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 中間温帯に位置する三重大学演習林の二次林において，シカの剥皮における嗜好性 3 樹種，不嗜好性 3 樹

種，および剥皮害を受けた全樹種全個体を対象にそれらの分布様式と分布相関の変化を 13 年間調べた。嗜好

性 3 樹種では個体数減少とともに分布が散在化したが，不嗜好性 3 樹種では個体数の変動が少なく集中分布

が維持された。不嗜好性 3 樹種はシカ剥皮害集団と排他的分布を示し，不嗜好性 3 樹種の剥皮害に対する忌

避効果が考えられる。不嗜好性 3 樹種と嗜好性 3 樹種との排他的分布や，嗜好性 3 樹種の剥皮害率の高さか

ら，不嗜好性 3 樹種の分布が嗜好性 3 樹種にとって剥皮害からの避難地となる可能性は低いと推察される。 
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Ⅰ はじめに 

近年，全国的なニホンジカ（Cervus nippon，以下

シカ）頭数の増加にともない，シカによる樹木の枝

葉採食害や樹皮剥皮害（以下剥皮害）が増加し，樹

木個体群の衰退が各地で報告されている（８）。特に，

剥皮害の発生要因は未だ不明な点が多く（２），その

発生環境を空間的に検討した例は少ない（４）。剥皮

害の発生環境を把握し，被害の時間的･空間的な変化

の過程を明らかにすることは，剥皮害の被害軽減を

検討する上で重要である。 

一般に，シカの食性には樹種選択性が存在し，樹

皮剥皮においても存在する（２）。この樹種選択性か

ら，シカの採食環境下においてシカの不嗜好性植物

が群落を維持することが知られる（６）。不嗜好性植

物群落の存在が，さまざまな植物種にとってシカの

採食を免れる避難地となることで，被食に伴う植物

多様性の低下を緩和している可能性が考えられてい

る（５）。これと同様に，シカの不嗜好性植物と同所

的に分布するシカの嗜好性植物は，シカの採食被害

から回避できる可能性がある。しかし，森林樹木群

集における不嗜好性植物の存在が植生を保護する効

果を検討した例は少なく（５），不嗜好性樹種のシカ

剥皮害に対する忌避効果の時間的･空間的な変化に

ついては未解明である。 

本研究は，不嗜好性樹種のシカ剥皮害に対する忌

避効果の時間的・空間的な変化を把握し，嗜好性樹

種に対するシカ剥皮害からの植生保護効果を検討す

ることを目的とした。 

Ⅱ 材料と方法 

三重大学生物資源学部紀伊・黒潮生命地域フィー

ルドサイエンスセンター附帯施設演習林（津市美杉

町）の標高 680m地点に 50m×50m（0.25 ha）の調査

区が 2001年に設置された。調査区は中間温帯に属し，

モミ，ツガ，イヌブナが構成する針広混交林の伐採

後に成立した二次林である。 

2001年，調査区に出現した胸高直径（DBH）1cm

以上の樹木個体を対象に，DBH，樹高，位置座標の

測定，樹種の同定を行った。DBHの再測定を 2001

年から原則として 2年おきに 2014年まで実施した。

また，各幹を対象としたシカなどによる剥皮害の確

認を調査年ごとに行った。調査実施年度の剥皮害と

調査実施年以前の古い剥皮害の判別については，前

回調査時での剥皮害の有無に加えて，剥皮部位の変

色や肥大生長による樹皮の巻き込みの度合いによっ

て行った。解析対象として，調査区に出現した個体

を嗜好性 3樹種，不嗜好性 3樹種，シカ剥皮害集団

の 3つの樹木群を設定した。嗜好性 3樹種は，出現

樹種のうち調査期間に剥皮害を受けた本数の上位 3

樹種であるモミ，シロダモ，スギとした。不嗜好性

3樹種は，出現樹種のうちシカの不嗜好性が強い（３）

とされるアセビ，シキミ，ツガの 3樹種とした。こ

れらの区分によらず，剥皮害が確認された樹木個体

全てをシカ剥皮害集団とした。今回，シカによる剥

皮害には，幹への角擦りを含めた。これらの区分に

おいて，嗜好性 3樹種または不嗜好性 3樹種でシカ

剥皮害を受けた個体については，解析手法ごとに異
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なる取り扱いを行った。 

各樹木群の空間分布特性の解析には，Ripley の K

関数法を用いた。K 関数は，ある点分布の集団が任

意の範囲の距離において統計的に有意な集中型分布

または規則型分布を示すかを解析する手法であり，

面域境界に近い点が受ける境界影響を補正して計算

することができる。この方法では，点分布が一変数

の場合は点分布集団の分布様式を，二変数の場合は

点分布集団間の分布相関を検定することができる

（９）。今回，一変数の K 関数を用い，嗜好性 3 樹

種，不嗜好性 3 樹種，シカ剥皮害個体の各分布様式

の検定を調査年ごとに行った。一変数のK関数では，

嗜好性 3 樹種と不嗜好性 3 樹種からシカ剥皮害個体

を除かず，シカ剥皮害集団には嗜好性 3 樹種と不嗜

好性 3 樹種のシカ剥皮害を受けた全ての個体を含め

た。また，二変数の K 関数を用い，嗜好性 3 樹種，

不嗜好性 3 樹種，シカ剥皮害集団の各群間における

分布相関検定を調査年ごとに行った。二変数のK関

数の実施において解析対象となる 2 群内に重複する

個体がある場合，結果に偏りが生じるため，分布相

関検定では重複する個体を無くす必要がある。その

ため，嗜好性 3 樹種と不嗜好性 3 樹種間の分布相関

検定では，シカ剥皮害を受けた個体をそれぞれの樹

種群に含めたが，嗜好性 3 樹種とシカ剥皮害集団間

ならびに不嗜好性 3 樹種とシカ剥皮害集団間の分布

相関検定においては，嗜好性 3 樹種，不嗜好性 3 樹

種のシカ剥皮害個体はそれぞれの樹木群に含めなか

った。両 K関数を実行する検定距離を 0mから 16m

までとし，0.2m間隔におけるK統計量を求めた。観

測値から得られたK統計量の統計的有意性を決定す

るために，ランダムな点配置を行うモンテカルロシ

ミュレーションを 1000回実行し，シミュレーション

によって得られたK統計量の推定値を得た。得られ

た K 統計量の推定値の最大値から 25 番目の値を

95%信頼区間における K 統計量の上限値とし，最小

値から 25 番目の値を 95%信頼区間における K 統計

量の下限値としてK統計量の信頼区間を得た。一変

数のK関数では，観測値から得た K統計量が信頼区

間に収まる場合，点分布の集団はランダム分布であ

るという帰無仮説が棄却されず，点分布の集団がラ

ンダム分布であることを示す。また，観測値から得

られたK統計量が信頼区間の上限値を上回った場合，

帰無仮説が棄却され，点分布の集団は集中分布を示

し，信頼区間の下限値を下回った場合，帰無仮説が

棄却され，点分布の集団は規則型分布を示す。二変

数 K関数では，観測値から得たK統計量が信頼区間

に収まる場合，点分布の集団間は独立分布であると

いう帰無仮説が棄却されず，点分布の 2 集団が独立

分布であることを示す。また，観測値から得られた

K 統計量が信頼区間の上限値を上回った場合，帰無

仮説が棄却され，点分布の 2 集団は同所的分布を示

し，信頼区間の下限値を下回った場合，帰無仮説が

棄却され，点分布の 2 集団は排他的分布を示す。こ

れらの検定によって得られたK統計量の有意性に関

する結果は，各集団の点分布からの距離を近距離

（Ⅰ：0m 以上 4m 未満，Ⅱ：4m 以上 8m 未満）と

遠距離（Ⅲ：8m 以上 12m 未満，Ⅳ：12m 以上 16m

未満）を判断するために 4区分に分けて示した。 

 

Ⅲ 結果 

1．樹木個体数とシカ剥皮害率の経年変化 

調査区に出現した全樹種の総出現個体数は調査開

始年から継続的に減少した（図－1）。嗜好性 3樹種

の個体数は減少したが，不嗜好性 3樹種では個体数

の減少が顕著ではなかった（図－1）。また，調査区

における全樹種の総出現個体数に対するシカ剥皮害

個体総数の割合を全樹種におけるシカ剥皮害率とし

て調査期間ごとに算出した。さらに，嗜好性 3樹種，

不嗜好性 3樹種の個体数に対する各樹種群内のシカ

剥皮害個体総数から 2つの樹種群におけるシカ剥皮

害率を同様に算出した。総出現個体についてのシカ

剥皮害率は 2009年から増加を示した（図－2）。嗜好

性 3樹種におけるシカ剥皮害率は総出現個体のもの

と同じ変動パターンを示し，2014年には 9.6%に達し

た（図－2）。不嗜好性 3樹種におけるシカ剥皮害率

は他の値よりも低く 2009年まで 0%であったが，

2011年以降は 2.5%以上を示した。（図－2）。 

2．各樹木群の空間分布 

嗜好性 3樹種の分布様式をみると，調査開始以降

は集中分布を示していたが 2014年にはランダム分

布を示した（表－1）。一方，不嗜好性 3樹種は全期

間を通してほとんど全ての距離区間で集中分布を示

した（表－1）。シカ剥皮害個体は 2007年と 2011年

に一部の距離区間で集中分布を呈したものの，それ

以外ではランダム分布を呈した（表－1）。 

分布相関をみると，嗜好性 3樹種とシカ剥皮害集

団の群間では，2003年，2007年，2011年に排他的

分布を，2014年に同所的分布を示し，これら以外で

は独立分布を呈した（表－2）。一方，不嗜好性 3樹

種とシカ剥皮害集団の群間では，有意差が得られた

距離区間にばらつきがみられるものの，全期間を通

して排他的分布を示した（表－2）。嗜好性 3樹種と

不嗜好性 3樹種との分布相関では，全期間を通して

排他的分布であった（表－2）。 
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Ⅳ 考察  

1. 樹木集団に対するシカ剥皮害の影響 

一般に，シカの生息密度が高い地域において，シ

カの嗜好性が高い植物種の個体数は減少することが

知られる（１）。また，シカの不嗜好性植物種は，シ

カの採食環境下においても群落を維持することが知

られる（６）。今回，嗜好性 3樹種の個体数は年々減

少し，剥皮害率は 2011年から増加した。また，この

3樹種の分布様式は集中分布からランダム分布に変

化した。これらのことから，嗜好性 3樹種が集中し

ていた場所では，剥皮害などによる枯死によって樹

木個体数が減少することに伴って，分布が散在化し，

ランダム分布になった可能性がある。一方，不嗜好

性 3樹種は，経年に伴う個体数の増減が顕著ではな

く，剥皮害率は嗜好性 3樹種と比較して低かったこ

とから，この 3樹種はシカによる影響をほとんど受

けていないと推測される。また，不嗜好性 3樹種に

は分布様式の変化がみられず，シカ剥皮害集団との

間には全期間を通して分布に排他的関係がみられた。

これらのことから，不嗜好性 3樹種では剥皮害が発

生しにくく，不嗜好性 3樹種の剥皮害に対する忌避

効果が推察される。 

 2. 不嗜好性植物による植生保護効果 

不嗜好性植物群落の生態系保全効果について検証

した事例において，不嗜好性植物種の優占により草

食獣の採食圧が低下し，植物種の多様性が維持され

たと報告がある（５）。このような不嗜好性植物が他

の植物種にもたらす効果は「避難地効果」と呼ばれ

る（５）。この事例では，伐採跡地および牧場跡地に

生育する不嗜好性植物であるイワヒメワラビが優占

する草本層で様々な植物種の生存確率が高いことか

ら，イワヒメワラビによるシカの枝葉採食に対する

避難地効果の可能性が示唆された。イワヒメワラビ

が優占する草本層では，不嗜好性植物の採食害に対

する忌避効果に伴ってシカの採食圧が低下し，不嗜

好性植物が草本層に存在する植物種を保護する効果

が高まったと考えられる（５）。しかし，不嗜好性で

ない植物種が草本層の高さを超えて生長した場合，

不嗜好性植物の他の植物種を保護する効果が低下し，

不嗜好性でない植物種に対するシカの採食圧は増加

する（７）。 

イワヒメワラビ群落の事例では，草本層で群生す

る最も丈が高いイワヒメワラビの採食害に対する忌

避効果に伴って，より低い他の植物種を保護する効

果がみられた（５）。一方，DBH1cm以上の幹を対象

とした本研究では，不嗜好性植物が嗜好性植物を保

護することは難しいと推測される。また，不嗜好性

3樹種と嗜好性 3樹種は同所的に分布しておらず，

不嗜好性植物が嗜好性植物を剥皮害から保護するこ

とは難しいと推測される。これらのことから，不嗜

好性 3樹種の剥皮害に対する忌避効果は示唆された

ものの，不嗜好性植物の分布が嗜好性植物にとって

剥皮害からの避難地となる可能性は認められず，不

嗜好性植物の存在によって嗜好性植物の幹が保護さ

れる可能性は低いものと推察される。 
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R：ランダム分布，C：集中分布．[ ]内は有意な距離区間（Ⅰ:0m 以上 4m 未満，
Ⅱ:4m 以上 8m 未満，Ⅲ:8m 以上 12m 未満，Ⅳ:12m 以上 16m 未満）を示す． 

調査年 嗜好性3樹種 不嗜好性3樹種 シカ剥皮害集団

2001 C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] R

2003 C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ] R

2005 C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] R

2007 C[Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅰ，Ⅱ]

2009 C[Ⅱ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] R

2011 C[Ⅱ，Ⅲ] C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] C[Ⅱ，Ⅲ]

2014 R C[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] R

表－1．各樹木群の分布様式

I：独立分布，E：排他的分布，S：同所的分布．[ ]内は表－1 と同様の距離区間を示す． 

表－2．各樹木群間における分布相関

無剥皮害の嗜好性3樹種 無剥皮害の不嗜好性3樹種 全ての嗜好性3樹種

×シカ剥皮害集団 ×シカ剥皮害集団 ×全ての不嗜好性3樹種

2001 I E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2003 E[Ⅰ] E[Ⅱ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2005 I E[Ⅱ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2007 E[Ⅰ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2009 I E[Ⅰ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2011 E[Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ]

2014 S[Ⅲ] E[Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ] E[Ⅲ，Ⅳ]

調査年
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