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 ニホンジカによる食害が植栽木の初期成長に及ぼす影響を検討するため，岐阜県郡上市のヒノキ造林地におい

て，食害前後各 2年間の植栽木の成長経過を調査した。植栽木は 2年生時に食害を受けた。頂枝を採食された個

体は，採食されなかった個体よりも食害時の樹高が低かったと推測された。食害個体の 95%以上は，翌成長期の

間に側枝が主幹に変化して伸長し芯立ちした。食害個体の食害以降の樹高成長量は，健全個体に比べて劣らなか

った。食害 2年後の樹高，根元直径には食害の有無による差が認められなかった。これらのことから，幼齢ヒノ

キにおいては，頂枝の採食回数が少なければ，食害が樹形やその後の成長に及ぼす影響は小さいと考えられる。 
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Ⅰ はじめに 

  近年，各地でニホンジカ（Cervus nippon Temminck，

以下シカとする）による農林業被害が拡大し（14），

森林管理上の問題になっている。造林直後に発生する

植栽木の採食（以下，食害）は，植栽木のその後の成

長低下（９）や樹形異常（９，21），枯死（21）の原

因となり，造林地の成林自体にも影響する。そのため

食害防除の方法として忌避剤の利用（３，８），柵（２，

10，18）や単木保護資材（13，17）の設置，下刈り省

略（19，20）やその方法の工夫（16）などが検討され

てきた。また，食害を受けた個体の生育についての報

告は多くない（５）ため，食害が発生した林分では，

林業生産機能を持続するためには苗木の補植が必要

（12）だとされてきた。 

 これらの食害対策や補植によって発生する経費の掛

かり増しは，造林・保育費用の低コスト化が求められ

る今日にあっては軽視できない問題である。しかし，

食害が発生した，または発生が予想される場合，すべ

ての状況でその対策をしなければならないだろうか。

もし成長に影響がない程度の食害であれば，対策の簡

略化や補植の省略が検討できる可能性がある。つまり，

目標林型とあわせた議論が必須ではあるが，食害に対

する植栽木の応答を整理することによって，過不足の

ない対策を取ることが可能になると考えられる。 

  このたび，2 年生のヒノキ（Chamaecyparis obtusa 

(Sieb. et Zucc.) Endl.）固定試験地において，シカに

よる食害が発生した。そこで本研究では，シカの食害

がヒノキ植栽木の初期成長に及ぼす影響を検討するた

め，食害前後各 2年間の植栽木の成長経過を評価した。 

 

Ⅱ 方法 

 1．調査地 

 調査は 2011年 4月～2015年 3月までの 4成長期間，

岐阜県郡上市八幡町小那比の郡上市有林で行った。調

査地は標高約 450m，平均傾斜 35～40度の西向き斜面

にあり，土壌の母材はチャート，土壌型は適潤性褐色

森林土（偏乾亜型）である。約 11km 北にある八幡地

域気象観測所（標高 250m）における平年値（1981～

2010年）は，平均気温 12.5℃，年降水量 2,628mm で

あった（11）。調査地を含む岐阜県中濃地域における

2011 年のシカの推定生息密度は，平均 13.2 頭/km2で

あった（６）。 

 調査地は，2011年 2～3月に約 50年生ヒノキが皆伐

された造林地で，周囲には高さ 1.8m のシカ侵入防止

柵が設置されている。緩い凹地形を挟んだ斜面の左右

で調査地を二分し，普通苗植栽区（0.15ha）とコンテ

ナ苗植栽区（0.22ha）を設けた（図－1）。2011 年 4

月，それぞれに 2年生普通苗，および標準的な管理（４）

のもとマルチキャビティコンテナ（JFA-300，15）で 1

年間育苗された 2 年生コンテナ苗を 1.8m 間隔の方形

植えで植栽した（ただし，本研究では苗の種類による

比較は行わない）。2011年 5月，この調査地の中に調

査区（0.03ha）をそれぞれ 1箇所ずつ設け，調査区 1，

調査区 2 とした（図－1）。植栽本数は，調査区 1 が

105本（3200本/ha），調査区 2が 86本（2800本/ha）

であった。調査地では植栽当年の 2011年を除き，毎年

夏期に全下刈りを行った。下刈り前の調査地には，ア

カメガシワ（Mallotus japonicus (Thunb.ex Murray) 

Muell.），シロモジ（Lindera triloba (Sieb. et Zucc.) 

Blume），キイチゴ属（Rubus spp.）などがみられた。 

  2012 年 11 月に柵の破損がみつかり，植栽木の採食

を確認した。同年 8月には採食が認められていないこ

とから，採食は 11月までの 3ヶ月間に発生し，目撃情

報や食痕，糞粒，足跡から，採食者は主としてシカで

あると推定された（20）。直ちに柵の破損箇所を補修

したため，その後，新たな採食は発生しなかった。 
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  図-1．調査地および調査区の配置 

 

 2．調査および解析方法 

 調査区内の植栽木には個体番号を付し，植栽直後の

2011年 5月（以下，0年生時），植栽後 1年目の成長

期経過後にあたる同年 12月（以下，1年生時），2年

目の成長期経過後の 2012年 12月（以下，2年生時），

3年目の成長期経過後の2013年12月（以下，3年生時），

および 4年目の成長期経過後の 2015年 3月（以下，4

年生時）に毎木調査を行い，植栽木の樹高，根元直径

を計測した。2 年生時の調査では，これに加えて採食

の発生状況を頂枝，側枝に分けて記録した。ここで 2

年生時の樹高は採食後の数値である。 

 調査区内には枯死個体と下刈り時の誤伐個体がみら

れたが，これらは解析対象にしなかった。解析個体は

調査区 1が 98本，調査区 2が 70本になった。頂枝の

採食を「食害」とし，解析個体を 2年生時に頂枝を採

食された個体（食害個体）と採食されなかった個体（健

全個体）に分け，それらの 4年間のサイズ（樹高，根

元直径），および採食発生後 2年間の樹高成長量を比

較した。ここでいう樹高とは，頂枝の地上高（食害個

体では採食後の頂枝の最も高い位置の高さ）である。

また，採食後の樹高成長量は，4 年生時と 2 年生時の

樹高の差分とした。食害の有無によるサイズと樹高成

長量の比較は，t 検定により統計検定を行った。食害

個体は調査区内で比較的ばらついて分布していたこと

から，立地による成長差は生じないものとした。 

Ⅲ 結果 

  調査地における採食の発生状況を表－1 に示す。両

調査区では植栽木の木化していない頂枝や側枝の先端

が主に採食されていた。調査区 1では全個体の 57.1%

が，調査区 2では 45.7%の個体が頂枝に食害を受けて

いた（表－1a）。また，側枝は両調査区で 66.1%の個

体が食害を受けていた（表－1b）。 

 食害発生から 1 成長期後の食害個体の応答を表－2

に示す。食害を免れた側枝が頂枝に変化して新しい芯

が立ち，両調査区ともに 96%程度の個体が食害から回 

表－1．頂枝(a)および側枝(b)の採食の有無 

表－2．1成長期後の食害個体の応答 

 

復していた。さらに 4年生時には，観察の結果，樹形

の乱れはなく，外見上は食害箇所がわからなくなって

いた。一方，食害から回復できなかった個体は，複数

本の側枝が横方向に伸長し，主幹となる頂枝が定まっ

ていない状態であった。 

 根元直径および樹高の成長経過を図－2 に示す。0

年生時の平均根元直径は，健全個体が調査区 1 で

4.9mm，調査区 2で 4.9mm（以下，4.9，4.9mm と記

す），食害個体が 4.8，4.8mm，4 年生時の平均根元

直径は，健全個体が 35.0，41.2cm，食害個体が 35.1，

38.5mm であった（図－2a）。両調査区のどの調査年

時においても，食害の有無による根元直径の差は認め

られなかった（図－2a，t 検定，p＞0.05）。また，0

年生時の平均樹高は，健全個体が 28.2，38.2cm，食害

個体が 26.2，36.0cm，4年生時の平均樹高は，健全個

体が 220.6，248.2cm，食害個体が 210.2，232.4cm で

あった（図－2b）。調査区 1 では 0 年生時～3 年生時

の，調査区 2 では 1 年生時～3 年生時の樹高に食害の

有無による有意な差が認められ（t 検定，p＜0.05，ま

たは p＜0.01，p＜0.001），健全個体の方が大きかっ

た（図－2b）。つまり，両調査区で 1 年生時，2 年生

時の樹高は健全個体の方が大きかった。また，4 年生

時には食害の有無による樹高差は認められなかった。 

  食害後 2成長期間の樹高成長量を図－3に示す。調

査区 1において，樹高成長量は食害個体の方が大きく，

健全個体のそれとの差は有意であった（図－3a，t 検定，

p＜0.05）。また，調査区 2の樹高成長量の平均値も，

食害個体の方が健全個体よりも大きかったが，統計的

な差異は認められなかった（t 検定，p＞0.05，図－3b）。 
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●：調査地 1の健全個体，▲：調査区 1の食害個体，

○：調査地 2の健全個体，△：調査区 2の食害個体を

示す。下向き矢印（↓）は食害発生時期を示す。*は調

査区 1において，x は調査区 2において食害の有無に

よる有意差（t 検定）が認められることを示し，記号 1

個：p＜0.05，記号 2個：p＜0.01，記号 3個：p＜0.001

を表す。 

 

 

Ⅳ 考察 

 1．食害発生状況 

  本調査地では，柵の破損により頂枝の 5割程度，側

枝の 6割程度に採食が発生した（表－1）。シカ等によ

る植栽木の食害については，和歌山県の若齢スギ林で

16～89%（５），千葉のスギ林で 0～100%（21），長

野県の幼齢ヒノキ林で 82%（12），千葉のヒノキ林で

60%以下（21）という報告がある。これらの結果の最

大値と比べると，本研究の食害発生率は高くはないが，

既存研究の結果はいずれも数年間にわたってシカの採

食を受けた造林地の事例であることを考慮する必要が

ある。本調査地では柵の破損期間が短く，シカの採食

回数は少なかったと推測される。したがって，本研究

の結果は，シカが造林地に侵入した場合，たとえ期間

が短くても高い割合で植栽木を採食する可能性を示し

ている。 

 健全個体は，食害個体に比べて 1 年生時，2 年生時

の樹高が大きかった（図－2b）。2 年生時，食害個体

の樹高はシカの採食によって低下した可能性も考えら

れるが，1 年生時の樹高も小さかったことから，食害

個体の樹高は食害を受ける前から低かったことが示唆

される。食害の発生率は植栽木の樹高が 100～160cm 

を超えると低下するという報告（２，12，19，20）が

多い。また，カラマツ（Larix kaempferi (Lamb.) Carriere）

では，樹高が大きいほどシカの採食を受けにくいこと

が示されている（１）。本研究の結果は，樹高が大き

ければ食害を受けにくいことを示しており，これら既

存研究の結果と一致している。 

図－3．2成長期間の樹高成長量 

*は食害の有無による有意差（t 検定，p＜0.05）を示

す。図中の箱は四分位数範囲，箱中の横線は中央値を

示す。箱から上下に伸びたひげはそれぞれ 95パーセン

タイル，5パーセンタイルを示す。 

 

 

 2．食害後の応答 

 本研究の結果は，シカの採食回数が少ない場合にお

ける，食害に対するヒノキ幼齢木の応答を示している。

頂枝を採食された個体は，直径の上では健全個体との

差はなかった（図－2a）。また，側枝の伸長により新

しい芯が立つことによって食害から回復し，樹高や樹

形の上でも健全個体との差はみられなくなった（表－

2，図－2b）。スギの場合（５）は，側枝の上長伸長が

旺盛なために，頂枝を切断しても樹高成長に影響がみ

られなかったこと，側枝が変化した主幹であっても曲

がりがみられなかったと報告されている。本調査地で

も食害個体の食害以降の樹高成長量は，健全個体に比

べて大きいか，劣らなかった（図－3）。この結果は，

食害によって頂芽を失うことにより，頂芽優勢から解

放されて側枝の伸長成長が促進された（７）ことを示

していると考えられる。 

  4 年生現在，調査地における植栽木の平均樹高は

200cm を超えている（図－2b）。先に述べたとおり，

樹高が高いほど採食が少なくなるため，今後，調査地

では頂枝の食害は少なくなると推測される。このこと

から，幼齢ヒノキにおいては，頂枝食害の発生回数が

少なければ，食害がその後の成長に及ぼす影響は小さ

いと考えられる。また，この造林地では食害による植

栽木の樹形不良や成長低下がみられなかったことか

ら，補植の必要性は低かったと推測される。一方，食

害の影響は，食害の発生頻度（５），被害の程度（10），

樹種（９，21）によって異なる。食害発生頻度の違い

によって，本研究同様，食害の影響は小さいとした報

告（５，10）もあれば，影響があったとする事例（２，

９，12，16）もみられる。今後は，食害がどの程度の

頻度で発生した場合に成長への影響が顕在化するかを

明らかにする必要がある。 
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 本調査地では外見上において，食害個体の欠点は認

められなかった。したがって，成林目的やバイオマス

利用目的など，材質を重視しない場合であれば食害の

影響は小さいと考えられる。しかし，スギの場合，材

が変色した事例（５）が報告されている。収穫した材

の用途によっては，食害が材の形質低下をもたらす可

能性があるだろう。そのため，食害が材質に及ぼす長

期的な影響を検証する必要がある。 
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氏（当時）に手伝っていただいた。ここに記して各位

に厚くお礼申し上げる。 
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