
Ⅰ．はじめに

1990年代以降，シカによる日本の自然生態

系に対する影響は大きな脅威となっている

（McClullough et al. 2009；前迫 2013；前迫・高

槻 2015；Higa, et al. 2020）．2009年 5月～ 2011

年 1月（回答期間）に植生学会が実施した全国

アンケート調査では．回答の 48 %でシカによ

る植生への影響が，20 %で林床の草本・低木

の著しい衰退や土壌の流出といった深刻な被害

が明らかにされた（植生学会 2011）．本調査の

目的は，2009年調査からおよそ 10年後の「植

生へのシカ影響についての全国的な実態把握」

および「地域ごとのシカの植生への影響を把握

すること」である．

今回のシカと植生に関するアンケート調査

（踏査含む）は第 1期調査締め切りを 2018年 9

月 30日，第 2期調査締め切りを 2019年 9月

20日とした．さらに，大阪における市民のシ
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2017から 2019年に実施されたシカと植生に関するアンケート調査で N=962の回答が得られた．北は
北海道知床半島から，南は鹿児島県屋久島まで，また，植生的には海岸植生から高山植生まで，森林か
ら湿地，ササ草原など，日本の代表的植生から多くの調査データが集約された．その結果，2008－ 2009
調査に比して，シカの植生に対する影響が進行していることが示唆された．5 kmメッシュの区画数によ
る影響度評価（N=669：5 kmメッシュ）は，シカによる植生への影響が「激甚」7.0 %，「強」21.1 %，「中」
16.7 %，「軽」16.0 %，「なし」39.2 %であった．一方，2009調査ではそれぞれ 6.5 %，13.7 %，11.6 %，
15.9 %，52.3 %であったことから，「強」と「中」の比率が増加傾向を示した．さらに，かつてシカのイ
ンパクトは太平洋側に集中していたが，2019調査では，より内陸部側や日本海に近い地域でもシカによ
る影響が報告され，シカによるインパクトの変化と林床植生における多様性の劣化傾向が顕著に示され
た．
本研究は，シカによる植生への影響およびその保全を考えるうえにおいて，重要なマイルストーンと

しての役割を果たした．
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カ対策の動きについてもヒアリング調査を行っ

た．シカによる保全対策は行政，民間団体，研

究者および個人がかかわっていることから，本

調査が広く地域の自然環境の保全につながって

いくことを期待し，中間報告などは随時，植生

学会ホームページにおいて公表する体制をとっ

た．

Ⅱ．調査方法

2018年 4月から 2019年 9月（回答期間）の

調査期間にシカと植生に関するアンケート調査

を行った．アンケート調査は，ウェブ回答（植

生学会ホームページほか），郵送，メール添付

による紙および電子ファイルでの回答によって

行った．データは，2017年～ 2019年の踏査資

料を対象とした．本報では紙面に制約があるた

め，アンケート用紙の内容については植生学会

HP（http://shokusei.jp/sika.html）を参照されたい．

Ⅲ．全国シカ影響度マップと都道府県別影響度

1. 回答数と全国シカ影響度マップ

2018年 4月～ 2019年 9月の回答期間に 962

の回答が得られた．日本地図の 5 kmメッシュ

の区分毎にもっともシカの被害が大きい影響度

を色分けして被害度マップを作成した（図 1）．

シカの影響度は，前回調査同様，「なし」，「軽

度（軽）」，「中程度（中）」，「強度（強）」およ

び「激甚（激）」の 5段階で評価した．全国の

傾向をみると，シカの植生への影響を「なし」

とする回答は 39.2 %（N=350），「軽」は 16.0 %

（N=156），「中」は 16.7 %（N=159），「強」は

21.1 %（N=217），「激」は 7.0 %（80）であっ

た（図 2）．

2009調査と比較すると，「なし」の比率が低

下し，その一方，「強」と「激」の比率は 28.1 %，

2009調査の 20.3 %を上回った．必ずしも前回

調査と同一の場所に限定されていないが，シカ

が分布する地域では「軽」以上の影響が生じて

いることが，図 1のマップから読みとれる．

2. 都道府県別シカの影響度とシカの増減傾向

都道府県別シカの影響度を表 1に，都道府県

別シカの増減傾向を表 2に示した．沖縄と広島

を除く 45都道府県から回答が得られた．もっ

とも回答数が多いのは，高知県（147），ついで

宮崎県（72），北海道（60），大阪府（55），鹿

児島県（52）であった．これはシカの分布の差

というよりも，調査者の努力量による差ともい

える．2009調査では山口県から 41データが得

られたが，今回，中国地方 4県はいずれもデー

タ数が 8以下であったため，十分な傾向把握が

できなかった．各地の詳細は後章で述べる．

シカの増減傾向については，「大きく減少」

とする回答は 1.8 %，「やや減少」は 12.9 %に

とどまっている一方，「大きく増加」は 22.7 %，

「やや増加」の 18.7 %とあわせて 41.4 %で増

加傾向という回答が得られた．環境省の資料

（https://www.env.go.jp/nature/choju/conf/conf_wp/

conf02-h29/ref01.pdf）によると，2014年度の調

査結果においてニホンジカが分布していないの

は茨城県のみで，1978年度から 2014年度まで

の分布区画数の増加率は 146 %，この 36年間

でシカの分布区画数は 2.46倍に増えているこ

とから，今回のシカの増大傾向は近年の動向を

よく示しているといえるだろう．

シカの影響程度と植生に生じている具体的内

容に関するアンケート結果（表 3）をみると，

植生および立地への影響が「軽」から「激」に

向かうと，食痕，樹皮はぎ，ディアライン，表

土流亡，斜面崩壊の比率が高くなる傾向を示し

た．全国レベルでの植生への影響は食痕が 56.8 

%，樹皮はぎ（角研ぎ含む）31.8 %，ディアラ

イン 18.5 %，表土流亡 9.8 %，斜面崩壊 3.5 %

であり，これらの数値はいずれも 2009調査よ

りも高い値を示した．シカの生息指標について
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は，シカ道 37.1 %，糞確認 33.0 %，鳴き声

18.2 %，生個体目視 13.7 %，落ち葉食い 6.5 %

であったが，これらの数値も 2009調査に比し

て高い数値であった．

3. 主要植生型の群落構造におけるシカの影響

常緑針葉樹林（トドマツ -エゾマツ群集，ト

ドマツ -アカエゾマツ群落など），針広混交林

（トドマツ -ミズナラ群落など），自然植生の落

葉広葉樹林（ブナ -スズタケ群集，ブナ -チシ

マザサ群集，モミ -アカガシ群落，コジイ群落

など），二次林（コナラ -アベマキ群落など），

植栽林（スギ -ヒノキ林など），湿地（ヌマガ

ヤ -ホロムイスゲ群落，ニッコウキスゲ群落，

ヨシ群落など），ササ草原（チシマザサ群落，

ミヤコザサ群落など），に区分し，自然植生，

二次植生，植栽地におけるシカの影響程度の比

率を算出した．

その結果，自然植生に分類された 334群落の
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図 1　シカ影響度マップ（5 kmメッシュ，区画数 =652）

図 2　シカ影響度別比率（2009年と 2019年）
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表 1　都道府県別シカの影響度 表 2　近年のシカの増加傾向

表 3　シカの影響程度



うち，シカの影響なしは 32.6 %，二次植生 116

群落では 36.9 %，植栽地 80群落では 45.7 %で

あった．自然植生でもっともシカの影響を受け

ており，ついで二次植生，植栽地の順に被害が

大きい傾向を示した．

自然植生でもっとも比率が高いのは林床植生

の衰退で 25.1 %，つぎに個体レベルの食害（23.1 

%）であった．なかでも常緑広葉樹林の林床衰

退の比率は 40.0 %にのぼり，つぎに常緑針葉

樹林 30.6 %，夏緑広葉樹林 25.5 %の順であっ

た．二次植生においても林床植生の衰退は 33.2 

%で，個体レベルの比率よりも高く，シカに

より食害が強く作用していることを示唆した．

植栽地において林床植生の衰退（24.6 %）は個

体レベルの食害（21.1 %）以上に高い値を示し

た．

Ⅳ．嗜好植物と不嗜好植物（表 4）

不嗜好植物（N=782）と嗜好植物（N=752）

として 3回以上の出現頻度で回答された植物を

表 4に示した．不嗜好植物として頻度の高いア

セビ，イワヒメワラビ，マツカゼソウ，ナチシ

ダはこれまでも不嗜好植物としてリストされて

いる種（橋本・藤木 2014）と同様の傾向を示
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表 4　不嗜好植物および嗜好植物



した．嗜好植物として頻度の高い種はスズタケ，

イヌツゲ，イブキザサ，リョウブ，アオキなど

であった．これらの種もイブキザサをのぞいて，

嗜好植物としてリストされている種である．

嗜好植物はシカに食べられて姿を消している

種も多いと思われる．地域毎に，詳細な検討が

必要であろう．

Ⅴ．ササとシカの食害

ササの種類と食害程度の関係について，ササ

の種あるいは節レベルで 16種（節）が報告さ

れたが（回答数；N=332），そのうち，食害を

受けているササは，59.0 %であった．食害枯

死にいたっている種はスズタケ（回答数

N=65；枯死レベル N=24，36.9 %）がもっとも

顕著であった．

スズタケを林床にもつ森林の動態をあわせ

て，スズタケ枯死とシカ密度との関係を解析す

ることが必要である．

Ⅵ．シカ対策とシカ柵設置

シカから植物を保護する柵（ここでは以後，

シカ柵と呼ぶ）を設置しているかどうか，また，

それは何を対象しているかといったことについ

て尋ねた結果，シカ柵を設置しているのは 53.6 

%（回答者数 N=459）であった．そのうち耕作

地保護のためのシカ柵は 34.7 %，自然植生保

護は 32.7 %，植林地保護は 20.4 %，そのほか

は 12.2 %であった．

Ⅶ．地域植生におけるシカの影響

1. 北海道

今回の調査で北海道（N=60）は，「なし」

11.7 %，「軽」46.7 %，「中」33.3 %，「強」8.3 %，

「激」0であった（表 1）．前回，「激」と評価さ

れた知床半島は，今回，「強」の評価であり，

環境省によるシカ駆除の効果が現れているとも

いえる（石川幸男氏報告）．利尻山，礼文島，

大雪山，沼の平湿原，四ノ沼湿原，歌才湿原，

網走湖畔（国指定天然記念物エリア），　女満別

湿生植物群落，勇駒別湿原では 2009調査同様，

シカによる影響はなかった．

道東では「軽」～「強」の報告があり，北部

では「軽」の報告があるが，内陸では「なし」

とする傾向は，2009とほぼ同様である．白糠

丘陵のサワシバ -ミズナラ群集，炭山のトドマ

ツ -ミズナラ群落，雨竜沼湿原では「強」の報

告がなされている．

十勝・浦幌町の道有林は 1990年代からシカ

の影響が強かった地域で，ササ（あったとすれ

ばミヤコザサ）がなく，林床にはフッキソウが

生育している．もともとササが無かったのか，

ササが消失したのか，今となっては不明である

が，現在，稚樹・小径木が少なくなっている．

ここにはウラホロイチゲ，クシロワチガイソウ，
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図 3　北海道十勝・浦幌町の道有林．1990年代からシカの影

響が強かった地域（撮影：明石信廣）．



クリンソウなど全国的にみれば希少な植物が生

育している．オホーツク・津別町の道有林は鳥

獣保護区になっており，シカの密度は比較的高

いが，クマイザサが密生している（図 3；明石

信廣氏報告）．おそらく稚樹・小径木はかなり

減少していると思われる．

ヌマガヤ -ホロムイスゲ群落，ミカヅキグサ

群落，ワタスゲ群落など，湿地においても食痕，

シカ道など「軽」～「中」のシカの影響が報告

された． （前迫ゆり）

2. 東北地方

東北地方のうち，五葉山や牡鹿半島周辺では

2009調査同様に「強」や「激」といった深刻

なシカの食害が確認された．今回の調査では北

上高地のさらに北でも「強」の影響が確認され，

盛岡周辺でも「中」の影響が確認されているこ

とから，今後，さらに北への拡大が懸念される．

さらに北の白神山地などの青森県内では三八

上北を中心にニホンジカの目撃情報はあるもの

の，植生への影響は確認されなかった．

福島県の南部会津地方から中通りの須賀川周

辺でもシカ食害による林床植物への影響が確認

された．これまでは栃木県内や尾瀬周辺に影響

が留まっていたが，さらに北へと拡大している

傾向がみられた．奥羽山脈周辺や山形県内では

シカによる影響がほとんどみられなかった．一

方，山形県と新潟県との県境にあたる小国町の

ブナ林ではシカの食痕がみられ，影響の拡大が

懸念される． （若松伸彦）

3. 関東地方

関東地方では 2009調査と同様，栃木県の日

光山地や足尾山地，埼玉県の秩父山地，神奈川

県の丹沢山地や箱根山地などで，「強」から「激」

の影響が報告された．東京都から山梨県の多摩

川上流域にかけても，引き続き強い影響が記録

されている．これら以前から影響が大きかった

地域に加えて，埼玉県から神奈川県にかけては，

奥多摩や丹沢の東側にも影響度「強」の場所が

出現した．千葉県の房総半島でも，前回は「軽」

の影響しかなかった半島西側に「激」の区画が

現れた．このように，この 10年間でシカの影

響が山地から，より低標高の丘陵に広がりつつ

あることが読み取れる．また，前回は関東地方

で唯一，シカの影響が報告されなかった茨城県

でも，北部の久慈川上流域で「軽」の影響が報

告されたことから，シカの分布域自体も拡大し

ている可能性が高い．

シカの影響は，自然林から人工林まであらゆ

る群落タイプから報告されているが，とくに影

響が顕著なのは渓谷・渓畔林である．渓谷・渓

畔林では，土壌が礫質であったり不安定であっ

たりするためか，地下茎で一気に広がるような

不嗜好植物（たとえばシロヨメナやバイケイソ

ウ）が繁茂することはなく，裸地化が進行して

しまう．東京都の奥多摩や，栃木・群馬県境の

足尾山地のシオジ林では，もともと生育してい

た高茎草本や大型のシダ類がほとんど消失し，

裸地化が進んでいる．このような渓谷・渓畔林

における林床植生の衰退は，多量の土砂の流出

を招き，防災上も大きな問題である．

シカの影響は森林だけでなく，草原や湿原に

も及んでいる．本州最大の湿原である尾瀬ヶ原
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図 4　シカの食害で消失した尾瀬のミズバショウ（2019年 7

月撮影）

図4．シカの食
害で消失した
尾瀬のミズバ
ショウ（2019年
7月撮影）



（群馬，福島，新潟）も，近年シカの影響が深

刻になりつつある場所である．尾瀬ヶ原では，

周辺の森林から湿原に向かって無数のシカ道が

伸びており，夜間や観光客が少ない時期には，

シカが湿原内で活発に活動していることがうか

がえる．湿原で採食の影響を受けやすいのは，

とくに低層湿原の群落である．低層湿原では，

クロバナロウゲ，ドクゼリ，サワギキョウなど

の高茎草本のほか，ミズバショウにも多くの採

食痕が見つかっている．また，ミツガシワの根

茎を掘り返して食べるため，泥炭地が攪乱され

て植生が退行している箇所も多い（図 4）．

 （吉川正人）

4. 中部地方

長野県および山梨県内のほとんどの地域で

「中」以上の影響があった．特に奥秩父，八ヶ岳，

南アルプス，富士山周辺では林床植生の衰退が

著しく，極めて深刻な状況と言える．影響は低

標高，中標高域から高標高域まで広い範囲にみ

られる．例えば，南アルプスの仙丈ヶ岳のカー

ル内のお花畑はコバイケイソウやトリカブトな

どの不嗜好性の草本が見られるのみになってい

る．同じく，南アルプスの前衛にあたる櫛形山

では絶滅危惧 IB類（EN）のエゾヒョウタンボ

ク（以前のスルガヒョウタンボク）が，食害の

影響を強く受けている（図 5）．一方で，雲ノ

平などの北アルプスの高山域ではシカの食害が

前回同様，確認されず，食害による影響は

2009調査とほぼ同じ傾向であり，影響が大き

く拡大したということはない．

2009調査ではシカの目撃情報も少なく，食

害影響が少なかった長野県北部では，今回「中」

および「強」の食害影響の報告が増加しており，

北部のより多雪地域でもシカの植生への影響が

拡大していることが確認された．北陸地域の富

山県や石川県でも林床植生へのシカの食害影響

が確認されており，今後の影響拡大が懸念され

る．新潟県内ではシカの目撃情報が増加してい

るものの，植生への影響は確認されなかった．

しかし，長野県北部での影響拡大状況から，今

後の植生変化を注視する必要がある．

 （若松伸彦）

5. 近畿地方

1）近畿全域

近畿地方でもっともシカの影響が顕著なの

は，奈良県で，「強」と「激」はそれぞれ 29.2 

%（各 N=7），「なし」は，4.2 %（N=2）であっ

た．紀伊山地の大台ヶ原や春日山原始林（奈良

市）は 2009調査と同様，「激」である．大台ヶ

原（1695 m）では環境省がシカの駆除（くくり

わな）を行っているため，以前に比べると植生

21

図 5　食べつくされたスルガヒョウタンボク（櫛形山）

図6．食べつくされた
スルガヒョウタンボク（櫛形山）



は回復している．また，シカ柵も広域に設置し

ているため，シカ柵内では植生回復がみられる．

しかし，詳細にみると，ササの違いによる更新

の違い，シカ柵を設置するまでのギャップ形成

年代による差異など，シカ柵設置だけでは解決

できない課題がある．

滋賀県では花の百名山として知られる伊吹山

（標高 1377 m）でシカの影響は激化している．

シカ柵設置は米原市によって行われているが，

積雪の影響によるシカ柵の破損など，シカ柵が

うまく機能していない場所も多く，高山植物へ

の食害は著しい．滋賀県湖東の霊仙山（1094 m）

でも「激」が報告されており，高標高でのシカ

の食害が進行している（図 6）．

三重県では「激」評価はないが，須賀利町大

池（標高 10 m）の天然記念物ハマナツメに対

する食害が「強」のレベルで進行している．近

畿地方の植生へのシカの影響は，標高に関係な

く，広域的に深刻化しているのは 2009調査同

様の傾向である．大阪府は以下に詳しく述べる

が，北摂での影響は「激」レベルである．シカ

の増加傾向は兵庫県で著しく，淡路島南部では

前回同様，「強」の影響が報告されている．近

畿地方全体でデータ数は十分とは言えないが，

「影響なし」とする回答は 19.4 %にとどまった．

 （前迫ゆり）

2）大阪府域のシカの影響と市民による保全活

動

北摂地域全体でのシカ平均密度は 2014年が

15.4頭/km2，2018年が 14.8頭/km2と大きく異

ならなかったものの，2014年に高密度であっ

た箕面国有林や高槻市の国有林周辺などでシカ

生息密度が大きく減少している一方で，それま

でシカの痕跡がほとんど見られなかった地域で

シカ生息密度が増加するなど，シカ生息密度の

分布状況は大きく変動していた．国有林では

2014年度以降になってシカの捕獲が開始され

るなど捕獲圧が大幅に強化されたことから，捕

獲圧の濃淡に伴ってシカ生息密度の増減に地域

差が生じていることが示唆された．

2015年から 2018年にかけての下層植生衰退

度の変化を見ると，シカ生息密度が増加した地

域では下層植生の衰退が進行し，シカ生息密度

が減少した地域では下層植生がやや回復するな

ど，おおむねシカ生息密度の変化と対応した変

動がみられたものの，回復した地域よりも衰退

した地域が顕著に目立つ状況が明らかになっ

た．このことから，捕獲等によってシカ生息密

度が減少しても，植生の回復には時間がかかる

ことが示唆された．

大阪府の「生物多様性ホットスポット」の中

では，Aランクの「箕面公園」や Bランクの「ポ

ンポン山・本山寺」でシカが減少し，下層植生

衰退度がそれぞれ回復，変化なしであった一方
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表 5　大阪府下のシカの状況と市民活動のヒアリング調査結

果

表5．⼤阪府下のシカの状況と市⺠活動のヒアリング調査結果

地域
⽣物多様
性ホット
スポット

シカ
捕獲
状況

調査結果 ヒアリング結果
シカ
密度

下層
植⽣

シカ
出没

植⽣
状況

調査結果
把握

活動
意欲 課題

箕⾯ Aランク 強化 減少 回復 減少 改善 有 向上 後継者不⾜

⾞作 Aランク 変化
なし 増加 衰退 増加 悪化 無 悪化 予算不⾜・専⾨的

知識不⾜

三草⼭ Bランク 変化
なし 増加 衰退 増加 悪化 無 変化

なし ⽬標設定の困難さ

本⼭寺 Bランク 強化 減少 変化
なし 減少 変化

なし 有 向上 関係団体間の連携
図 6　滋賀県霊仙山の表土流亡とシカの群れ（○）．平野達好

氏撮影（2018年 8月）

図6．滋賀県霊仙
山の表土流亡と
シカの群れ(○）_
平野達好氏撮影
(2018年8月）



で，Aランクの「竜王山周辺（車作など）」や

Bランクの「三草山」ではシカが増加し，下層

植生が衰退していた（表 5）．

これらの地域で活動する保全団体に聞き取り

を行ったところ，シカ密度低下地域では実感と

して植生の回復などの状況改善を感じるととも

に活動意欲の向上を指摘する声が多く得られた

一方で，シカ密度増加地域では先の見えない状

況を不安視し，活動の継続性を危惧する声が散

見された．このことから，捕獲による密度低下

をはかるとともにその変化を定量的に評価し，

明示することが地域における保全活動の推進の

ために重要であると考えられた． （幸田良介）

6. 中国地方

中国地方では各県の回答が N=2～ 8にとど

まっており，十分な回答が得られていない．今

回，島根半島西部と鳥取県中央部で「強」が，

岡山県黒岩高原で「中」が報告されているが，

2009調査でも島根半島西部，鳥取県南東部，

広島および山口で「強」が報告されている．中

国地方全体では，今回，「なし」76.5 %，「軽」

0 %，「中」5.9 %，「強」17.6 %，「激」0 %であっ

たが，広島県の情報が得られていないことも含

めて，情報不足のため，詳細不明である．

 （前迫ゆり）

7. 四国地方

四国の中東部や南西部では被害程度の強い地

点が確認された一方，中央部では顕著な影響は

確認されなかった．被害が激しかった中東部の

剣山系三嶺山域では，林床が裸地化しており，

表土の流亡や斜面の崩壊も多くの地点で確認さ

れた．四国中東部の梶ヶ森や大座礼山でも，林

床植生の衰退が確認されたが，三嶺のような表

土の流亡や斜面の崩壊は確認されなかった．四

国の中央部を東西に連なる四国山地では，東方

に位置する剣山系から西方の石鎚山系にかけて

被害程度の低下傾向が確認された．石鎚山系で

は，シカの生息が 2004年から確認されており，

今後の個体数増加が懸念されている．

 （渡部雄貴・比嘉基紀）

8. 九州地方

1）鹿児島県

大隅半島：高隈山地においては，シカは分布

していないとされていたが，近年シカが南下傾

向にある．高隅地域では今回調査を行えなかっ

たが，鹿児島大学農学部高隅演習林への聞き取

り調査では，2，3年まえからシカの姿を確認

するようになったという．北部地域から南下し

てきている個体群と思われる．現時点では演習

林内に明らかな植物への影響は確認されていな

いようだが，今後の影響が懸念されるところで

ある．

鹿児島市と薩摩川内市および姶良市の境に位

置する山地では既にシカの個体数が多く，森林

や耕作地周辺でシカの影響がみられるように

なっている．

北薩・霧島地域：今回，広範囲の調査は実施

できなかったが，霧島地域ではほぼ全域がシカ

の影響下にあり，場所によってはディアライン

が明瞭で表土流亡が生じている地点があるな

ど，依然として食害の影響が強い状況が続いて

いる．また北薩地域でも同様にシカの影響が強

い状況が続いている．今回調査を行った紫尾山

系の伊佐市大口町での調査では，林床が衰退し，

林道沿いなどの明るい場所ではマツカゼソウ，

マムシグサ類等の不嗜好性植物が優占している

状況がある．南限域に位置するサワグルミの小

林分では林床のシダ類やその他の草本植物のほ

とんどが矮小化しており衰退が著しい．部分的

に不嗜好性種のヤマシャクヤクが優占している

箇所があるが，これもシカが影響している可能

性がある．

屋久島の全域にシカの影響がみられる．影響

度は強で，低地部に関しては著しい急傾斜地以
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外はほぼ全域に影響がみられる．森林において

は林床植生が大きく衰退しており，地域によっ

てはナチシダ，イシカグマ，クワズイモなどの

不嗜好種が繁茂している．今回の調査では標高

1000 m以上の山地は確認できなかったが，シ

カによる被害は依然として続いていると予想さ

れる． （川西基博）

2）長崎県対馬および宮崎県：長崎県対馬では

低標高地を含む全ての調査地点でシカによる林

床植生への食害影響が大きい（図 7）ことが明

らかとなった．龍良山などの自然林が拡がる地

域から都市地域までのほぼ全ての森林がシカの

強い食害影響を受けていた．

宮崎県の九州山地や霧島山地域，祖母・傾・

大崩山地域などの高標高地ではシカによる林床

植生への食害影響が大きかった．一方，宮崎県

の低標高地の広範な地域と，高標高地でも諸塚

村から熊本県阿蘇地域にかけての地域や日南地

域ではシカによる林床植生への食害影響は小さ

かった．日向市東郷町などでは，低標高地であっ

てもシカによる林床植生への食害影響が大き

かった． （西脇亜也）

まとめ

情報不足の地域を含むものの，北海道から九

州までの海岸植生から高山植生まで，また，湿

地やササ草原から常緑広葉樹，落葉広葉樹，常

緑針葉樹林までさまざまな植生からシカのイン

パクトが報告された．5 kmメッシュの GIS図

において，2009アンケート調査ではシカのイ

ンパクトによる植生への影響が太平洋側で顕著

であったが，2019調査では内陸部から日本海

側にもシカの影響があらわれていた．すなわち，

このアンケート調査は，シカの影響が太平洋側

から内陸部および日本海側へとその影響を拡大

していることを示唆した．さらにシカのインパ

クトによる表土流亡や土壌侵食といった影響の

数値もやや上昇しており，日本の生態系へのシ

カのインパクトは進行していると考えられた．

謝辞

アンケート調査および野外調査にあたっては

植生学会会員，非会員をはじめとする多くのみ

なさまにご協力いただきました．各位に心より

お礼申し上げます．
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図 7　対馬佐護のヤブツバキ林床の裸地化（左）と宮崎県椎葉村のスズタケへの食害（右）

図8．対⾺佐護のヤブツバキ林床の裸地化（左）と
宮崎県椎葉村のスズタケへの⾷害(右）
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（2）長崎県対馬および宮崎県：長崎県対馬では低標高地を含む全ての調査地点でシカに

よる林床植生への食害影響が大きい（図 7）ことが明らかとなった。龍良山などの自然林

が拡がる地域から都市地域のほぼ全ての森林までのほぼ全ての森林がシカの強い食害影響

を受けていた。 

宮崎県の九州山地や霧島山地域、祖母・傾・大崩山地域などの高標高地ではシカによる

林床植生への食害影響が大きかった。一方、宮崎県の低標高地の広範な地域と、高標高地

でも諸塚村から熊本県阿蘇地域にかけての地域や日南地域ではシカによる林床植生への食

害影響は小さかった。日向市東郷町などでは、低標高地であってもシカによる林床植生へ

の食害影響が大きかった。                      （西脇亜也）         
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 情報不足の地域を含むものの，北海道から九州までの海岸植生から高山植生まで，また，
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インパクトが報告された。5ｋｍメッシュの GIS 図において，2009 アンケート調査ではシカ

のインパクトによる植生への影響が太平洋側で顕著であったが，2019 調査では内陸部から

日本海側にもシカの影響があらわれていた。また，シカのインパクトによる表土流亡や土壌

侵食といった影響の数値もやや上昇しており，日本の生態系へのシカのインパクトは進行
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Impacts of deer on vegetation biodiversity in Japan for 2018–2019,  
as assessed through a questionnaire survey

MAESAKO Y., KODA R., HIGA M., MATSUMURA T., TSUDA S., 
NISHIWAKI A., KAWANISHI M., YOSHIKAWA M.,  

WAKAMATSU N., FUJITA H., IDA H. and NAGAMATSU D.

We examined the impact of sika deer on regional vegetation in 2018–2019 using data from a questionnaire survey. 
We quantitatively evaluated the impact of the deer on vegetation biodiversity and identified areas facing irreversible 
ecosystem shifts and biodiversity degradation by comparing survey data between 2009 and 2019. The survey 
aggregated 952 data sets which included areas with heavily impacted vegetation across Japan, from north (e.g., 
Shiretoko Peninsula, Hokkaido) to south (e.g., Yakushima Island, Kagoshima Prefecture), as well as various 
vegetation types, such as evergreen warm temperate forests, deciduous temperate forests, cool temperate conifers, 
coastal grasslands, wetlands, and alpine vegetation. We found new evidence for impacts on inland parts of Japan and 
coastal areas near the Sea of Japan in 2019, in addition to heavily impacted areas since 2009. Furthermore, such 
effects have been expanding since 2009, especially in the southwestern part of the Pacific side of Japan. Our results 
indicate that negative impacts on floral biodiversity caused by sika deer are increasing in Japan.

Keywords: deer pressure degree, impoverlshed forest floor, milestone, monitoring survey, regional vegetation, slope 
failure
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