
Ⅰ．背景と目的

霧ヶ峰高原は，半自然草原および国の天然記

念物である 3つの湿原から構成されており，多

くの絶滅危惧動植物の生息域である．たとえば

植物相では，コウリンカ，ヤナギタンポポ，キ

リガミネトウヒレン，マツムシソウなど 70種

以上の環境省指定あるいは都道府県別指定の絶

滅危惧種が生育している．また，霧ヶ峰高原に

生息するチョウ類は 100種を超え，アサマシジ

ミをはじめとする絶滅危惧種が約 20種含まれ

ている．また，レンゲツツジ，ニッコウキスゲ

の開花時期には 200万人を超える観光客が訪れ

る，地域の重要な観光資源でもある．

しかし，霧ヶ峰地域では 1990年頃よりニホ

ンジカが頻繁に出没するようになり（岸元ほか

2006，2010），2000年代には草原・湿原植生に

甚大な被害が見られるようになった（尾関・岸

元 2009）．特に，観光資源として重要なニッコ

ウキスゲはニホンジカの嗜好植物の一つであ

り，花茎や花序の採食被害が霧ヶ峰全域で確認

されている．一時はニッコウキスゲの開花個体

数が激減し，観光客数の減少により地域に大き

な経済被害をもたらしたといわれている．その

ため，霧ヶ峰自然環境保全協議会（事務局：長

野県諏訪地域振興局）や地域の牧野組合によっ

て霧ヶ峰の観光道路沿いにニホンジカの侵入を

防止する防鹿柵の設置が複数個所で試みられて

いる（図 1）．
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霧ヶ峰高原は多くの絶滅危惧動植物の生息地であり，国内有数の観光地でもある．しかし近年ニホン
ジカによるニッコウキスゲの被食被害が深刻化し，対策として複数の防鹿柵が設置されている．本研究
では，亜高山帯半自然草原での防鹿柵設置による生物多様性保全効果を検証することを目的に，植物・
昆虫調査およびドローン画像解析を行った．結果，植物の開花種数，開花数および絶滅危惧種の開花種
数はいずれも柵内で柵外より多く，チョウおよびマルハナバチの種数・個体数も柵内で柵外より多かった．
また，ドローン空撮画像をもとに防鹿柵内外のニッコウキスゲの花数を計測し，防鹿柵による保全効果
をより広域で視覚化した．本成果は，防鹿柵の設置が観光資源植物および絶滅危惧動植物を保全するう
えで不可欠であることを示している．

キーワード：観光資源，生物多様性，ドローン画像解析，半自然草原

第 28 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　特定テーマ助成

1: 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所，2: 東京大学大学院 農学生命科学研究科，3: 兵庫県立大学 自然・環境
科学研究所，4: 神奈川大学 理学部，5: 長野県環境保全研究所
2019. 11. 20受付　2020. 9. 29公開



シカ類の個体群増加およびそれに伴う生態系

被害は全球的な課題であり（Côté et al. 2004），

日本でも全国各地で植生被害が報告されている

（植生学会企画委員会 2011）．ニホンジカによ

る生態系影響や防鹿柵設置による保全・再生効

果の検証はこれまで主に森林生態系を対象にす

すめられてきた（たとえば Takatsuki 2009, 田村

ほか 2016）．一方で，火入れや採草といった伝

統的管理により高い生物多様性が維持され，開

発や管理放棄により近年急速に減少している半

自然草原においては，シカによる生態系影響や

防鹿柵設置の効果に関する研究は限られている

（大津ほか 2011）．霧ヶ峰高原においても，国

の天然記念物を含む貴重な生態系であるにも拘

わらず，防鹿柵を活用した調査研究としては，

柵の一時的な設置がシカの行動に与える影響を

観察した例（瀧井ほか 2013）や，一つの防鹿

柵での植生応答の調査にとどまっている．防鹿

柵設置によるニッコウキスゲを含む生物多様性

の回復効果の検証は，効果的なシカ被害対策を

すすめる上で早急に取り組むべき課題である．

本研究では，霧ヶ峰高原内の半自然草原を対

象に，防鹿柵設置による生物多様性の回復効果

を複数防鹿柵を対象に検証するとともに，効果

的な柵設置指針を検討すること，また生物多様

性の回復効果を「視覚化」することで地域と情

報共有し，対策の意欲向上をはかることを目的

とした．

Ⅱ．材料と方法

1. 調査地

調査地である霧ヶ峰高原は，長野県の中部，

八ヶ岳中信高原国定公園の中央（北緯 36度6分 , 

東経 138度 11分）に位置しており，標高は約

1500～ 1900 mである（図 2a）．霧ヶ峰高原は，

歴史的に採草地として維持されてきた半自然草

原，国の天然記念物を含む高層湿原および樹叢

から構成されており，調査地である半自然草原
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図 1　長野県霧ヶ峰高原に設置された防鹿柵．柵内（写真手前）

ではニッコウキスゲが開花しているが，柵外（写真奥）では

シカの食害により開花がみられない．

図 2　調査サイトの位置図



の面積は約 2300 haである．2018年の月最低気

温は 1月の－1.3 ℃，最高気温は 7月の 25.5 ℃，

年降水量は 1430 mmである．防鹿柵は 2011年

から 2017年にかけて霧ヶ峰自然環境保全協議

会や牧野組合により霧ヶ峰高原内の広域に複

数ヵ所設置された．本研究では，それぞれ防鹿

柵 1～ 3基を含む 5サイトを設定し，サイト内

の防鹿柵 12基を対象とした（図 2b）．防鹿柵

の平均面積は 2.6 ha，平均周囲長は 0.7 km，サ

イト毎の平均総面積は 5.2 ha，平均総周囲長は

1.6 kmである．防鹿柵はネット柵 1基を除き電

気柵である．各防鹿柵の内外に幅 3 m長さ 50 

mの調査トランセクト（合計 24トランセクト）

を設定した．柵外の調査トランセクトはいずれ

も防鹿柵から 5～ 50 mの位置に設定した．

2. 方法

1）植物調査

防鹿柵設置が植物の種多様性に与える影響を

検証するために，開花植物調査を行った．2018

年 6月下旬および 8月下旬に，各調査トランセ

クトにおいて花弁を有する植物の個花あるいは

穂状花序数を種ごとにカウントした．なお，防

鹿柵内外間の環境条件の違いを検証するため

に，各トランセクトに 1 m2コドラートを 5つ（計

120コドラート）設置し，各コドラートにおい

て土壌水分含率および平均植生高を計測したと

ころ，防鹿柵内外で有意な差は認められなかっ

た（t検定，ともに P > 0.1）．

2）昆虫調査

防鹿柵設置が昆虫の種多様性に与える影響を

検証するために，チョウ類およびマルハナバチ

類の調査を行った．植物調査と同時期の 6月下

旬および 8月下旬の晴天で無風あるいは微風時

に，調査トランセクト内に出現したチョウ類お

よびマルハナバチ類の種名，訪花の有無および

訪花中であった場合の植物種名を記録した．な

お，2017年にも予備調査として 6月上旬及び 8

月下旬に同様の調査を実施した．

3）ドローン調査

防鹿柵設置による生物多様性保全効果を広域

で視覚化するために，無人飛行機（UAV，通称

ドローン）による空撮撮影および画像解析を

行った．レンゲツツジ（6月下旬）およびニッ

コウキスゲ（7月中旬）の開花時期に合わせて，

5調査サイトのうち 2サイト（サイト 2とサイ

ト 3）の一部を対象に，地表約 10 mの高さか

らドローン（DJI Phantom 4 Pro）による柵内お

よび柵外の空撮を行った．

3. 解析

植物種多様性を評価するために，3つの多様

性指数（開花種数，開花数，絶滅危惧種の開花

種数）を算出した．絶滅危惧種は環境省指定の

レッドリスト（2014）で準絶滅危惧（NT）以上，

あるいは 47都道府県のレッドリストに基づき

当該種が分布する都道府県の 20 ％以上で準絶

滅危惧（NT）以上に指定されている種を対象

とした．3つの多様性指数を応答変数，柵内／

柵外の違いを説明変数，調査サイトをランダム

効果とし，ポアソン分布を仮定した一般化線形

混合モデル（GLMM）を適用した．また，3つ

の植物種多様性指数の相関関係を検証するため

に，多様性指数の全組み合わせに対してピアソ

ンの相関係数を算出した．

同様に昆虫調査のデータを用いて，チョウ類・

マルハナバチ類それぞれの種数および個体数，

訪花チョウ類・訪花マルハナバチ類それぞれの

種数および個体数を応答変数，柵内／柵外の違

いを説明変数，調査サイトをランダム効果とし

た GLMMを適用した．なお，6月調査では記

録個体数が少なかったため，8月調査の結果の

み解析を行った．

開花植物数が訪花昆虫数に与える影響を検証

するために，2018年 8月の訪花チョウ類・訪

花マルハナバチ類の種数を応答変数，開花植物
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数を説明変数とした GLMMを適用した．

さらに，防鹿柵の形状が生物多様性保全効果

に与える影響を検証した．GLMMを適用し，

防鹿柵内の植物種数，チョウ類・マルハナバチ

類それぞれの種数および個体数を応答変数と

し，説明変数の異なる 7つのモデル（1. ヌルモ

デル，2. 各防鹿柵の面積，3. 各防鹿柵の周囲長，

4. 各防鹿柵の面積＋周囲長，5. 各サイトの防鹿

柵の総面積，6. 各サイトの防鹿柵の総周囲長 , 7. 

各サイトの防鹿柵の総面積＋総周囲長）を設定

し，AICによるモデル選択を行った．なお，解

析はすべて統計ソフトＲ（version 3.3.1～ 3.5.1, 

R Development Core Team）を用いた．

ドローン調査で得られた空撮画像は，画像解

析ソフト PhotoScan Professional（version 1.4.3，

Agisoft）を用いてオルソ画像合成を行い，各サ

イト各季節での合成画像を作成した．得られた

合成画像は地理情報システム解析ソフト

ArcMap（version 10.5，ESRI）の対話的な教師

付き分類の機能を用いて分析し，画像の色を示

す RGB値を基に，レンゲツツジあるいはニッ

コウキスゲの花を識別した．さらに識別ミスを

除去するため，花と識別されたもののうち，10 

cm2未満のものを削除した．最後に，得られた

花識別結果から各対象範囲内の花数と花面積を

推定した．

Ⅲ．結果

植物調査により，絶滅危惧種 23種を含む 90

種が記録された．開花種数，開花数および絶滅

危惧種の開花種数はいずれも柵内で柵外より高

かった（図 3）．特に開花数は柵外で少なく，

柵内のニッコウキスゲの花は柵外の約 300倍で

あった．植物種多様性の相関解析の結果，絶滅

危惧種の開花種数は開花植物種数および開花数

とそれぞれ有意に相関した（p < 0.01）．

昆虫調査により，（絶滅危惧種 4種を含む）

チョウ類 22種，マルハナバチ類 4種が記録さ

れた．解析の結果，チョウ類の種数，個体数お

よびマルハナバチ類の個体数はいずれも柵内で

柵外より多かった（図 4a-d）．訪花チョウ類の

種数，個体数および訪花マルハナバチ類の種数，

個体数も柵内で柵外より有意に多い傾向にあっ

た（図 4e-h）．また，2018年の調査の結果，訪

花チョウ類および訪花マルハナバチ類の種数

は，開花植物種数と有意な正の関係を示した（図

5）．

防鹿柵の形状が種数（植物，チョウ類，マル

ハナバチ類，訪花チョウ類，訪花マルハナバチ

類）に与える影響はいずれも検出されなかった

（表 1）．一方で，訪花チョウ類，マルハナバチ

類および訪花マルハナバチ類の個体数に対し，

各サイトの防鹿柵の総面積が有意に正に，総周
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図 3　防鹿柵内外における植物種多様性．**：柵内外での有意差（p < 0.01）を示す．



囲長が負に影響した（表 1）．

ドローンによる空撮では，各サイト各季節で，

柵の内外を合わせて平均 2,796枚の写真を撮影

し，オルソ画像合成によって約 2.5～ 3.3 haの

面積についての広域画像を得た．さらに，画像

解析により，柵内および柵外の開花状況を広域

で視覚化した（図 6）．レンゲツツジについて 1 

ha当たりの花数を柵内外で比較したところ，

サイト 3の柵内で少し少ないものの，他では約

2万前後の花数で安定しており，大きな違いは

みられなかった．1 ha当たりの花面積でも同様

で，サイト 3の柵内で少し少ないものの，他で

はほとんど違いが無かった．一方，ニッコウキ

スゲの 1 ha当たりの花数では，柵内ではサイ

ト 2で約 3万花，サイト 3で約 4万花だったの

に対し，柵外ではサイト 2，3ともに 500未満
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図 4　防鹿柵内外における昆虫種多様性．*，**，***：柵内外での有意差（それぞれ p < 0.05，< 0.01，< 0.001）を示す．N.S.：

有意差無し．

図 5　開花植物種数と訪花昆虫個体数の関係．白丸：柵内，黒丸：柵外を示す．



と大きな差がみられ，サイト 2では 67倍，サ

イト 3では 86倍，柵外より柵内の花数が多かっ

た．1 ha当たりの花面積では違いがより顕著で

あり，サイト 2の柵内では柵外の 107倍，サイ

ト 3の柵内では柵外の 151倍の花面積が検出さ

れた．

Ⅳ．考察

1. 防鹿柵設置による生物多様性保全・再生効果

本研究により，防鹿柵設置が亜高山帯・半自

然草原の絶滅危惧動植物を含む生物多様性保

全・再生にきわめて有効であることが示された．

特に，ニッコウキスゲを含む開花植物の種数お

よび開花数は柵外で著しく少なくなっており，

観光資源を保全・再生するためには防鹿柵の設

置が不可欠であると考えられる．また先行研究

において，開花植物の多様性に伴って訪花昆虫

の種数や訪花頻度が増加することが知られてい

る（Ebeling et al. 2008）．本研究においても，開

花植物種数と訪花チョウ類および訪花マルハナ

バチ類の種多様性との間に同様の傾向が認めら

れた．このことは，防鹿柵設置による開花植物

の保全が，蜜源植物の確保につながることで送

粉昆虫相の保全にも寄与することを示唆してい

る．さらにシカの過採食による送粉昆虫相の減

少は，植物の繁殖成功を低下させるおそれがあ

る（Sakata and Yamasaki 2015）．よって，防鹿

柵設置の取組みは，生物多様性保全のみならず，

植物の個体群維持や送粉ネットワークの保全に

おいても重要であると考えられる．

2. 効果的な防鹿柵設置指針の検討

防鹿柵設置による生態系保全の有効性はこれ

までにも森林生態系を中心に明らかにされてき

たが（たとえば Takatsuki 2009），広域への適用

には設置や維持コストの確保が課題となる．防

鹿柵設置の取組みをすすめるためには効果的な

設置指針が求められるが，保護柵の有効面積や

効果的な形状を検討する研究は今のところほと

んど報告されていない．本結果は，景観レベル

で防鹿柵の面積が大きく，周囲長が短いほど昆

虫個体数の保全効果が高いことを示した．この

ことは，総面積が同じであっても，大面積で少

数の防鹿柵を設置する方が，小面積で多くの防

鹿柵設置より送粉昆虫の保全効果が高いことを
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図 6　ドローン画像解析による防鹿柵内外のニッコウキスゲ

の開花状況

表 1　防鹿柵の形状が植物の種数および昆虫の種数・個体数

に与える影響

年 総面積 総周囲長 面積 周囲長
植物 種数 2018 -NS

チョウ類 種数 2017
種数 2018
個体数 2017 +* -NS

個体数 2018
訪花チョウ類 種数 2017

種数 2018
個体数 2017 +* -*
個体数 2018 +* -*

マルハナバチ類 種数 2017
種数 2018
個体数 2017 +* -*
個体数 2018 +* -NS

訪花マルハナバチ類 種数 2017 +NS

種数 2018
個体数 2017 +* -*
個体数 2018 +* -NS



示唆している．

防鹿柵の設置開始時期もまた，生物多様性保

全効果に大きく影響する．シカ密度が増加した

森林や半自然草原において，密度増加から 10

年以上が経過して防鹿柵を設置した例では，植

物や昆虫相の多様性が回復しなかった（奥田ほ

か 2010，田村 2010）．霧ヶ峰高原では，シカの

目撃情報や被食被害が認識され始めてから柵設

置までの期間が比較的短く，このことが生物多

様性の保全・再生につながった可能性がある．

今後このような防鹿柵設置指針を検討する研究

を複数の生物相や多様な防鹿柵を用いて進めて

いく必要がある．

近年，ドローンの高機能化・普及が進んだこ

とにより，広域の植物分布調査にもドローンが

活用されるようになってきた（小熊ほか 2016，

加藤ほか 2018など）．本研究でもドローンを活

用して詳細な広域画像データを取得し，合計

11 haを越える広い範囲について 2種の花数と

花面積を推定することができた．面的かつ定量

的なデータは，異なる場所・時間のデータを比

較する際に有用であり，利用価値が高い．また，

ドローン調査の設定や解析は専用ソフトウェア

を用いて行うため，同じ範囲・同じ条件で繰り

返し撮影・解析を行うことができる．さらに，

ドローンで取得した空撮データには高精度の位

置情報が記録されているため，地理情報システ

ム解析ソフト上で異なる時期の画像データを重

ね合わせて解析することが可能である．これら

の利点により，本研究と 10年後 20年後，ある

いは今後に新たに設置する防鹿柵の設置前と設

置後，設置直後と 10年後 20年後などで画像を

比較することで，防鹿柵の効果をより詳細に検

証することができるだろう．将来的な時系列解

析のため，今後も必要に応じて定期的にドロー

ン調査を行い，データを蓄積していく必要があ

ると思われる．

3. 地域での生物多様性保全の取組みに向けて

土地所有者や土地管理者が生物多様性に配慮

した生態系管理を行う上で，生物同定の困難さ

はしばしば大きな障害となる．本結果では，イ

ネ科やカヤツリグサ科植物といった現地での同

定や発見が困難な種を除く開花植物の種数や開

花数が絶滅危惧種の開花種数と正に相関するこ

とが示された．このことは，専門知識を有しな

い土地所有者や管理者が生物多様性保全に配慮

した土地利用・管理を行う際に，開花植物を指

標とすることで生物多様性保全につながる可能

性を示唆している．

本研究成果は，土地所有者や土地管理者，地
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図 7　研究成果の普及．a）2019年 5月に実施した成果報告会の様子．b）研究成果をまとめたリーフレットの一部．



域の人々に広く研究成果を普及するために，長

野県内においてシンポジウム（2019年 5月 20

日）やサイエンスカフェ（2019年 6月 13日）

を開催し（図 7a），その一部は地域の新聞記事

（長野日報 2019年 5月 21日付，信濃毎日新聞

2019年 5月 21日付，諏訪市民新聞 2019年 5

月 22日付）においても紹介された．また，観

光客を含むより多くの人々に霧ヶ峰高原におけ

るシカ問題を共有するために，研究内容を紹介

するリーフレットを作成し（図 7b），霧ヶ峰高

原内のビジターセンター等に配布した．

霧ヶ峰高原に設置されている防鹿柵は，日本

有数の設置面積といえるが，それでも半自然草

原全体の 1 %以下である．本成果は，防鹿柵

の設置が絶滅危惧動植物や観光資源植物を含む

生物多様性を保全するうえで不可欠であり，防

鹿柵設置の取組みの継続と拡大の重要性を示し

ている．
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Conservation of threatened species by installing deer fences at 
Kirigamine Plateau in Nagano Prefecture, Japan
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Kirigamine Plateau, where is a habitat for various threatened plants and animals, is one of the most popular 
natural tourist sites in Japan. In recent years, however, tourism flowers (e.g., Hemerocallis middendorffii) have 
suffered severe browsing damage by sika deer, and therefore several deer fences have been installed. In this study, to 
assess the conservation effects of deer fences on species diversity of subalpine semi-natural grasslands, plant and 
insect surveys with UAV image analysis were conducted in semi-natural grasslands of Kirigamine Plateau. The 
numbers of flowering plant species, flowers and flowering threatened plant species were higher inside fences than 
those outside the fences. The numbers of butterflies and bumblebees were also higher inside than outside the fences. 
UAV image analysis visualized the conservation effects of the deer fences over a wider area. Our results highlight 
that the installation of deer fences is indispensable for the conservation of both tourism resources and threatened 
species.

Keywords: biodiversity, semi-natural grassland, tourism resource, UAV image analysis
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