
Ⅰ．はじめに

1. エゾシカの増加

北海道のみに生息するニホンジカ（Cervus 

nippon）の亜種エゾシカ（Cervus nippon yesoensis）

は，1800年代後半の大雪と乱獲により一時は

絶滅寸前にまで激減したが，1980年以降，北

海道東部を中心に個体数が増加し，交通事故や

農林業被害が深刻な問題となってきた．北海道

による個体数管理によって，生息数はやや減少

しつつあるが，いまだ平成 30年度の推定生息

数は 66万頭にも及ぶ（北海道環境生活部環境

局生物多様性保全課エゾシカ対策グループ

2019）．

エゾシカの影響は，森林においては樹木の樹

皮剥ぎ，稚樹や萌芽などの採食による種組成の

変化や天然更新の阻害などがみられるほか（梶

1993，明石 2000，助野・宮木 2007，宮木

2011），近年は湿原植生（冨士田ほか 2012，村松・

冨士田 2015）や高山植生（杉浦ほか 2014，環

境省北海道地方環境事務所 2012，さっぽろ自

然調査館 2011，内田 2009）にまで及んでいる．
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エゾシカによる農林業被害は深刻で，影響は自然林や草原，湿原にまで及ぶ．各行政機関はエゾシカ
の生息状況や植生への影響について個々に調査を行い，膨大な調査データを所有するが，これらのデー
タを横断的に用いて影響評価を行うことはほとんどなかった．本研究は，全道レベル及びサロベツ湿原
とその周辺を対象に，複数の行政機関が収集したデータの再解析と現地調査により，現状把握と保全策
等を提案することを目的とした．
全道レベルでは，北海道森林管理局の「エゾシカの立木食害等が天然更新等に与える影響調査」デー

タの解析から，エゾシカの個体数変動の地域パターンと林床植物の嗜好性との間に関係性を見出した．
また，稚樹の採食痕の有無データから，エゾシカの高密度状態が続く地域で稚樹密度が低いこと，樹種
嗜好性は地域間で概ね一致するが嗜好性の高い種には地域差が存在することを示した．
サロベツ湿原では，環境省の GPS首輪データから，湿原周辺部を夏期に利用する個体群が存在するこ
とが明らかになった．湿原内に設置した自動撮影カメラやシカ柵を用いた植生調査・食痕調査から，夏
期に湿原周辺に留まる個体群の採食や休息は認められるが，植生への影響は現在のところ小さかった．
これらの個体群の駆除を提案するとともにモニタリングの継続が望まれる．
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2. 北海道におけるエゾシカが森林植生に及ぼす

影響評価

森林に対するエゾシカの影響について，樹皮

剥ぎや稚樹採食など樹木に関する研究は盛んに

行われている（阪部ほか 1998，Akashi and 

Nakashizuka 1999，Akashi and Terazawa 2005，

明石 2009，鈴木ほか 2011）．明石・宇野（2011）

は，枝葉や稚樹の食痕率はライトセンサスと相

関があること，樹高 50 cm未満の稚樹の食痕率

は 50 cm以上の稚樹に比べてササの被度の影響

が強いことから，エゾシカが森林の更新に及ぼ

す影響を判断する指標として，樹高 50 cm以上

の稚樹の食痕が有効と提案している．一方で，

Akashi（2009）は，エゾシカの影響が一定レベ

ルを超えると，森林の低木層は急速に衰退し，

元の状態に回復させるのが困難になることを示

している．また，エゾシカは季節移動する（Uno 

and Kaji 2000，Igota et al. 2004，Sakuragi et al. 

2004）ため，植生への影響は季節により異なる

と考えられる．

樹木被害である樹皮剥ぎは主に冬期に発生す

るのに対して，夏期の生息地では稚樹や林床植

生への影響が懸念される．エゾシカの林床植生

への影響をより詳細に把握することが求められ

るが，エゾシカが林床植生に与える影響につい

て明らかにした研究例は少ない．

エゾシカは口が届く範囲にあるさまざまな草

本や樹木の枝を採食するが，どんな植物でも採

食するわけではなく，嗜好性の高い種を選択的

に採食する（Akashi et al. 2015）．そのため，エ

ゾシカの嗜好性が分かれば，嗜好性の高い樹種

に注目することでエゾシカの増加初期の影響を

認識したり，エゾシカ被害の危険性のある場所

での植栽樹種として嗜好性の低い樹種を選択し

たりすることが可能となる．一方，エゾシカの

嗜好性は，北海道内の地域ごとの植物相や植生

などにより異なる可能性がある．地域の植物相

や植生は，その地域の気候や地形などの自然条

件だけでなく，エゾシカの侵入，増加に伴う影

響も受けていると考えられる．

3. サロベツ湿原とその周辺におけるエゾシカの

影響

利尻礼文サロベツ国立公園に指定されている

サロベツ湿原と隣接する砂丘林（国有林）とそ

の流域では，近年のエゾシカ個体数の増加によ

り，目撃情報の増加や農林業被害，さらには，

湿原内での食害やシカ道の増加などが問題と

なっている．環境省の調査によると，エゾシカ

の越冬地が国立公園内の稚咲内砂丘林内に存在

し，春先に夏の滞在地に移動することが明らか

になっている（特定非営利活動法人 EnVision

環境保全事務所 2014，2015）．エゾシカに装着

した発信機のデータから，いくつかの移動パ

ターンが存在すること，一部の個体が夏期の生

息地として湿原周辺に留まっていることが明ら

かになっている（環境省北海道地方環境事務所

2016）．また，過去の空中写真や自然再生事業

で撮影したレーザープロファイラーデータを利

用したシカ道の時系列変化から，エゾシカが確

実に湿原内に入り込み，シカ道が急増している

ことも明らかになっている（村松 2014；環境

省北海道地方環境事務所 2013）．一方，湿原内

での採食に関しては，特にゼンテイカの花の採

食が目立つことから，この点に関する調査も実

施されたがその対策を提示するには至っていな

い（特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネッ

トワーク 2012，2013）．

このように，シカの行動，個体数増加，シカ

道の増加等のデータは存在するが，具体的にサ

ロベツ湿原内とその周辺でエゾシカによってど

のような影響が現れているのかについては，詳

細な研究例がない．このまま対策を講じないと，

主に隠れ場所と牧草地間の往来のみに利用され

てきた湿原が，採食地として利用されるように
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なり，湿原生態系に重大な影響を与えることが

懸念されている．

4. 本研究の目的

エゾシカによる農林被害や自然環境への影響

に対して，環境省，北海道森林管理局，市町村

等の行政機関は，専門会社に調査を発注し，生

息状況や植生への影響に関する膨大な調査デー

タを収集している．これらのデータは，報告書

発行後は各行政機関に帰属し，再解析されるこ

とはほとんどない．本研究は，これらのデータ

を再解析し，さらに不足分の現地調査を実施し，

行政の垣根を越えて解析結果を統合すること

で，全道レベル及びサロベツ湿原とその周辺を

対象に，より具体的な影響を明らかにし，効果

的な影響評価法や保全策等を提案することを目

的とする．

北海道森林管理局では 2009年から「エゾシ

カの立木食害等が天然更新等に与える影響調

査」を実施している．このうち稚樹調査データ

を活用して，主要樹種の稚樹に対するエゾシカ

の嗜好性を評価した．また，林床植生データと

北海道がデータを蓄積してきた 5 kmメッシュ

ごとの 1狩猟者 1日当たりの目撃数である

SPUEを用いて，北海道内に設定されている 13

地域の森林計画区を基本単位として，エゾシカ

の個体数密度，嗜好性，エゾシカが侵入してか

らの時間経過に着目し，エゾシカが林床植生へ

与える影響を検討した．

サロベツ湿原とその周辺部については，環境

省が収集した GPS首輪データの再解析，既存

報告や環境省の自然再生事業における調査報告

などから，湿原内でエゾシカの影響が予想され

る地域を選択し，それぞれにシカ柵を設置しそ

の内外で植生調査を実施し，具体的にどのよう

な影響が植生や植物に及んでいるのかを検討し

た．

Ⅱ．エゾシカが森林植生に及ぼす影響

1. 方法

1）北海道森林管理局「エゾシカの立木食害等

が天然更新等に与える影響調査」

北海道森林管理局の「エゾシカの立木食害等

が天然更新等に与える影響調査」では，2009

年から 2018年までに，標高 1000 m以下の広葉

樹を含む天然林に 50 m× 4 mの調査区が 336

箇所設置された．各調査区 50 m× 4 mにおい

て胸高直径 1 cm以上の樹木の毎木調査を行う

とともに，このうち半分の 50 m× 2 mを稚樹

プロットとして，胸高直径 1 cm未満かつ高さ

30 cm以上の稚樹について樹種，樹高，食痕の

有無が記録された．さらに，調査区内の 1 m×

1 mのサブコドラート 20ヶ所において林床植

生の出現植物と食痕の有無が記録された．稚樹

プロットに出現した稚樹が 20本未満の場合は，

調査区の残りの 50 m× 2 mでも稚樹調査が実

施された．一部の調査区では最大 100 m× 4 m

（4プロット）まで調査区が拡張された．

2）稚樹採食の樹種嗜好性

稚樹の食痕の有無のデータを解析に用いた．

採食痕は，過去 1年程度のものと見られる新し

いもの，それ以前の古いものが区別されて記録

されているが，ここでは新しいものを食痕とし

た．336箇所の調査区のうち 115箇所では，3

年以上の間隔を空けて再調査が行われたが，解

析では独立した調査として扱った．

各稚樹の食痕の有無について，樹高を説明変

数，調査地と樹種をランダム効果とする一般化

線形混合モデル（二項分布，リンク関数はロジッ

ト）を適用し，樹種ごとの採食の受けやすさを

示すものとして，各樹種のランダム効果の値を

得た．解析は R 3.4.0（R Core Team 2017）及び

lme4パッケージ（Bates et al. 2015）を利用した．

すべてのデータを用いた解析とともに，北海

道を振興局・総合振興局を単位として 6地域（渡
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島半島＝渡島・檜山，胆振日高，石狩空知，道

北＝上川・留萌・宗谷，オホーツク，根釧十勝

＝根室・釧路・十勝）に分割し，地域ごとの解

析も行った．なお，後志総合振興局管内の調査

は行われていなかった．

解析にあたって，イタヤカエデとオオバボダ

イジュについては，亜種や変種の記載がある

データも種としてまとめて扱った．

3）エゾシカの採食が林床植生へ与える影響

林床植生調査の出現植物とエゾシカによる食

痕の有無のデータを解析に用いた．

エゾシカの嗜好性を明らかにするために，先

行研究で明らかになったエゾシカの嗜好性を参

考に，植物の形態や生活型から出現植物をササ，

木本，草本にわけ，さらにササをチマキザサ節，

ミヤコザサ節，チシマザサ節，スズタケ節に，

木本は落葉樹，常緑樹，つる性木本植物に，草

本は広葉草本，イネ科型植物（イネ科，カヤツ

リグサ科，イグサ科），シダ植物の全 10グルー

プに区分した．なお，未同定種については解析

から除外した．

森林計画区に基づいて北海道を 13地域に区

分し，地域ごと，植物グループ別に，食痕率（%）

＝（食痕が確認されたサブコドラート数 /植物

が出現したサブコドラート数）× 100を算出し

た．

エゾシカ個体数密度に関しては，密度の指標

として，1994年から 2017年までの 5 kmメッ

シュごとの 1狩猟者 1日当たりの目撃数である

SPUE（北海道提供）を用いた．各調査地点の

近年の個体数密度は，半径 10 km内における過

去 5年間の SPUEデータの平均値とした（以下，

直近 SPUEとする）．さらに，地域別の個体数

変動パターンを明らかにするため，調査地の半

径 10 km内の SPUEの平均値を森林計画区ごと

に算出し，DTW（動的時間伸縮法）距離を用

いた非階層的クラスター分析によって SPUEの

年変動をグループ分けした．解析は R 3.6.1（R 

Core Team 2019） 及 び TSclust パ ッ ケ ー ジ

（Montaro and Vilar 2014）を利用した．

2. 結果

1）稚樹採食の樹種嗜好性

のべ 452箇所の調査区のうち，44箇所では

稚樹がまったく記録されなかった．また，26

箇所では記録された稚樹は針葉樹のみであっ

た．これらの調査区も含む地域別の稚樹密度は，

地域によって大きな違いがあった（表 1）．広

葉樹稚樹は石狩空知，オホーツク，渡島半島の

順に多く，根釧十勝と胆振日高では少なかった．

一方，針葉樹稚樹はオホーツクや道北に多く，

胆振日高や渡島半島には少なかった．

記録された稚樹は，広葉樹 9,064本，針葉樹

2,848本，合計 11,912本であった．針葉樹は 5

種（トドマツ，エゾマツ，ヒノキアスナロ，ア

カエゾマツ，イチイ），広葉樹は 51種が出現し

た．

一般化線形混合モデルによって得られた樹種

ごとのランダム効果のうち，30本以上の稚樹

が記録された 32種について表 2に示した．全

道のデータを対象とした解析では，トドマツと

39

表 1　北海道内の地域ごとの調査区数と稚樹密度

オホーツク 根釧十勝 石狩空知 胆振日高 渡島半島 道北 総計
調査区数 55 108 60 79 30 120 448
　うち再測 10 22 19 20 9 35 115
稚樹プロット数 103 219 113 153 53 216 849
稚樹密度（本/100㎡）
　広葉樹 12.9 7.8 14.0 8.8 11.5 11.6 10.7
　針葉樹 5.3 3.7 2.3 1.2 0.8 4.7 3.4
　合計 18.3 11.5 16.3 9.9 12.3 16.2 14.0



エゾマツの嗜好性が低く，次いで，イヌエン

ジュ，ホオノキ，キタコブシ，オニグルミなど

の広葉樹であった．嗜好性が高い樹種として，

ツリバナ，シウリザクラ，ミズキ，ハシドイな

どが並んだ．

全道のデータから得られた値と地域ごとの値

には，渡島半島を除いて有意な相関が認められ

た（P < 0.001，図 1）．渡島半島では記録され

た稚樹 653本のうち，渡島半島のみで記録され

たブナが 132本，ヒノキアスナロが 36本と大

きな割合を占め，他地域とは植物相が異なるこ

とが影響している．キタコブシは全道では比較

的嗜好性が低いとされたが，根釧十勝では嗜好

性が高いことが示された（表 2）．

地域ごとに最も値の高かった樹種は異なって

いたが，値の低かった広葉樹は渡島半島を除く

すべての地域においてキタコブシまたはイヌエ

ンジュであった．

2）エゾシカの採食が林床植生へ与える影響

1994年から 2017年までの SPUEの年変動を

時系列クラスター分析した結果，各地域のエゾ

シカの個体数変動に基づく地域パターンを 4つ

に区分することができた．それぞれ，急激な増

加地域（日高，胆振東部，宗谷），高密度維持

地域（釧路根室，十勝，網走西部，上川北部），

ゆるやかな増加地域（留萌，石狩空知，後志胆
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表 2　一般化線形混合モデルによって得られた樹種ごとのランダム効果の値．30本以上出現した種について，10本以上出現し

た地域の値を示す．太字は各地域において値が最も高かった樹種，斜体は各地域において値が最も低かった広葉樹を示す．

全道 オホーツク 根釧十勝 石狩空知 胆振日高 渡島半島 道北
ツリバナ 152 1.400 1.035 2.131 0.867 1.149
シウリザクラ 1,415 1.256 1.395 1.991 -0.092 1.370 1.287
ミズキ 37 1.232 1.514 0.775
ハシドイ 458 1.193 1.337 1.286 0.415 1.067 0.442
ミヤマザクラ 119 1.158 1.603 1.450 1.725 -0.202 1.009
オオバボダイジュ 157 1.090 1.525 2.714 0.004 0.583
ハルニレ 53 0.967 0.520
シナノキ 530 0.965 1.748 0.215 0.681 0.773 0.699
アズキナシ 252 0.871 0.930 0.250 1.192 -0.280 0.665
アオダモ 834 0.841 0.708 0.939 0.456 0.607 1.963
サワシバ 301 0.778 0.237 0.404 1.285 0.664 -0.011 0.430
ヤマモミジ 335 0.662 -1.215 0.400 0.620 0.729 -0.954
エゾヤマザクラ 37 0.655 0.758
イタヤカエデ 1,157 0.637 0.404 0.429 0.786 0.951 1.195 0.435
ナナカマド 190 0.617 0.500 -0.046 0.644
ヤマグワ 166 0.609 0.514 0.725
ハウチワカエデ 761 0.590 0.591 0.159 0.634 0.628 0.791 0.446
ケヤマハンノキ 74 0.477 0.272
オガラバナ 37 0.325 -0.788
ミズナラ 378 0.271 0.504 1.018 -0.325 0.463 -0.596 -0.202
オヒョウ 123 0.187 0.869 0.707 -0.162 -0.026
ヤチダモ 450 0.095 0.382 0.366 -0.695 -1.336 0.062
ヤマナラシ 39 -0.018 -0.172
ヒノキアスナロ 36 -0.323 -0.012
ハリギリ 114 -0.486 -0.459 0.346 -1.336
ブナ 132 -0.677 0.138
オニグルミ 45 -0.683 -0.109 -1.478
キタコブシ 266 -1.312 -1.452 1.073 -2.621 -1.565 -1.591
ホオノキ 74 -1.440 -0.883 -2.426 -0.112
イヌエンジュ 145 -1.458 -0.295 -1.237
エゾマツ 228 -3.149 -2.741 -2.173 -0.033 -2.282
トドマツ 2,560 -3.824 -2.994 -3.930 -1.921 -4.517 -2.734

ランダム効果の値
種名 本数

図 1　一般化線形混合モデルによって得られた樹種ごとのラ

ンダム効果の値の地域間の関係
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振，上川南部，網走東部），低密度地域（渡島

檜山）と呼ぶこととする（図 2）．

次に，13地域ごとの直近 SPUE値と植物グ

ループごとの食痕率の関係をササの節（図 3），

草本タイプ（図 4），木本タイプ（図 5）ごとに

示した．嗜好性が高いとされるササは，急激な

増加地域の中でも胆振東部や日高で食痕率が高

くなっていた．草本に関しては，急激な増加地

域に区分された胆振東部や日高でイネ科型草本

や広葉草本の食痕率が高く，また，イネ科型草

本ではゆるやかな増加地域の後志胆振，広葉草

本ではゆるやかな増加地域の上川南部で値が高

かった（図 4）．一方，嗜好性が低いとされる

シダ植物に関しては，急激な増加地区での食痕

率は低いが，高密度維持地域のうち特に網走西

部，釧路根室で食痕率が高くなっていた（図 4）．

木本タイプについてみると，落葉樹の食痕率が

常緑樹やつる性木本に比べると高く，低密度の

渡島桧山を除くと，胆振東部，上川北部，上川

南部などで高い値を示し，SPUEによる地域区

分との関係は明白ではなかった（図 5）．
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図 2　1994年から 2017年までの森林計画区ごとの SPUEデー

タの時系列クラスター分析結果．年ごとに調査地の半径 10 

km内の SPUEの平均値を算出し非階層的クラスター分析を

行うことで，エゾシカ生息数の変動を 4タイプにグループ化

した．

150

100

50

0

⾼密度維持地域
低密度地域

急激な増加地域
ゆるやかな増加地域

図 3　ササの節ごとの食痕率と SPUEの関係．各地域は SPUE

のクラスター分析結果から 4つのグループに色分けした．
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図 4　草本タイプごとの食痕率と SPUEの関係．各地域は

SPUEのクラスター分析結果から 4つのグループに色分けし

た．
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図 5　木本タイプごとの食痕率と SPUEの関係．各地域は

SPUEのクラスター分析結果から 4つのグループに色分けし

た．
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このように，嗜好性の高いとされる植物（サ

サ，イネ科型植物，落葉樹）は急激な増加地域

での食痕率が高く，直近 SPUEが高いほど食痕

率が高くなる傾向が見られた．

3. 考察

広葉樹稚樹の密度は，根釧十勝地域と胆振日

高地域で低くなっていた．これは，エゾシカに

よる強い影響を示すものと考えられる．SPUE

の年変動に関する分析では，根釧十勝地域は高

密度維持地域，胆振日高地域の大部分は急激な

増加地域に区分されたが（図 2），特に日高地

域では高密度化からの時間の経過により影響が

蓄積していると考えられる．これまでの人工林

における食害の状況（明石 2009）や簡易チェッ

クシートによる天然林への影響評価の結果（明

石ほか 2013）でも，これらの地域ではエゾシ

カによる強い影響を受けていることが示唆され

ている．その結果，針葉樹に比べてエゾシカの

嗜好性の高い広葉樹の稚樹が減少してきたと考

えられる．一方，針葉樹稚樹がオホーツクや道

北に多く，胆振日高や渡島半島に少なかったの

は，南西部の落葉広葉樹林から北部，東部の針

葉樹林への移行帯に位置する北海道の植生を反

映したものと考えられる．

表 2に示した樹種ごとのランダム効果の値

は，おおむねエゾシカの嗜好性に対応している

と考えられるものの，現地での経験的な評価や

過去の報告（例えば Akashi et al. 2015）とは一

致しないところもある．このような不一致の原

因としては，出現する地域や調査地の偏り，樹

形等の違いによる食痕の記録されやすさの違い

などが考えられる．たとえば，ハリギリは葉柄

基部を残して葉身が採食されているのがしばし

ば観察されるが，この場合は枝に食痕は残らな

い．それでも，ある程度の本数が記録され，複

数の地域に出現した種については，相対的な嗜

好性がランダム効果の値に反映されていると考

えられる．エゾマツやトドマツ，イヌエンジュ，

キタコブシは比較的嗜好性が低いと考えて良い

だろう．一方，嗜好性の高い樹種は地域によっ

て異なっていた．これは，樹種の特性による嗜

好性の違いではなく，エゾシカが学習する餌資

源が地域によって異なっていることを反映した

ものかもしれない．

林床植物相におけるエゾシカの嗜好性と

SPUEをもとにした個体数変動パターンとの関

係から，エゾシカの採食の影響で嗜好性の高い

植物が減少し，嗜好性の低いシダ植物が増加し

食痕率も上昇したものと考えられた．同様の傾

向は稚樹の食痕にもみられ，高密度状態が長く

継続している根釧十勝地域では嗜好性の高い樹

種の稚樹が減少した結果，多くの地域では比較

的嗜好性が低いと評価されたキタコブシの嗜好

性が高まったと考えられた．

近年増加地域では嗜好性の高い植物の採食が

進んでいるが，今後も個体数密度が高く維持さ

れた場合，高密度維持地域のように不嗜好性植

物の資源量が増加し，これらの採食が進むこと

が考えられる．今後の増加が懸念される低密度

地域において，早期に影響を把握するには，嗜

好性の高い種に注目することが重要である．

また，さまざまなエゾシカ対策の効果により，

北海道では近年エゾシカの個体数密度が減少傾

向にあるが，嗜好性の高い草本や稚樹の減少が

続いているようでは，対策の効果が十分である

とは言えないだろう．対策の効果を把握するに

は，継続調査により，稚樹や草本の増減など状

態の「変化」を検出することが望まれる．

Ⅲ．サロベツ湿原へのエゾシカの影響評価

1. 方法

1）GPS首輪データの解析

サロベツ湿原では，環境省の自然再生事業の

一環として，平成 25年度から 27年度にエゾシ
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カ生息状況及び移動実態調査業務が実施され，

GPS首輪を用いてエゾシカの 3時間ごとの測

位データが取得された．サロベツ湿原周辺の豊

富町稚咲内地区あるいは清明地区，幌延町浜里

地区の砂丘林近傍で捕獲された計 13個体に

GPS首輪が装着され，このうち，ほぼ 1年間

の測位データが記録された 9個体のデータを解

析に用いた．

エゾシカの昼夜及び季節のよる利用植生の違

いを明らかにするため，測位データを以下の方

法で区分し解析を行った．昼夜は，日の出から

日没までを昼，日没から日の出までを夜とした．

日の出及び日没の時刻は国立天文台暦計算室

（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）の豊富町の

データを用いた．前述のように，サロベツ湿原

周辺では夏期と冬期で行動圏が大きく異なるた

め，測位データから各季節の行動圏を判定し，

その行動圏間の長距離の移動を季節移動とし

た．季節移動時に一時的に利用する経由地の滞

在期間を春または秋とした．季節移動の見られ

なかった個体は，牧草地を利用する時期を夏期，

しない時期を冬期と便宜的に区分した．さらに，

区分した測位データと第 6回・第 7回自然環境

保全基礎調査で整備された 1/25000植生図と

GISを用いて重ね合わせ，各個体の季節・昼夜

別の植生利用状況を植生の凡例別に集計した．

これらの解析は，ArcGIS 10.2 for Desktop（ESRI 

2013） と QGIS 2.18（QGIS Development Team 

2017）を用いて行った．

2）調査地域の選定と自動撮影カメラによるエ

ゾシカの利用状況把握

調査地域として，サロベツ湿原内のシカ道を

レーザープロファイラーデータから解析した図

（環境省北海道地方環境事務所 2013）から，シ

カ道が多数認められ，エゾシカの影響が現れて

いる可能性が高いと考えられる 3地域（落合沼

周辺地域，円山周辺地域，下エベコロベツ川付

近地域）を選定した（図 6）．また，既存の報

告から，嗜好性の高い植物とされるゼンテイカ

が多く，食痕が見られる（特定非営利活動法人

サロベツ・エコ・ネットワーク 2013）旧原生

花園跡地も調査地に加えた．

4調査地域にそれぞれ 1台ずつ自動撮影カメ

ラ（センサーカメラ Ltl-Acorn 6210）を設置した．

カメラは太陽光による誤作動を避けるため，北

側に向けシカ柵の支柱に高さ 1.5 mの位置にや

や下向きに設置した．カメラは 2017年 5月 2

日から 2018年 11月 9日まで設置した．カメラ

は深度約 25 m，視野角 100°の範囲で動物の動

きを感知し，写真を撮影する．同一個体の撮影

を減らすため撮影インターバルを 1分間に設定

し，明るいときは可視光によるカラー写真を，

夜間など暗いときは赤外線 LEDライトにより

白黒の写真を撮影した．シカ道のある地域では

シカ道がカメラの視野に入るようにセットし

た．撮影された写真の中から，エゾシカが写っ
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図 6　4調査地域の位置．黄色線はシカ道．青丸はシカ道が

多い場所，オレンジ丸は先行研究で食害が見られた場所．
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下エべコロベツ川付近地域

下エベコロベツ川



ていた写真の枚数を地域ごとで月別に集計し

た．

3）シカ柵の設置と植生調査方法

エゾシカによる影響を排除した調査区を作る

ため，4調査地域に 4基ずつシカ柵を設置した．

シカ柵は，縦横高さ 2 mの立方体状のものを使

用した．支柱は園芸用の樹脂でコーティングさ

れたスチールパイプ，ネットは 1辺 6 cmのポ

リエチレン製のものを使用した．支柱とネット

は上部を結束バンド，下部をマジックテープと

パッカーで固定し，調査時にはマジックテープ

とパッカーを外し，ネットを開閉できるように

した．シカ柵の設置場所は，各地域の典型的な

植生の場所として，さらにはゼンテイカの株密

度が高い場所，シカ道が存在する場合はそのシ

カ道をシカ柵内に含めることが可能な場所を選

んだ．また対照区は，シカ柵内の植生に類似す

る植生の場所，シカ柵にシカ道を含めた場合は

可能であればシカ道を含む場所を選び，2 m×

2 mのコドラートを合計 4つ，各調査地域に設

置した．

植生調査は，シカ柵内，対照区内を 1 m× 1 

mのサブコドラート 4つに分け，それぞれのサ

ブコドラートでブラウン -ブランケ法による優

占度・群度の植生調査，すべての出現種の高さ

と被度を草本層とコケ層に分けて，2017年，

2018年の 2年間，5月から 9月まで毎月 1回行っ

た．さらに，対照区の植生調査用サブコドラー

ト内で，食痕のあった植物種，食痕のあった部

位，食痕のあった株数を記録した．ただし，食

痕のあった株数については，スゲ類やチマキザ

サなどは個体識別が困難なので，地上で株が分

かれていれば別株としてカウントした．

2. 結果

1）GPS首輪データ

個体別の四季における利用植生や行動につい

て，解析結果を表 3に総括した．サロベツ湿原

周辺のエゾシカの季節移動パターンは 4つに区

別され，すべての個体が冬期に稚咲内砂丘林の

針葉樹林（一部，針広混交林）を越冬地として

利用していた．

季節移動をパターン別に見ると，パターン 1

は冬期と夏期の定着地があり，季節移動時に湿

原を横断していた．このパターンの個体の測位

ポイントを，サロベツ湿原とその周辺の空中写

真と重ね，図 7に示した．湿原の横断や利用に

は個体差があり，夏期に湿原とその周辺に定着

する個体（No.16）（後述のシカ柵内外の調査を
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表 3　GPS首輪個体の季節別の主な利用植生．環境省の 1/25000植生図と測位データを重ね合わせ，凡例別に集計した測位デー

タ数をもとに，専門的な凡例名を用いずわかり易い名称で表現した．

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

2 針葉樹林 針葉樹林 - -
広葉樹林，
ヨシクラス

牧草地 - -

11 針葉樹林
針葉樹林，
牧草地

広葉樹林 牧草地
広葉樹林，
ヨシクラス

牧草地 - -

14 針葉樹林
針葉樹林，
牧草地

- - 広葉樹林 牧草地 - -

16
針広混交林，
針葉樹林

針広混交林，
針葉樹林

- -
広葉樹林，
ヨシクラス

牧草地 - -

10
針葉樹林，
針広混交林

針葉樹林，
針広混交林，

牧草地
針広混交林 牧草地 針広混交林

針広混交林，
牧草地

- -

17 針葉樹林 針葉樹林 - -
針広混交林，

ササ原
牧草地，
ササ原

- -

7 針葉樹林
針葉樹林，

ハマナス群落
牧草地，
広葉樹林

牧草地
広葉樹林，
植林地

広葉樹林，
植林地

植林地，
広葉樹林

牧草地

12 針葉樹林 針葉樹林 多様な植生 多様な植生 広葉樹林 牧草地 広葉樹林 牧草地

４． 季節移動せず定住 8 針葉樹林 針葉樹林 - - 広葉樹林 牧草地 - -

秋

冬期と夏期の定着地があり，
季節移動時に湿原を横断

１．

冬期と夏期の定着地があり，
季節移動時に湿原を横断せず

季節によって定着場所が異な
る

個体
番号

冬

２．

３．

季節移動パターン
春 夏



おこなった落合沼周辺地域，円山周辺地域が該

当する場所である）や，越冬地から夏期の利用

場所に移動する際に湿原を横断し，湿原に長く

とどまらない個体（No.14）（後述のシカ柵内外

の調査地区のうち，下エベコロベツ川周辺地域

が該当する）が認められた．パターン 2は夏期

に湿原ではない定着地があり，季節移動時に湿

原を横断していなかった．パターン 3は季節に

よって利用場所が異なり，湿原を利用していな

かった．パターン 4は季節移動をほとんどせず

に，越冬地である稚咲内砂丘林周辺で 1年を過

ごしていた．

また，昼夜の行動を見ると，季節移動のパター

ンを問わず，春から秋にかけて夜間に牧草地を

利用していることが明らかになった．

2）自動撮影カメラデータ

4地域別に，エゾシカが撮影されていた写真

枚数を月ごとに集計し図示した（図 8）．

落合沼周辺地域と円山周辺地域は，湿原に隣

接する円山とその周辺を夏期の生息地とする個

体群がいる場所である．No.16個体の GPS首

輪データ（図 7）が示すように，昼間は円山の

森林内に隠れ，夜間は主に牧草地で採食すると

いう行動をとっていると推測され，エゾシカが

撮影された写真枚数が夏場に多くなっているの

が特徴であった．

一方，下エベコロベツ川付近地域は，現地に

シカ道が多数あるにもかかわらず，エゾシカが

利用しているのは春期と 10月で，No.14の

GPS首輪データ（図 7）が示すように，季節移

動時にカメラで撮影されたものと考えられた．

旧原生花園跡地は，ゼンテイカの採食が問題

視されたことのある場所であるが，撮影枚数が

少ないことから，現在はほとんどエゾシカが利

用していないと考えられた．

3）湿原植生へのエゾシカの影響

シカ柵内外での植生に差がみられるかどうか

について，2年分の各方形区の植物の被度デー
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図 7　個体 No.14と No.16の測位ポイントの位置．季節移動パターン 1に含まれる個体の GPS首輪による測位ポイントを図示

した．

冬期夏期 季節移動中

個体 No.16 個体 No.14



タを調査時期ごとに独立したデータとして扱

い，クラスター分析を行った．解析には R 3.5.1

（R Core Team 2018）を使用した．Bray-Curtis類

似度指数を使用し，Flexible-Beta法でクラスタ

リングを行った．全方形区をクラスタリングす

ると，6つのクラスに分かれたが，シカ柵内と

シカ柵外（対照区）の方形区がクラスターによっ

て分かれることはなく，各地域の植生の違いを

反映した分かれ方となった．そこで，地域ごと

にクラスタリングを実施したが，シカ柵内外が

分かれるなどの明確なエゾシカによる植物の被

度への影響は認められなかった．

一方で，対照区での食痕調査では，表 4のよ

うに 14種で食痕が確認された．すべての地域
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図 8　自動撮影カメラによる地域別月別のエゾシカ撮影枚数．2017年，2018年の積算値．
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表 4　対照区内で食痕のあった株数．2017年と 2018年の積算数．

植物名 食痕部位 落合沼周辺 円山周辺
旧原生花園
跡地

下エベコロベ
ツ川付近

計

ホロムイスゲ 葉，花 201 541 43 262 1,047

ヌマガヤ 葉，花 81 45 43 26 195

ゼンテイカ 葉 15 19 4 6 44

タチギボウシ 葉，花 8 23 0 0 31

チマキザサ 葉 0 0 2 18 20

ナガボノシロワレモコウ 葉 1 8 0 0 9

ワタスゲ 葉 0 3 3 0 6

ヤマドリゼンマイ 葉 4 0 0 1 5

ミカヅキグサ 葉 0 4 0 0 4

コガネギク 葉，花 0 2 0 0 2

コバイケイソウ 葉，花 1 0 0 0 1

Thelypteridaceae  sp． 葉 0 0 0 1 1

ショウジョウバカマ 花 0 0 0 1 1

ハイイヌツゲ 葉，枝 0 0 0 1 1

計 311 645 95 316 1,367

調査地域



に出現し，落合沼周辺地域，円山周辺地域の方

形区で優占が認められるホロムイスゲ，落合沼

周辺地域，円山周辺地域に加え旧原生花園跡地

の方形区で優占種となっていたヌマガヤの食痕

が多かった．一方，好嗜好種とされるゼンテイ

カやタチギボウシは落合沼周辺地域，円山周辺

地域で食痕が観察された．この 2種について，

シカ柵と対照区で被度の季節変化に差がみられ

るかどうかを検討したところ（図 9），落合沼

周辺地域のゼンテイカについては，2017年，

2018年それぞれの 6月と 7月の被度の減少率

が対照区の方で高かった．また，タチギボウシ

について，7月と 8月の被度を比較すると，

2018年の対照区の減少率がシカ柵区よりやや

高かったが，ゼンテイカのような明確な差はみ

られなかった．

3. 考察

1）エゾシカによるサロベツ湿原の利用状況

自動撮影カメラの撮影枚数や写っていたエゾ

シカの頭数などから，調査地域によりエゾシカ

の利用時期，利用頻度が異なることが明らかに

なった．落合沼周辺地域や円山周辺地域では，

夏の撮影枚数，撮影頭数が多く，夏の利用頻度

が高かった．採食を行っている様子や座り込ん

でいる様子も撮影され，これらの地域は夏の生

息地として利用されていることが示された．ま

た，GPS首輪の位置情報と植生図を重ね合わ

せた解析から，夏期にエゾシカが利用している

主要植生タイプは，昼間は広葉樹林やヨシクラ

ス，夜間は牧草地であることが明らかになった．

嗜好性の高い植物が多いことよりも，隠れ場所

である森林と採食に利用できる牧草地が近いこ

とが，落合沼周辺地域，円山周辺地域を夏の生

息地としてエゾシカが利用している理由と考え

られた．

下エベコロベツ川付近地域は，越冬地から夏

季の生息地への季節移動時である 5月，10月

にエゾシカの撮影枚数が多くなり，エゾシカが

この場所に長く留まる様子は確認されなかっ

た．GPS首輪の測位データからも，下エベコ

ロベツ川付近地域は季節移動の経路として利用

されていると考えられた．

2）エゾシカによる湿原植生への影響

本研究では，14種の植物に採食が確認され，

47

図 9　落合沼周辺地域のシカ柵区と対照区のゼンテイカおよびタチギボウシの被度の季節変化．ゼンテイカについては 6月と 7

月，タチギボウシについては 7月と 8月の被度の増減率をシカ柵区と対照区別に図の下に示した．
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その中でも，ホロムイスゲ，ヌマガヤ，ゼンテ

イカ，タチギボウシは，食痕のあった株数が多

く被食率が高かったことから，嗜好植物である

と考えられた．また，食痕のあった植物種数お

よび株数，被食率の高い植物種数が多かったの

は，夏の生息地として利用されている落合沼周

辺地域，円山周辺地域であった．

クラスタリングの結果から，シカ柵区と対照

区の間でエゾシカの影響と考えられる明確な植

生の違いは検出されなかった．ただし，落合沼

周辺地域では，ゼンテイカの被度の季節変化に，

シカ柵区と対照区の間でエゾシカの採食による

影響と考えられる差が生じていた．ゼンテイカ

やタチギボウシなどの多年生草本においては，

地下部への同化産物の分配の減少による種子繁

殖状況の悪化などが生じるとされ（尾関・岸本

2009），今後，サロベツでエゾシカによる採食

の影響が続くことで個体数が減少する可能性も

ある．

3）サロベツ湿原の現状と今後について

サロベツ湿原では，地域によってエゾシカの

利用頻度が異なり，落合沼周辺，円山周辺は夏

の生息地として，下エベコロベツ川付近は季節

移動の経路として利用されていた．これまでの

研究，調査から（特定非営利活動法人サロベツ・

エコ・ネットワーク 2012，2013，村松 2014），

一部の嗜好性植物への採食やシカ道の増加によ

る湿原植生への影響が危惧されていたが，本研

究からは嗜好性植物の消滅，不嗜好植物の増加

による植生の単純化など，エゾシカによる湿原

植生への深刻な影響は見出されなかった．

しかしながら，利用頻度が高い円山以北（落

合沼周辺地域，円山周辺地域）では，一部の被

食植物の被度の季節変化にシカ柵区と対照区の

間で差が現れていた．現在はエゾシカの影響に

よる植生改変には至ってないが，採食圧が継続

し，葉や花が採食され続けることで，ゼンテイ

カやタチギボウシなどの個体数が減少する恐れ

が考えられる．先行研究では，ニホンジカの生

息期間が長いほど植生への影響が大きくなるこ

とが明らかになっている（大野・吉川 2015）．

大澤ほか（2015）は，害獣への対応として，そ

の影響の予兆を感知したら，早期の防除対応が

将来的な被害を最小限にするために必要として

いる．サロベツ湿原でのエゾシカの影響を最小

限にするためには，円山周辺を夏期の生息地と

している一群のエゾシカの駆除が必要であろ

う．
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Re-analysis of data on sika deer collected by multiple administrative 
agencies and new proposal of conservation measures  

by integrating the results

FUJITA Hiroko, AKASHI Nobuhiro and KOBAYASHI Haruki

Damage on agriculture and forestry caused by sika deer is severe, and the impact extend to natural forests, 
grasslands, and wetlands. A number of administrative agencies have individually conducted surveys on deer habitats 
and vegetation and own a large amount of data, but it was rare to combine them for usage of impact assessments. 
The purpose of this study is to grasp the current situation and to propose conservation measures by reanalyzing the 
data collected by multiple administrative agencies and by conducting field surveys. 

By analyzing the deer effects in the natural forest of the Hokkaido Forestry Bureau and the SPUE data of the 
Hokkaido government, we found the relationship between the regional pattern of deer population change and the 
preference of forest floor plants. In addition, the data on browsing scars on seedlings indicate that the seedling 
density was low in areas where the high density of deer continued. Tree species preferences generally were 
consistent among regions, but there were regional differences in species with high preference.

In the Sarobetsu mire, GPS transmitter data from the Ministry of the Environment revealed that there are 
populations that use the wetland area in summer. The vegetation surveys inside and outside the deer protective 
fences and browsing scar surveys showed that the impact on vegetation is currently small. Based on these results, we 
propose the necessity of populations control around the bog in summer and continuous monitoring.

Keywords: browsing ratio, deer protective fence, palatability, population fluctuation, seedling density, SPUE

Group on Assessing the Effects of Sika Deer on Vegetation


