
Ⅰ．序論

近年，日本各地でニホンジカ Cervus nippon

の個体数増加・生息分布の拡大が生じ，さまざ

まな自然保護上の問題が引き起こされている

（高槻 2006，梶・飯島 2017）．シカの侵入・定着・

増加は，希少な動植物を数多く育む湿地生態系

にとっても大きな脅威である（Takatsuki 2003，

辻野ほか 2007，鄭 2015）．実際，日本の自然保

護運動のメルクマークでもある尾瀬地域でも，

90年代以降のシカの増加によって，ミツガシ

ワなどの希少湿生植物への食害の拡大，掘り返

しによる湿原の裸地化などが進行した（小金澤

1998）．シカの影響が高頻度かつ広範囲で生じ

ると，湿地生態系が不可逆的に改変されてしま

うことも懸念される．

群馬・新潟の山岳地域は，日本でも有数の豪

雪地帯である．この地域には，稜線付近の小凹

地や山頂平坦面，傾斜面などに多雪のため森林

が成立せず，多湿化して草本主体の植生に置き

換わった湿原が散在している（安田・沖津

2001）．武尊山の山麓に位置する武尊田代地域

（標高 1400 m－2100 m）にも，比較的規模の大

きい田代湿原（面積 10 ha）と花咲湿原（5 ha）

に加え，面積が数十平方メートルの小規模な湿

地（以下，小規模湿地）が林内に多数点在して

いる．これらの小規模湿地には，ヒメカイウ
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群馬県利根郡みなかみ町に位置する武尊田代地域には，多量の降雪がおもな涵養源となる湿原が点在
している．しかし，近年のニホンジカの侵入・増加に伴い，湿地生態系に変化が生じつつある．本研究
では，湿地の周りに自動撮影カメラを設置し，シカの個体数密度とその変動を明らかにする体制を整えた．
また，シカ排除柵を設置し，シカが湿地生態系にもたらす影響を定量的に評価した．さらに，両者の結
果から，希少植物保護のための方策を確立することを試みた．自動撮影カメラのデータから，平均的な
密度は低いものの，比較的大きな月変動がみられることが分かった．6月から 7月に個体数密度が高くな
るのに対し，8月から 10月には低密度になった．こうした変動は，より広域での移動パターンによるも
のと考えられる．湿地生態系への影響もシカの密度変動に対応しており，初夏には湿地のスゲ属への影
響がとくに顕著であったが，夏以降は大きく軽減された．これらの結果から，湿地の希少植物の保護の
ためには，シカが高密度化する時期に簡易的な排除柵を設置することが影響緩和策として有効であると
考えられた．
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Calla palustris や コ バ イ ケ イ ソ ウ Veratrum 

stamineumなどの希少湿生植物が生育するだけ

でなく，トウホクサンショウウオ Hynobius 

lichenatus や モ リ ア オ ガ エ ル Rhacophorus 

arboreusなどの両生類の生息場所ともなってい

る．しかし，この地域においても，シカの侵入

が確認されており，湿生植物への影響が顕在化

しつつあることが指摘されている（群馬県立自

然史博物館 2015，群馬県立自然史博物館

2016）．残念なことに，同地域では本格的なシ

カの影響調査は行われていない．同地域は高い

標高に位置するため，シカの生息が恒常的に確

認されるわけではなく，個体数が季節によって

大きく変化している可能性がある．こうした個

体数の変化のもたらす湿生植物への影響の変化

も，今後科学的な管理を進めていくうえで重要

な情報でありながら，体系的な情報が集められ

ていない．

近年，自動撮影カメラが地上性動物の研究に

広く用いられるようになっている（Burton et al. 

2015）．自動撮影カメラは，初期購入費用が掛

かるものの，管理コストが比較的小さいこと，

非侵襲的な方法であること，昼も夜も同じ効率

で調査が実施できることなどの理由で，野生動

物のモニタリングを行ううえでも有用な調査手

法である（Burton et al. 2015）．とくに近年統計

学的アプローチの進展により，個体識別ができ

ない動物においても，個体数密度の推定が可能

と な っ た（Rowcliffe et al. 2008，Howe et al. 

2017，Nakashima et al. 2018）．一方，シカの採

食圧・踏圧については，シカ排除柵の設置とい

う古典的だが優れた評価手法がある（高槻

2006）．自動撮影カメラとシカ排除柵を組みあ

わせれば，シカの個体数の変化だけでなく，そ

れにともなう湿生植物への影響の定量的把握が

可能になるはずである．

そこで本研究では，武尊田代地域に自動撮影

カメラを設置し，シカ個体数密度の変化をモニ

タリングする体制を整えることにした．さらに，

シカ排除柵を実験的に設置し，排除柵外（コン

トロール）と比較することで，シカの密度の季

節変化が湿生植物の被覆率にどのような影響を

与えるのかを明らかにすることにした．同時に，

湿地生態系への依存度が高い両生類相のインベ

ントリー調査を行った．そして，これらを通じ

て，シカがもたらす湿生植生への影響を緩和す

るための効率的な方策を確立することを目指し

た．

Ⅱ．方法

1. 調査地

本研究の調査地は，群馬県みなかみ町の武尊

山（2158 m）の北部に位置する武尊田代地域（標

高 1400 m－2100 m）である（図 1）．前述の通り，

この地域には，田代湿原（面積 10 ha）と花咲

湿原（5 ha）と呼ばれる比較的規模の大きい湿

地がある．田代湿原は，流入河川のないドーム

状の構造を持つ高層湿原である．一方の花坂湿

原は，沢の源頭部に形成された中間湿原ないし

低質湿原である（群馬県立自然史博物館 2015，

群馬県立自然史博物館 2016）．田代湿原の周辺

の林内には，水たまり状の小規模な湿地が散在

しており，両生類が高い密度で生息している．

両湿原周辺はブナ Fagus crenataの原生林が生い

茂る国有林であり，林床は，チシマザサ Sasa 

kurilensisとチマキザサ S. palmataによって覆わ

れている（青木 2018）．同地域では，2014年度

と 15年度 2年間にわたって，群馬県自然史博

物館によって生物相調査が行われている（群馬

県立自然史博物館 2015，群馬県立自然史博物

館 2016）．この調査の報告書の中でシカの湿地

への影響が顕在化されていることが指摘されて

いるが，これまでまとまったシカの影響調査は

行われていない．本研究では，とくに両生類な
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どの湿地棲の動物が多い林内にある小規模湿地

を対象に調査を行った．

2. シカ個体数モニタリング体制の確立

シカの個体数密度とその季節変化を明らかに

するために，2017年 10月 20日から 22日に田

代湿地周辺に自動撮影カメラ（Browning BTC-

7FHD）19台を 5× 4の碁盤目状に設置した（一

台は田代湿原内の 1ヶ所は設置せず）．カメラ

間の間隔は 200 mとした（図 2）．カメラは，11

月から本格化する積雪に備えて，高さ約 3 mの

地点にレンズを下向きになるように設置した．

2018年 6月 15日から 17日に，これらの設

置点すべてを訪れ，電池及び SDカードの交換

を行った．また，カメラの場所を地面から 50 cm

の高さに下げた．カメラは，2018年 10月 19

日と 20日に回収した．

両時期とも，カメラ前の面積 2.67 m2の正三

角形（1辺の長さ約 2.5 m）がしっかりと映る

ようにカメラの角度を調整した．この範囲を「有

効撮影範囲」と定義し，シカ密度の計算に利用

した（後述）．また，カメラは動画モード（自

動撮影カメラに内蔵された，静止画ではなく動

画が撮影される機能）に設定し，20秒の動画

が得らえるようにした．

3. 湿生植物へのシカの影響の解明

シカがもたらす小規模湿地の植生への影響を

定量的に明らかにするために，シカ排除柵を設

置した．まず，田代湿原周辺から調査対象とす

る 10ヶ所の小規模湿地を地図上にマッピング

した．これらの小規模湿地それぞれに，3 m×

3 mの植生プロットを 2ヶ所設置した．植生プ

ロットの設置点は，シカの採食が顕著に認めら

れたミヤマシラスゲ Carex conifetifloraによる被

覆度が高い場所を選択した（図 3）．

プロット内の植生被覆率は次のようにして求

めた．まず，プロット内を 1 m× 1 mごとの

サブプロットに分割した．サブプロット内の被

覆率を目視により 10 %刻みで評価した．その

うえで，2つのプロットのうちの一方を，シカ

排除柵で覆った．シカ排除柵は，長さ 1.5 mの

支柱と目の大きさが 16 mmのポリエチレン

（PE）製の網を用いて作成した（図 4）．もう一

方のプロットはコントロールとして，排除柵を

設置せず，シカの自由な出入りを許容した．コ

ントロールには自動撮影カメラをそれぞれ 1台

ずつ設置し，どのような動物が採食に訪れてい

るのかを確かめた．

柵の設営は，積雪の影響がなくなるタイミン

グに合わせて，6月 15日から 17日にかけて行っ
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図 1　本研究の調査地・群馬県利根郡みなかみ町武尊田代地

域の場所

図 2　武尊田代地域に設置したカメラトラップの配置図



た．プロット内の植生調査は，柵設置時に加え

て 2018年 8月 8日と 10月 19日及び 20日に行っ

た．

4. 両生類のインベントリー調査

湿地に依存すると考えられる両生類相のイン

ベントリー調査を行った．自動撮影カメラまた

はシカ排除柵設置中に，両性類を発見次第，種

名と場所情報を記録した．またモリアオガエル

の卵塊がどのような場所に形成されているのか

をとくに注意して観察した．

5. 統計解析

シカの個体数変化を明らかにするために，撮

影された動画内の動物の種同定を行った．この

うち，シカの撮影記録のみを取り出し，月ごと

に個体数密度を推定した．密度推定は，著者ら

が開発した個体識別を必要としない RESTモデ

ル（Nakashima et al. 2018）を用いた．この手法は，

撮影頻度（一定期間のうちに撮影された動物の

枚数）と撮影面積及びカメラの前での動物の滞

在時間，活動個体割合の時間変化をパラメータ

として密度推定を行う尤度ベースのモデルであ

る．本研究では，カメラの前の正三角形（2.67 

m2）を有効撮影エリアと定義し，この範囲内を

通過した場合のみ有効データとして密度推定の

対象とした．モデル・パラメータは，Nakashima 

et al. （2018）に倣い，WinBUGS （Spiegelhalter 

2003）をもちいてマルコフ連鎖モンテカルロ

（MCMC）法によりベイズ推定した．

シカが植生にもたらす影響に関しては，シカ

排除柵の内と外（コントロール）のプロットの

被覆率を 3回の調査それぞれで比較した．プ

ロットごとに目視により評価した被覆率の平均

値を算出し，Wilcoxonの符号付き順位和検定

を用いて統計学的な有意差が認められるかどう

かを検討した．ただし，10月の調査時点で一

つの柵が台風による倒木によって破壊されてい

たため，この湿地のデータは解析から外した．

統計解析は，R 3.4.3（R Core Team 2017）を用

いて行った．

Ⅲ．結果

1. シカ個体数密度の季節変化

自動撮影カメラによって，合計 166枚のシカ

の動画を得た（30分以内に撮影された動画は

カウントせず）．このほかに，ニホンノウサギ

Lepus brachyurus（151枚），ツキノワグマ Ursus 

thibetanus（31枚），タヌキNyctereutes procyonoides

（17枚），ニホンアナグマ Meles anakuma（5枚），

イノシシ Sus scrofa（4枚），ハクビシン Paguma 

larvata（3枚），カモシカ Capricornis crispus（2

枚），キツネ Vulpes vulpes（2枚），テン Martes 

melampus（1枚）などの中大型動物が撮影された．
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図 4　シカ排除柵の設置風景

図 3　シカの採食痕が残るミヤマシラスゲ Carex conifetiflora



シカの個体数密度は，月によって大きく変化

していた（図 5）．積雪期である 2017年 11月

から 2018年 5月にかけて，シカは極めて低密

度であった．とくに 12月から 3月にかけては，

ニホンジカは 1枚も撮影されておらず，本調査

地には生息していなかった可能性が高かった．

2018年 5月から徐々に密度が増加しはじめ，7

月をピークとし（5.9 km-2），その後再び密度は

低下していった．

2. 湿生植物への採食圧の季節変化

湿生植物の被覆率も季節によって変化した

（図 6）．最初に被覆率を測定した 2018年 6月

の段階では，排除柵内（被覆率：43.9± 27.6 %）

でも排除柵外（40.4± 22.8 %）でも被覆率に

有意な差は認められなかった（Wilcoxonの符

号付き順位和検定，V = 5，P = 0.5896）．シカ

の密度が高かった 8月の段階では，柵内（59.3

± 28.9 %）と柵外（19.3± 19.2 %）で統計的

にも有意な顕著な差が認められた（V = 1，P = 

0.0039）．10月の段階では，柵内（48.8± 18.8 %）

と柵外（38.9± 15.9 %）で再び有意な差はな

くなった（V = 12.5，P = 0.1392）．

コントロール・プロット（排除柵外）に設置

した自動撮影カメラの映像から，シカとノウサ

ギが湿地の植物を食べている様子が確認され

た．30分以内の撮影を同一の訪問と見なした

場合，シカの撮影枚数が 21.2± 12.2回，ノウ

サギのそれが 4.8± 5.1回であり，シカの訪問

頻度が顕著に高かった．また，採食が一度でも

行われた訪問回数も，シカ（12.6± 4.1回）の

方が，ノウサギより（1.2± 0.8回）も高かった．

3. 生息が確認された両生類

本調査地の湿地もしくはその近辺において，

以下の 5種の両生類，アズマヒキガエル Bufo 

japonicus（図 7）， ヤ マ ア カ ガ エ ル Rana 

ornativentris， モ リ ア オ ガ エ ル Rhacophorus 

arboreus， ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ Hynobius 

nigrescens， ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ H. 

lichenatusの生息が確認された．これらのうち，

とくにモリアオガエルについては，湿地内のス

ゲ類に卵塊を産み付けていることが確認された

（図 8）．
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図 5　群馬県利根郡武尊田代地域における 2017年 10月から 2018年 9月までのニホンジカの密度変化
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図 7　湿地を産卵場所とするアズマヒキガエル Bufo japonicus 図 8　スゲに産み付けられたモリアオガエル Rhacophorus 

arboreusの卵塊

図 6　群馬県利根郡武尊田代地域におけるシカ排除柵内（a）と排除柵外（b）の植生被覆率の推移



Ⅳ．考察

1. シカ個体数密度はなぜ変化したか？

本研究の結果，田代湿原の周辺では，シカの

個体数が大きく変化していることが分かった．

冬季は全くシカが認められなかったのに対し，

初夏から夏にかけて，個体数密度が大きく増加

した．こうしたシカの個体数変化は，より広範

囲で生じているシカの移動を反映したものであ

ると考えられる．同調査地の北東 10数キロメー

トルに位置する尾瀬地域では，捕獲されたシカ

に GPSテレメトリーを装着し，行動追跡する

調査が行われている（関東地方環境事務所

2016）．この調査の結果，尾瀬地域で捕獲され

たメス個体は数十キロメートルの季節移動を行

い，足尾地域や日光地域を越冬地域としている

ことが明らかにされている．本調査地は，こう

したより広い範囲での長距離移動を行うシカ個

体群の一時的な滞在場所となっているものと考

えられる．今回明らかにされた個体数密度の変

化が毎年みられるものなのかどうかについて

は，今後明らかにする必要がある．

2. シカの密度と植生への影響

本研究の結果，シカの個体数密度の変化は，

湿生植生への影響の程度に大きな影響を与えて

いることも明らかにされた．2018年 6月の時

点では，排除柵内外で植生被覆率に有意な差が

認められなかったが，直前 2か月のシカ密度が

高かった 8月の段階では，排除柵内において被

覆率が有意に高かった．一方，直前 2か月のシ

カ密度が低下した 10月の植生被覆率には排除

柵内外で大きな差は認められなかった．すなわ

ち，シカの湿生植生への影響は，高密度時期に

おいて高く，低密度時期においては限られたも

のだった．シカが低密度であった 10月の段階

では，排除柵の外においても，8月と比べて植

生回復が認められたことは注目に値する．これ

には 2つの要因がある．まず，被覆面積の大き

いミヤマシラスゲの基部の葉が伸長していたこ

とである．すなわち，シカが低密度になり採食

圧が低減すると，少なくとも一部のスゲは，ダ

メージの少ない葉を伸長させることで，植生被

覆の回復に貢献していた．もう一つは，シカの

低密度下では，高密度下では強く見られた踏圧

による影響が大きく軽減されたことである．踏

圧の影響がシカ密度に応じて単調に増加するか

どうかについてはこれまで明らかにされていな

いが，今回の観察からは，必ずしも両者の間に

直線的な比例関係があるわけではないことが示

唆された．

今回の結果では，シカの密度が 1平方キロ

メートル当たり 2頭程度の場合，湿地植生への

影響は比較的軽微であった．一方 6頭程度まで

増えた場合には顕著な影響がみられた．シカは

地域によっては，1平方キロメートル当たり

100頭近い頭数になることがあることを考えれ

ば，かなり微細な変化ではある．しかし，今回

の結果は，植生へのダメージという点でシカの

許容密度を定義できるということを示してい

る．今後さらに調査を行うことで，この数値が

どの程度普遍的なものなのかを確かめていく必

要があると思われる．

3. 湿地に依存する動物への影響

シカによる湿地植生へのダメージは，例え一

時的なものであっても，そこに棲む生物に大き

な影響を与えている可能性がある．本調査地で

は，モリアオガエルが，スゲ類に卵塊を産み付

けているのが観察された．シカによってこれら

のスゲ類が一掃されれば，モリアオガエルの繁

殖に悪影響が出るかもしれない．モリアオガエ

ルの繁殖シーズンとシカが増加するタイミング

が重なっていることから，植生への影響が一時

的なものでも，そこに棲む生物には大きな影響

を与えうることは十分に考えておく必要があ

る．
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また，シカによる掘り返しやヌタ浴びによっ

て物理的に植生が取り除かれてしまった場合，

湿地に依存する両生類をはじめとする生物にさ

らなる深刻な影響が及ぶ可能性もある．長期的

には，植生の喪失が湿地の乾燥化を招き，湿地

自体が縮小化していってしまう可能性もある．

実際，乾燥化した湿地では，アズマヒキガエル

のオタマジャクシが多数死んでいるのも確認さ

れた．シカによる植生の除去が進めば，湿地の

推移の季節変化も大きくなる可能性もある．

4. 影響緩和策としてのシカ排除柵

本研究から，湿生植物へのシカの影響は，シ

カ排除柵の設置によって，少なくとも短期的に

は大幅に緩和されることが分かった．本調査地

は豪雪地帯であり，年を通した恒常的な柵の設

置は困難である．シカの採食圧の程度に応じて

一時的に設置する方が現実的だろう．本研究の

結果から，シカの個体数の多くなる初夏から夏

にかけて特に重点的に排除柵を設置するのが有

効であることが分かった．

今回の調査で用いた柵は，農業に対する鳥獣

害を防ぐために安価で販売されている簡易的な

ものであった．それでも，台風による倒木で壊

れた 1つを除いて，積雪期以外の期間，シカを

排除することに成功した．排除柵内の植生に対

するシカの執着度合いは，周囲の食べられる植

生の量に応じて変化する可能性はあるが，少な

くとも現時点では，簡易的なものでも十分対策

することが可能であることが示唆された．今後，

長期的なシカのモニタリングを自動撮影カメラ

によって行っていくことで，より効率的なシカ

の影響の軽減策が見つかることが期待できる．
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Effects of sika deer on mires in Hotaka-Tashiro area 
in Gumma prefecture

NAKASHIMA Yoshihiro, HASHIZUME Akane, YAJIMA Gota, 
 TAKAHASHI Keigo, KUROSE Koki and TERADA Saeko

Mires in Hotaka-Tashiro area in Gumma prefecture harbor a high diversity of rare plants and also provide a 
variety of organisms with important habitats. However, population of sika deer has been increasing in this area, 
altering ecosystems of the mires. In this study, we estimated density of sika deer and the seasonal variation from 
October 2017 to September 2018 around the Tashiro mire. We also constructed 10 small deer fences around 
randomly-selected mires, which prevent sikaʼs foraging and trampling on vegetation within the fence. The results of 
camera trappings showed that sika did not inhabit this area in the winter but invaded in the early summer. The 
population density was maximized on June (5.9 km-2). The intensity of sika deerʼs impacts on mire vegetation was 
concordant with the variation in the population density. The impact was strong in the summer but was negligible in 
the autumn. These results suggest that temporal deer fence should be constructed from early summer to middle 
summer when density of sika deer increases.
Keywords: deer fence, camera trap, population density, Carex
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