日中と夜間それぞれについて個
体ごとに50％固定カーネル法 により，集中利用域
（以下，コアエリア）を算出した。草原と森林の区
分は，衛星画像（ALOS Avnir‑2，2007年撮影）を
用いた。草原を夜間に頻繁に利用していたメス１頭
については，森林から草原に現れた時刻の日没時間
との差および草原から森林へ移動を開始した時刻と
日の出時刻との差を計算した。その際,15分間隔で
得られた位置データのみを用いた。
４．電気柵の影響
電気柵がシカの行動に与える影響について明らか

写真１

にするため，電気柵の設置前，設置中，撤去後それ

電気柵

表１

GPS 首輪装着個体の捕獲場所，捕獲日，体重および年齢区分

個体名
メス１
オス１
メス２

捕獲場所

追跡期間

島ヶ原湿原北東 2008年７月８日〜12月23日
ガボッチョ北東 2008年７月９日〜９月27日
島ヶ原湿原北東 2008年７月23日〜11月23日

GPS 首輪による追跡期間

体重

年齢区分

54㎏
105㎏
56㎏

成獣
成獣
成獣
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より高く，夜間のコアエリア３ヶ所のうち２ヶ所は

月

日中

夜間

日中のコアエリアとは重複していなかった。一方，

７月
８月
９月
10月
11月

４:45〜19:00
５:15〜18:30
５:30〜17:45
６:00〜17:00
６:30〜16:30

19:15〜４:30
18:45〜５:00
18:00〜５:15
17:15〜５:45
16:45〜６:15

メス２コアエリアに含まれる草原の割合は，日中
9.9％，夜間98.7％となり，草原の利用は夜間に集
中しており，メス１同様にコアエリアの場所はほと
んど重複していなかった。
島ヶ原湿原周辺の森林と草原を頻繁に往復して

ぞれの期間で，月ごとに追跡個体が電気柵付近を横

いたメス２は，日没時刻より46.9±61.1分後（ ＝

断および迂回した日数とその回数を調査した。その

54）に草原に現れ，日の出時刻より48.2±39.9分前

際，電気柵の通過前後の位置データが15分以内の

（ ＝51）には草原から森林に移動を開始していた。

データのみを用いた。

２．電気柵の影響

結

オス１は，電気柵を設置した７月11日以降も電気

果

柵付近を利用していた（図５）。この個体は電気柵

１．草原の利用

より東側の斜面を利用していなかったが，追跡期間

捕獲した３頭の GPS 首 輪 の 位 置 データ 取 得 率
は,69.5〜99.2％であった。GPS 首輪の故障により，

が短いため，このような行動が電気柵の影響による
ものかどうかは不明であった。

オス１の GPS 首輪による追跡は９月27日 ま で で

島ヶ原湿原周辺を利用していたメス１とメス２

あったが，この個体が霧ヶ峰高原の草原を利用して

については，いずれも電気柵の横断が確認された

いたのは７月27日までの19日間であった。メス１は，
GPS 首輪により12月23日まで追跡したが，

島ヶ

原湿原周辺には９月９日までしか滞在せず，その後
は約12㎞北東の長和町入大門に移動していた。この
個体は，７月と８月にもそれぞれ１〜２日程度長和
町へ一時的に移動していたが，分析にあたってはこ
れらのデータを除外した。メス２は，GPS 首輪に
よる追跡期間中に大きな移動はしなかった。
図２に各個体の日中と夜間それぞれのコアエリア
と草原と森林の利用割合を，図３，４に各個体の日
中と夜間のコアエリアを示した。メス１のコアエリ
ア に 含 ま れ る 草 原 の 割 合 は，日 中61.1％，夜 間
73.6％となり大きな違いはなかったが，コアエリア
の場所はほとんど重複していなかった。オス１のコ

図３ オス１の日中と夜間のコアエリア

アエリアに含まれる草原の割合は，夜間の方が日中

図２ 日中と夜間のコアエリア（50％固定カーネル法）
に占める草原と森林の割合

図４ メス１とメス２の日中と夜間のコアエリア
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（表３）
。

島ヶ原湿原の東側に設置されたこの電

のは１回のみであった。電気柵設置後は，草原と森

気柵の北側は主に森林，南側は主に草原となってい

林を計17回移動していたが，電気柵を横断していた

る。２頭はほぼ同じ場所で捕獲されたが（図１），

のは７月19日の１回のみであった。メス２は，電気

草原の利用の仕方は異なっており（図４，６，７）
，

柵設置後に捕獲された個体である。この個体は，ほ

電気柵付近の利用にも違いがあった。メス１が電気

ぼ毎日森林と草原を往復し，11月までに少なくとも

柵設置前に電気柵の設置予定ラインを横断していた

４回電気柵を横断していたが（図８），電気柵を迂

図５ オス１の定位点と電気柵

図６ メス１の定位点と電気柵

図７ メス２の定位点と電気柵

図８ メス２が電気柵を横断した事例（７月24日）

表３

島ヶ原湿原北東に設置された電気柵を GPS 首輪装着個体が横断あるいは迂回した回数
月

メス１
確認日数

メス２

横断

迂回

不明

確認日数

横断

迂回

不明

７月（設置前）
７月（設置後）
８月

6日
16日
30日

1
1
0

1
3
4

2
2
4

―
17日
31日

―
1
2

―
9
28

―
4
31

９月
10月
11月
11月（撤去後）

8日
―
―
―

0
―
―
―

2
―
―
―

1
―
―
―

30日
31日
５日
18日

0
1
0
6

33
12
2
12

57
26
7
15
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回して草原に現れる回数の方が多かった。一方，電

あり，暗い時間帯であった。M ontgomery は，狩

気柵を撤去した11月５日以降，メス２は電気柵の設

猟の行われていない森林において，オジロジカが夏

置してあった場所を６回横断していた。

季に開放地に出没する時間は日没の頃，また森林に

考

察

１．草原の利用

戻る時刻は日の出直前と報告している。メス２の場
合，夜間に利用していた草原に隠れ場所が少ないた
めに ，日の出日の入りの比

当 地 域 に お い て 季 節 移 動 す る シ カ の 多 く は，

的明るい時間帯では

なく，より安心して行動できる暗い時間帯に草原を

11〜12月に移動を開始すると報告されている 。本

利用していた可能性がある。

研究で追跡した３頭のデータからも，個体によって

２．電気柵の影響

霧ヶ峰高原の草原に滞在する期間が異なることを確

島ヶ原湿原東側の電気柵については，設置前後

認した。北日本のシカはイネ科植物を主に採食する

のシカの動きについて検討することができた。メス

グレイザー的であるとされ ，霧ヶ峰高原において

１は，電気柵付近を利用していた回数は少なかった

もイネ科植物の優占する広大な草原はシカにとって

ものの，電気柵設置後に１回のみ電気柵を横断し，

主要な採食場所になっていると考えられる。３頭の

その後は迂回する動きを確認した。このことからシ

草原を利用していた期間は異なっていたが，植物成

カは，当初，電気柵を認識せずに，日常的に使って

長期，すなわちシカにとって食物資源が豊富にある

いる経路を移動していたと考えられる。しかし，そ

時期に共通して草原を利用していた。このことから

の後迂回していたことから，メス１は電気柵を認識

も，本研究の３頭は，採食場所として草原を利用す

するようになっていた可能性がある。メス２につい

るために霧ヶ峰高原に滞在していたと考えられる。

ても同様に，迂回する回数の方が電気柵を横断する

シカの日周行動と利用環境は個体により異なって

回数よりも多かった。また，電気柵を撤去した後は，

おり，メス２頭については日中と夜間で利用場所の

それ以前と比べて電気柵の設置されていた場所を横

コアエリアについても重複がみられなかった。この

断する回数の増えたことから，メス２はある程度電

ように，日中と夜間における利用環境が個体により

気柵を認識していたため，迂回していたと考えられ

異なることはニホンジカでも報告されている 。メ

る。このようにシカが電気柵を迂回する行動の多

ス２のように，シカが草原のような開放地を主に夜

かったことから，シカはある程度電気柵を忌避して

間に利用することについては い く つ か 報 告 が あ

いる可能性がある。しかし，これらのシカは，電気

り

柵を迂回して草原に現れるという移動を繰り返し

，その理由として，人間活動を避けるため

と考えられている

。メス２の夜間のコアエリア

行っており，試験的に設置された電気柵によってシ

内の草原（牧草地） には隠れ場所となる低木類がほ

カの行動が制限されることはなかった。また，今回

とんど存在せず，付近には木道や林道があり日中散

のように線形に設置された電気柵では，約740ⅿと

策する人も多い。したがって，メス２は人間活動を

いう比 的長い距離であってもシカが迂回してしま

避けるために草原の利用が夜間に偏り，その結果と

うため，シカに対する侵入防止の効果は無いと判断

して日中と夜間のコアエリアが重複しなかったと考

できた。したがって，電気柵は，保護する範囲を包

えられる。一方，メス１の日中のコアエリア内の草

囲するように設置することが望ましいだろう。

原は，低木を多く含むことから ，シカにとっての

一方，メス２は電気柵の通電期間中も電気柵を数

隠れ場所が存在し，登山道から離れているために日

回横断していた。電気柵は，物理的に動物の侵入を

中も人の気配がほとんどない。さらに，林道に近い

制御するのではなく，電気ショックにより柵を忌避

南半分の草原が樹林に囲まれていたことで人間活動

するよう設計されているため，恒久的なシカの防除

を避けることができたために，メス１は日中も草原

柵としては不完全な面がある 。また，夜間はシカ

に滞在することが可能だったと考えられる。また，

が電気柵を認識せずに通過することも指摘されてお

夜間の方が登山者や車の気配がないことを考慮する

り ，メス２のように主に夜間に移動を行う個体に

と，メス１は人間活動を避けるため夜間に樹林から

対して効果が低くなる可能性がある。したがって，

離れた草原も広く利用したことで，日中と夜間で異

電気柵の効果を維持するために，シカが電気柵を横

なる場所にコアエリアを形成した可能性がある。

断した際に生じる電線の破損状況を日常的に点検す

一方，メス２が草原に出没していた時刻は，日没

ることが重要であることが示唆される。さらにメス

から平均47分後および日の出から平均48分以上前で

２のような個体に対しては，電気柵に用いる電線に
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今回使用されたようなホワイトワイヤーでなく，よ
り視認性の高いリボンワイヤーを使った方が効果的
かもしれない。しかし，電気柵などの防護柵だけで
シカの影響を排除することは難しく，シカによる影
響を最小限にとどめるためには総合的な対策を施す
ことが必要である 。
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Utilization of grassland and eﬀect of electric fence on sika deer in
Kirigamine Highland, Nagano
Akiko TAKII , Shigeyuki IZUM IYAMA , Tadanobu OKUMURA

and Takashi M OCHIZUKI

Faculty of Agriculture, Shinshu University
Wildlife M anagement Office, Inc.
Akatsuki Wildlife Research Office, Ltd.

Summary
We captured 3 sika deer (2 females and 1 male) and collared with GPS collar during July 2008 in
Kirigamine Highland,Nagano,central Japan.We investigated the daily movements of sika deer utilizing
grassland and the eﬀect of exploratory linear seasonal electric fence on sika deer movements.The period
and the time utilizing grassland diﬀered by each deer. For 2 female deer,the nocturnal and diurnal core
area did not overlap.One female deer spent the days in forest and moved into grassland 46.9 ±61.1 minutes
( ＝54)after sunset,and moved back to forest 48.2±39.9 minutes ( ＝51)before sunrise.Two deer either
crossed or walked along the linear electric fence(740 m)to move into grassland.Electric fence constructed
without enclosure did not change the daily use of grassland by sika deer, and it was not eﬀective for
controlling deer damage.
Key word：sika deer, Kirigamine, grassland, GPS collar, electric fence

