
Ⅰ．導入

1. 高密度化するシカ

各地で発生するシカの高密度化に伴う採食の

増加は，我が国の森林管理における最も深刻な

問題の1つである（Takatsuki 2009）．これに対し，

日本各地の国立公園や自然公園で，生物多様性

の保全や樹木の更新の促進といった森林保護を

目的に，防鹿柵の設置などの対策が進んでいる．

柵の設置は，希少植物の保護や，採食を受けや

すい樹木の更新の促進などにおいて非常な有効

な手段である（田村 2010, Nomiya et al. 2003）．

一方で，自然撹乱として本来あるべきシカの植

食圧を完全に排除してしまうことにより，植物

群集の形成パターンが歪み，かえって森林再生

に負の影響を及ぼすことも報告されている

（Olsen & Klanderud 2014）．日本において，シ

カは元来生態系の一部として存在し，植物を始

めとした様々な植物と共存してきた．そのため，

シカの過増加という問題に対しても，シカの生

態系における役割を考慮に入れて対処していく

必要がある．

2. シカの採食と植物群集集合

植物は，生育地への分散，その後環境への適

応，種間の競争を経て初めて定着する．このよ

うな確率的な要因，決定論的な要因を経て植物

群集は集合していく（HilleRisLambers et al. 

2012）．この植物群集の形成過程，植物の共存

のメカニズムは，シカによる直接的，間接的な

要因により大きく影響されていることが考えら

れる（Côté et al. 2004）．本研究に先立って行わ
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シカ個体群の過剰な増大に伴う植食害は広く報告されており，陸域の生態系管理上の重大な課題となっ
ている．そこで，植生保護のための防鹿柵が広く用いられている．ここで精査すべき点は，柵の設置は，
森林に普遍的に存在するシカによる植食圧を完全に排除する．過剰な食害の問題性は広く認知されてい
る一方で，食圧ゼロが如何に不自然であるのかについては検討されていない．植生保護を目的とした防
鹿柵は，エゾシカによる食害を防ぐが，自然撹乱としての植食圧を完全に排除してしまう．本研究では，
知床国立公園の森林において，適正な植食圧を評価し，シカと植物の双方が共存する本来の生態系の姿
を模索することを目的とした．野外調査で得られた結果より，防鹿柵の設置は，一部の植物種の回復と
優占を促すが，多くの植物の移入を妨げることで植物の多様性をむしろ下げてしまう可能性を見出した．
この結果より，シカ食害から植生保護という観点では有用に思われる防鹿柵の設置は，長期的な生態系
プロセスの回復という観点からは，その効果が限定的であるかもしれないと結論付けた．
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れた先行研究においては，柵の設置による本来

あるべきシカの採食の不在は，特定の競争能力

に優れた種の優占を引き起こすことが示唆され

た（Nishizawa et al. 2016）．しかし，本研究では，

単年のデータのみからの推察で，分散過程につ

いて考慮できていなかった．

植物群集の多種共存において，撹乱後の分散

過程は非常に重要な要因である．撹乱が存在し

ない場合，競争能力の高い植物種が優占し，群

集は単調なものとなる．しかし，植物には，「住

みつき能力―競争能力のトレードオフ 

（competition-colonization trade-offs）」があるこ

とが知られている（Tilman 1990）．撹乱が発生

して独占されていた資源（空間，光，栄養塩等）

がリリースされた場合，このトレードオフによ

り競争劣位種が資源を利用し，定着することが

できる．このように，分散と競争の関係は植物

の多種共存を支える大きな要因として挙げられ

る（Amarasekare 2003）．植食圧が存在しない不

自然な状態において形成した群集では，無撹乱

時の競争関係だけでなく，撹乱への応答も異

なってくることが考えられる．

3. シカの自然撹乱ネズミの攪乱

本研究の調査地である知床では，最も優占的

な種の一つであるミズナラの堅果の豊作に伴

い，森林性のネズミ類（エゾヤチネズミ（Myodes 

rufocanus bedfordiae）等）の個体数が激増する

ことが知られている（e.g. Jensen 1982）．この

大発生したネズミは，豊富に存在する植物を利

用し，森林の林床植物に大きな撹乱を与えてい

く．この撹乱は，植生を保護している防鹿柵内

においても同様に発生する．

このネズミの大発生による撹乱を利用し，防

鹿柵の設置によって主要な撹乱が不在な状況が

続く群集では植生の回復プロセスがどのように

異なるのかを評価する．これにより，シカの存

在と植物種の時間的な多種共存プロセスの関係

について考察していく．

Ⅱ．方法

1. 調査地

調査地は，北海道の北東部に位置する知床国

立公園．この調査地は高い生物多様性が評価さ

れ世界自然遺産に指定されている．しかし，近

年エゾシカ Cervus nippon yesoensis（以後，本

稿ではシカと表記する）の個体数が急激に増加

し，林床植生の現存量低下と多様性減少，樹皮

剥ぎによる特定樹種の喪失などが報告されてい

る．この対策の 1つとして防鹿柵の設置が行わ

れている．本研究では 2003年に設置された幌

別地区の防鹿柵を利用した．幌別地区は知床半

島の北側（ウトロ側）中央部（44°06'00"N 145°

01'42"E）に位置し，トドマツ Abies sachalinensis，

ミズナラ Quercus crispulaが優占する，広葉樹

の比率が高い針広混交の天然林となっている

（石川 2004）．調査地の幌別地区は 2000年以降，

エゾシカの密度は 5～ 10頭 /km（秋季ライト

センサス）という高密度な地域である（エゾシ

カ・ヒグマワーキンググループ 2017）．

2014年，本地域にて過去 30年間で最大のミ

ズナラ豊作（図 1）に伴い，翌 2015年にはネ

ズミ類（主にエゾヤチネズミ）の爆発的な増加

が確認された．

2. 調査設計

調査設計として，防鹿柵内 80× 120 mの方

形区を 96個の大プロット（10× 10 m）に区切

り，それぞれの大プロットの中央に 1× 1 m（1 

m2）の小プロットを設置した．防鹿柵外には

100× 100 mの方形区を 100個の大プロット（10

× 10 m）に区切り，柵内と同様に小プロット

を設定した．林床植生データは，1× 1 m（1 

m2）の小プロット内のすべての出現種を記録

し，被度は網目が 10× 10 cmの網を張った 1

× 1 m（1 m2）の枠をガイドに目視で全出現種
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を測定した．調査対象は林床植物（草本植物，

シダ植物，樹高 50 cm未満の低木種）とし，高

木，亜高木種の実生は含めなかった．本調査は

幌別地区での草本植物の開花時期に合わせ，

2014年～ 2017年にかけて同一地点にて毎年 6

月末に行った．

3. 解析方法

ネズミの被害が発生する前の 2014年，ネズ

ミ被害を受けた 2015年，回復 1年目の 2016年，

回復 2年目の 2017年の植生データを用いて解

析を行った．

本研究では，柵の有無による回復過程の違い

を明らかにするため，撹乱前後の各年の植生

データを用いて植物群集の経年変化を調べた．

手法として，Baselga（2012）に紹介されてい

る非類似度を用いた．この手法では，群集変化

（非類似度）に加え，群集変化のうちの種の入

れ替わりによって説明される成分の割合を出す

ことができる．

Jaccard非類似度（dissimilarity）指数は，

を明らかにするため, 撹乱前後の各年の植生デ

ータを用いて植物群集の経年変化を調べた. 手

法として, Baselga(2012)に紹介されている非類

似度を用いた. この手法では, 群集変化(非類似

度)に加え, 群集変化のうちの種の入れ替わり

によって説明される成分の割合を出すことがで

きる.  

Jaccard 非類似度 (dissimilarity)指数は,  

βjac＝	
ｂ+ ｃ
� + � + �	

種 の 入 れ 替 わ り (Turnover component of 

Jaccard dissimilarity)指数は 

βjtu＝	 �	������  ��
� + �	������  ��	

で表され, a が両群集に出現する種数, b, c がそ

れぞれ片方の群集のみに出現する種数である. 

群集間の出現種が全て異なる場合これらの指数

は 1 となり, 出現種が全て同じ場合 0 となる.  

この指標を用いて, 撹乱を受けた柵内と柵外

の群集の時間方向の変化, 入れ替わり度合いの

違いを評価する. 検定にはマン・ホイットニー

の U 検定を用いた.  
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で表され，aが両群集に出現する種数，b，cが

それぞれ片方の群集のみに出現する種数であ

る．群集間の出現種が全て異なる場合これらの

指数は 1となり，出現種が全て同じ場合 0とな

る．

この指標を用いて，撹乱を受けた柵内と柵外

の群集の時間方向の変化，入れ替わり度合いの

違いを評価する．検定にはマン・ホイットニー

の U検定を用いた．

Ⅲ．結果

2014年から 2017年にかけてすべての期間に

おいて柵内で植被率が高いという結果になっ

た．一方，種数に関してはシカの影響のある柵
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図 1　知床における過去 29年間のミズナラ堅果個数及び重量の推移

林野庁北海道森林管理局（http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/siretoko/donguritop.html）



外で多くの種が出現していた（図 2）．4年間の

調査で，柵内で 46種，柵外で 54種，合計で

63種の林床植物が出現した．この内訳として，

柵内のみに出現したのが9種，柵外のみが17種，

柵内外共通種は 37種となった．主な優占種は

ツタウルシやマイヅルソウ，シラネワラビ，チ

シマザサ等となっている．

ネズミの大発生が起きた 2015年については，

柵内，柵外共に種数，植被率が大きく減少して

おり，保護されている防鹿柵内においても植物

群集を大きく変化させたということが示され

た．ネズミの大発生の終息後は，柵内柵外とも

に種数，植被率ともに即座に撹乱前の水準近く

まで回復している．植物種数のヒートマップ（図

3）からも，柵内外共に大きく撹乱を受け，撹

乱後は急速に回復していく過程を見て取ること

ができる．

柵内外の群集組成の変化パターンは，2014
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図 2　2014-2017年の種数と被度の経年変化．2015年に柵内外で種数，被度が大きく減少している．どの年においても，柵内と

比較して柵外では種数が多く，被度が低い．

図 3　2014-2017各年の植物種数のヒートマップ．一つ一つのセルがプロットで，色の濃淡は種数の違いを表している．



年と 2015年は，ネズミの攪乱による影響で柵

内外共に非常に大きく群集が変化していること

がわかる（表 1）．この時の種の入れ替わり指

数は，柵外で優位に高くなった．撹乱後の回復

を示す 2015-2016，2017年の変化も非常に大き

く，1年目から大きく回復していることが分

かった．この両年も含め，2015年の攪乱に対

して全期間において柵内より柵外で種の入れ替

わりが多く発生していた．

撹乱もなく安定していた 2016-2017年の群集

変化については，柵内外共に少なく，種の入れ

替わりについても柵内外で有意差がなかった．

撹乱前後の群集の比較（2014-2016年，2014-

2017年）では非類似度が柵内外で異なり，ネ

ズミの大発生の影響が柵外でより大きかったこ

とを示した．

Ⅳ．考察

1. ネズミの大発生の影響

2015年のネズミの大発生は，柵内外で林床

植物群集に大幅な減少をもたらした．2014-

2015の植物群集の非類似度も非常に高く，ネ

ズミの大発生の影響が非常に大きかったことが

わかる．

増加したと考えられるエゾヤチネズミは，植

食性であり，その時々の最も豊富に存在する食

物を利用するという性質を持つ（菅 1980）．そ

のため，優占度の高い種の独占化を阻むような

プロセスとして，多種の時間的共存に貢献して

いることがうかがえる．実際，防鹿柵に保護さ

れ，普段の攪乱が少なくなっている柵内におい

ても高くなった植被率を大幅に減少させた．

2. 柵内外の撹乱後の回復過程の違い

ネズミ大発生による撹乱を受けた群集の回復

過程（2014-2015，2015-2016，2015-2017）を見

ると，柵内，柵外共に種数，被度共に元の水準

に戻り，群集組成も大きく変化し，回復してい

ることが分かる．この時も柵外で種の入れ替わ

りの割合が大きくなっている．これは柵内で

残った種は変わらず回復時にも存在し続けるこ

とを表している．

3. シカの存在と多種共存メカニズム

全ての期間において柵外で種の入れ替わりが

大きくなっている．柵外ではシカの採食が自然

撹乱として恒常的に植物に働いており，この撹

乱が住みつき能力―競争能力のトレードオフに

よる時間方向の多種共存に貢献しているという

ことがうかがえる．

ネズミの撹乱前後の比較（2014-2016，2014-

2017）からも，柵外でより顕著に出ているとい

うことがわかる．

柵内については，撹乱を経ても群集組成があ

まり変化しておらず，回復2年目の2017年には，

2016年より撹乱前（2014年）に群集が似てき

ているという結果になった．柵内は普段からシ

カによる撹乱を受けていない分特定の種の優占
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表 1　群集組成の時間方向の変化（Temporal dissimilarity）と，群集変化のうち，種の入れ替わりによって説明される割合（Temporal 

Turnover）を，柵内外で比較した．検定にはマン・ホイットニーの U検定を用いた．



が非常に進み，独占した種は，被食を常に受け

ている柵外に比べて光合成の収支もよくなる．

このことから，柵内では林床で繁茂した種は日

常的に光合成産物を貯蓄し，稀に発生する撹乱

（今回はネズミ撹乱）時の回復に当てていると

いうことが考えられる．この場合，柵内の群集

はより種の入れ替わりが少ない方向に進んでい

く．

一方，柵外では恒常的に働いているシカの採

食が，突発的に撹乱が起こった場合にも影響し

ていることが考えられる．

ネズミの大発生はこのミズナラの多いこの地

域で古くから周期的に発生してきたプロセスで

ある．実際，この大発生が植物の多種共存に貢

献していることも確認された．しかし，この撹

乱に対する植物群集の応答も柵内外で異なって

おり，シカの継続的な採食が異なる撹乱（ネズ

ミ撹乱）に対する応答にも影響しているという

ことが示唆された．

このように，シカの採食は様々な形で植物の

共存に貢献しており，健全な生態系に必要な生

態系プロセスの一つであると考えられる．
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Forest ecosystem management for biodiversity conservation: a focus 
on the possible roles of deer hervivory as a natural disturbance

NISHIZAWA Keita and MORI Akira

The overabundance of deer population is the one of the serious issues for the terrestrial ecosystem management. 
As a measure to protect vegetation from over-grazing and browsing, deer exclosure fences are widely established. 
However, establishing fences completely exclude the deer herbivory, which should naturally exist to some extent. 
Although ecological issues because of their over-abundance are widely recognized, hidden issues due to the 
complete absence of deer have hardly gathered attention. In this study, by focusing on plant communities in forests 
with the contrasting deer abundance in the Shiretoko National Park, northern Japan, we aim to seek the ecological 
roles of deer herbivory on plant species coexistence. While we found that the deer exclosure fence helped recovery 
and prosperity of particular species, they substantially affected processes of species coexistence through the 
competition-colonization trait-offs. From this result, we conclude that, although the deer exclosure fences would be 
effective to protect the vegetation from the over-grazing and browsing, it is not sufficient when the primary focus is 
given to the recovery of ecological processes operating in nature.
Keywords: Deer exclosure fence, Forest floor plants, Community assembly, Biodiversity, Shiretoko national park, 
Ecosystem management
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