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要旨：本研究は長崎県対馬市のシイタケ原木林を対象に，シカ食害よるブナ科落葉樹株への影響
を評価したものである。対馬市のシイタケ生産は萌芽更新によるコナラ・アベマキの再生産に依存
してきたが，近年シカの増加によって伐採株の萌芽に対して顕著な食害がみられ，伐採株が枯死す
る例もみられる。本研究では伐採からの経過年数の異なる原木林における萌芽枝数や食害痕と活力
度との関係を，二項ロジスティック回帰分析を用いて分析し，防獣ネット設置の時期を決める指標
として，萌芽枝幹部への食害痕が有効であることを見出した。 
キーワード：シイタケ産業，シカ食害，ブナ科落葉樹 
Abstract：This study aims to report the impact assessment of grazing damage by Sika deer 

on stubs of deciduous Fagaceae in Tsushima Island, Nagasaki Prefecture. Shiitake-mushroom 
production in Tsushima has depended on natural resprouting of deciduous trees. Dataset on 
stubs of Quercus serrata and Q. variabiris under grazing damages were collected at 4 
woodlands which different periods passed after logging for Shiitake-mushroom production. 
Results of statistical analysis and binomial logistic regression analysis revealed that grazing 
damage to shaft of sprouts are available as indices for deciding the appropriate term for 
establishing fences to prevent grazing damages during resprouting period. 
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はじめに

国連ミレニアム生態系アセスメントで提唱された生物

多様性の危機には，「第 2 の危機」として里山地域のア
ンダーユースが挙げられている。長らく日本の里山景観

の一部をなしてきた薪炭林では，燃料革命以後，放置に

よる荒廃が問題視される他，土地利用の転換によって生

態系サービスの供給を担うことができない実態がある。

里山の利用低下や荒廃は他の土地利用への転換を促進し

たり，奥山との境界を不明瞭にさせ，本来は野生動物の

住処であった奥山が住居周辺まで接近したことで発生し

たコンフリクトのひとつが獣害である。そのため，里山

林の適切な管理が，獣害対策の有効な手段となり得ると

考えられる。 
里山林の主な構成樹は，コナラ（Quercus serrata），
アベマキ（Q. variabiris）などのブナ科落葉樹である。
これらの樹林はエネルギー革命後の薪炭需要の低下に伴

い，萌芽更新および伐採という循環型の利用が停止した

だけでなく，土地利用としての需要を失ったことで，急

速に姿を消していった。 
南北に長い日本列島では積雪量や標高の勾配にしたが

って，多様な落葉混交林群落が形成されている。落葉期

から展葉期の地面への緩やかな日射と，人為による林床

管理によって，たとえばコナラ二次林では，サクラ属，

シデ属，トネリコ属などの高木，ツツジ属，カマツカ属

などの低木，各種草本を含む下層植生が繁茂している（福

嶋・岩瀬，2005；正木ほか，2014）。これらは雑木とし
て燃料や用材として利用され，また山菜などの食料や文

化的要素として生活を豊かなものにしてきた。しかし，

現存する里山林の管理方法に関する具体的な手法の研究

は途上にある。 
一方で，燃料革命後のブナ科落葉樹林の循環型利用を

担ってきた生業に，シイタケに代表される菌蕈（キノコ）

生産がある（図1）。シイタケ生産は原木法と菌床法に大
別できるが，いずれもブナ科樹木を必要とする。菌蕈生

産に必要なブナ科樹木を安定供給し，また里山林景観の

保全を行うためにも，持続的な樹林利用が欠かせない。 
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シイタケ原木林は 15～20 年生材，およそ直径 15cm
前後で伐採され，切り株からの萌芽更新により次の伐採

まで適切に管理が行われる。従来の管理では，芽掻きと

よばれる萌芽枝の間引きや，林床環境の維持を行う程度

に限られていた（丸七，1981）。しかし，ニホンジカの
増加に伴い萌芽への食害や樹皮剥ぎによる伐採株の枯死

といった林業上の課題 1）がシイタケ原木林でも発生し，

シカ害に考慮した原木林や伐採跡地の管理が必要になっ

ている。農林業における現行の獣害認識は農林水産省が

発表する統計資料に依っており，作物の被害重量とこれ

に基づく被害額，および被害面積といった，直接被害に

限られていた。そのため，シイタケ原木林のような農業

の基盤となる原料生産の場への間接的な被害については

把握されておらず，獣害がもたらす生態系サービスの損

失は農林業統計で示された数値よりも甚大なものになっ

ていると考えられる。 
獣害対策には個体数管理，生息地管理，被害管理の 3
つのアプローチがある（九鬼・武山，2014）。シイタケ
原木林は，その領域へのシカの侵入とブナ科落葉樹の萌

芽への被害がほぼ同義であるため，とるべき対策はシカ

の侵入を防ぐ柵の設置などの被害管理を指す。また，こ

れに付随して行われる柵の管理なども想定される。この

ような被害管理の適切な履行と負担の軽減のためには，

原木林の保全のためのネット設置時期などの計画が必須

である。しかし，上記のようにシイタケ原木林での獣害

に関する研究蓄積が乏しく，伐採株に対するシカ食害の

程度といったデータの集積が十全でなかった。そこで，

本研究では，伐採時期の異なるシイタケ原木林を対象に，

伐採株の活力度（生存または枯死）とシカ食害の関係性

を明らかにし，枯死を防ぐための順応的な防獣対策につ

いて提案することを目的とする。 
 
１．対象地域の概要 
 
本研究の対象地域は長崎県対馬市上対馬町A地区であ
る（図2）。長崎県は2014年度にシイタケ生産者への補
助金事業「天然林整備（しいたけ原木対策）支援事業」

（以下，新規原木対策事業）を施行した。獣害の増加に

対して防獣対策の費用を県が負担する補助事業である。

この事業では伐採跡地への防獣対策と防獣ネットの設置

が義務づけられ，その設置時期について「伐採後速やか

に」とされており，具体的な処置の時期などは明記され

ていない。原木伐採期にあたる秋季～冬季にかけては，

シイタケ生産における繁忙期にあたり，「伐採後速やか

な」防獣ネットの設置は大きな労働負担を強いることな

る。対馬市における 2014年度の新規原木対策事業の補

助金申請者は皆無であり（農林しいたけ課への聞き取り

による），施策上の課題が解消されなければ今後も補助金

を活用した防獣対策が進まない可能性がある。 
長崎県対馬市は全国でも有数の原木シイタケの生産地

である。中でも上対馬町は丘陵地が多く水田用地に恵ま

れない地理的条件もあって，昭和 30 年代後半から炭焼
きに代わる生業として原木シイタケ産業が普及した ）。 

A地区は上対馬町中部に位置する海沿いの集落である。
昭和33年の耕作面積は水田0.34町（現在0町），畑11.9
町と，畑作に偏った集落である（上対馬島誌編纂委員会，

1985）。このため生業におけるシイタケ生産の重要性も
高く，本研究の対象地とした。 
 
２．研究の方法 

 
シイタケ生産者の協力を得て，伐採時期が正確に把握で

きる伐採地の中から地理条件（斜面方向，傾斜角度，道路

からの距離）がほとんど変わらず，伐採からの経過年数が

7年，4年，2年，1年の伐採地を選んだ。面積はいずれ

図 本研究の対象地域

対馬市 
上対馬町 

10km 

図 シイタケ原木林の景観 
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も約 2ha であり，いずれの伐採地においても，調査時点

までは防獣柵の設置などの対策は行われていない。それぞ

れの伐採地において，コナラおよびアベマキの伐採株 3）

をランダムに選択し，a.活力度（生存または枯死），b.萌
芽枝の本数，c.萌芽枝長，d.伐採面長径 4)，e.食害痕（3段

階）について情報を得た。これらを用いて統計解析を行い，

シカ害の程度と枯死の関係を推定した。現地調査は 2014
年 9月から 2015年 4月までのべ 36日間行った。

本研究では，避けるべきシナリオとして伐採株の枯死

を想定しているため，調査時において活力度として伐採

株が枯死と生存を定性的に判断している。この際，伐採

株から伸びているすべての萌芽枝が枯死している場合，

枯死と判断している。食害痕については，萌芽枝の先端

部の柔らかい芽から食害を受けることを考慮して，

「#0：株から伸びている萌芽枝の中で一部の先端部のみ

被害」，「#1：株から伸びている過半数の萌芽枝の先端部」，

「#2：萌芽枝幹部」という段階を設けた。

分析には IBM SPSS ver.22を用い，クロス集計と相

関分析を行った。さらに，各調査項目の影響を相対的に

把握するために，活力度（生存=0，枯死=1 というダミ

ー変数）を目的変数とした二項ロジスティック回帰分析

を行った。

３．結 果

得られた 106株のデータの要約を表 1に示す。ここで

は c.萌芽枝長は各株においてランダムに選ばれた5本の

萌芽枝の平均長の，各カテゴリ（年数と樹種）における

最小値および最大値を示している。106 株のうちコナラ

は 45株（42.5%），アベマキが61株（57.5%）を占めた。

以下に，各調査項目のクロス集計や相関分析の結果を示

す。伐採からの経過年数，伐採面長径，萌芽枝数，萌芽

枝長，食害痕の相関分析では，経過年数と萌芽枝長，経

過年数と食害痕，および萌芽枝数と食害痕の間にそれぞ

れ強い相関がみられた（いずれの有意確率も p<0.001）。
これに関する観察の結果として，強度の食害を受け多数

の萌芽枝をもったコナラ枯死株を図 3に示す。また，萌

芽枝長と食害痕に弱い相関がみられた（有意確率 p= 
0.046<0.05）。
樹種と活力度のクロス集計では，統計的な差はみられ

ず，シカ害に対する脆弱性は両種の間で違いがあるとは

いえなかった（図 4）。樹種と食害の程度をクロス集計す

ると，図 5に示したように，アベマキでは一部の先端部

（#0）および萌芽幹部（#2）への被害が著しい（アベマ

キ：n=61）。一方，コナラでは一部の先端部のみに被害

を受けた株はコナラ全体の中で最も少なかった（コナ

ラ：n=45）。また，伐採時期と樹種を合わせて考えると，

1 年目および 2 年目ではコナラの方が相対的に大きな被

害を受けていた（表 1）。部位別では，幹部への被害（#2）
以外で両種の間に違いがみられた（図 5，χ2 検定による

有意確率 p=0.012＜0.05）。これに関して，アベマキでは

新葉が展開する直前までの前年度の古い葉が残る様子が

観察された（図 6）。また，2015 年 3 月 27 日には 1 年

伐採地においてコナラの新芽のみが展開していた。活力

度と食害痕の関係をみると，幹部への被害と枯死の相関

がみられた（図 7，χ2 検定による有意確率 p＜0.001）。
食害痕と萌芽枝長の相関分析の結果からは食害被害が深

刻化することで萌芽が短くなり，矮小化が進んでいる（図

8）。なお，箱ヒゲ図の箱は中央値および4分位点を，バ

ーは最大値～最小値を示している。

経過年数と食害痕の関係からは，伐採後2年以内は先

端部のみに被害がみられるが，2年後から 4年後までに

幹部への被害が拡大していた（図 9）。
活力度を目的変数とする二項ロジスティック回帰分析

の結果（標準化偏回帰係数および定数項）を表2に示す。

モデル式は(1)式で表され，P は枯死の生起確率を示す。

コナラ アベマキ コナラ アベマキ コナラ アベマキ コナラ アベマキ

n=15 n=13 n=13 n=19 n=8 n=16 n=9 n=13
枯死 3 2 12 18 2 1 0 0
生存 12 11 1 1 6 15 9 13

22.7 20.7 31.8 29.2 25.4 22.2 16.9 16.4
萌芽枝長 最小 124 140 201 205 209 142 103 101
（mm） 最大 1,397 1,347 689 571 375 441 301 241

215.1 214.4 225.8 210.4 233.5 207.7 189.8 224.1
#0 0 0 0 0 2 11 4 11
#1 8 7 1 0 6 5 5 2
#2 7 6 12 19 0 0 0 0

萌芽枝数（本）

食害痕

伐採面長径（mm）

7年伐採地 4年伐採地 2年伐採地 1年伐採地

活性

合計
(n=106)

表 1 本研究で用いたデータの要約

※萌芽枝長は各株においてランダムに選ばれた 5本の萌芽枝の平均枝長の，各カテゴリ（年数と樹種）における最小値および最大値を示す。
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枯死 3 2 12 18 2 1 0 0
生存 12 11 1 1 6 15 9 13

22.7 20.7 31.8 29.2 25.4 22.2 16.9 16.4
萌芽枝長 最小 124 140 201 205 209 142 103 101
（mm） 最大 1,397 1,347 689 571 375 441 301 241

215.1 214.4 225.8 210.4 233.5 207.7 189.8 224.1
#0 0 0 0 0 2 11 4 11
#1 8 7 1 0 6 5 5 2
#2 7 6 12 19 0 0 0 0

萌芽枝数（本）

食害痕

伐採面長径（mm）

7年伐採地 4年伐採地 2年伐採地 1年伐採地

活性

合計
(n=106)

表 本研究で用いたデータの要約

※萌芽枝長は各株においてランダムに選ばれた5本の萌芽枝の平均枝長の，各カテゴリ（年数と樹種）における最小値および最大値を示す。 

一部の先端部 

過半数の先端部 

幹部 

活力度 
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loge{P/(1-P)}=αX1+βX2+γX3+δX4+C (1) 
枯死に対して萌芽枝数は正の，萌芽枝長は負の，そし

て食害痕は正の関係が有意である。一方で樹種による有

意な差はみられない。重要度（有意確率の小さい順）で

みた場合，食害痕の影響が大きく食害痕が1単位深刻化
することで 3.74倍，萌芽枝長が 1単位短くなると 4.26
倍，萌芽枝数が 1単位増えると 1.96 倍，それぞれ枯死
しやすいという結果が得られた。 

 

 
 
 
 

図 多くの矮小化した萌芽枝をもつコナラ枯死株
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図 活力度と樹種の関係
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図 樹種と食害の関係 

図 古い葉が残るアベマキの伐採萌芽株
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図 活力度と食害の関係
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図 食害と萌芽枝長の関係
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４．考 察

 
以上の結果を踏まえ，シカ食害と伐採株枯死の関係，

および適切な防獣対策の時期について考察する。まず，

光合成組織を大幅に欠く伐採直後の株は株内部の栄養を

使って萌芽を伸ばし，光合成組織を増やすと考えられる

（伊東，2013）。この萌芽の伸長は伐採から数ヶ月以内
にはじまり，同時に多数の萌芽が発生する。萌芽には先

端部に頂芽が，幹部には複数の側芽をもつのが普通であ

るが，頂芽は側芽に対し優勢的に伸長・展開することが

知られている（Cline，1997）。これはホルモンによって
制御される生理的機能である（Ferguson & Beveridge，
2009）。シカ食害下では，展開した頂芽を含む先端部が
まず食害にあい，頂芽を失った萌芽枝はホルモンの制御

を失い，頂芽から2番目の位置にあった側芽が伸長し始
める。やがて側芽が展開すると，シカの食害を受け，萌

芽枝長は短くなる。これが図3でみられる矮小化の原因
であり，伐採からの経過年数の長短と萌芽枝長が比例し

ない要因であると考えられる。このようなプロセスを経

て，萌芽は次第に短くなり，すべての側芽が展開，被食

すると成長点を失い，萌芽枝の枯死が起こる。このとき

まだ伐採株が枯死していなければ，新たな萌芽の発生が

起こる。しかし，依然としてシカ食害に曝されれば，新

たに発生した萌芽枝も同様のプロセスをたどり，枯死す

ると考えられる。そのため，枯死株の多い 4年伐採株で
は萌芽枝数が著しく多くなっている（表1，図3）。この
萌芽の発生と枯死はシカ食害が減じない限り継続し，や

がて株内部の栄養が足りなくなり，伐採株の枯死に至る

ものと考えられる。 
今回の結果からは，コナラとアベマキにおいて枯死の

しやすさに大きな違いがみられなかった。しかし，1 年
目および2年目ではコナラの被害が大きかった。この理
由として，早春における冬芽の展開期の差が考えられる

（図6）。餌資源の乏しい早春にアベマキに先駆けて展葉
するコナラは集中加害の対象になっている可能性があり，

反対にアベマキでは萌芽枝に展葉の遅れだけでなく，展

葉直前まで残る前年の古葉が冬芽を保護する効果をもっ

ている可能性がある。 
二項ロジスティック回帰分析の結果から，萌芽枝数の

増加，萌芽枝長の矮小化，食害痕の深刻化が伐採株の枯

死のシグナルとして有効であることが示唆された。この

ことから萌芽枝幹部への被害を指標に防獣ネットなどの

設置を行うのが適切と考えられる。また，食害痕が先端

部から幹部へ拡大する時期（本研究では 2年目～4年目
の間）に枯死株が増加することも踏まえ，食害の強度に

もよるが，伐採後2年～4年の間であると予測できる。 
ただし，アベマキとコナラが混生する場合，伐採後 1
～2 年はコナラへの被害が集中することを考慮し，コナ
ラの萌芽枝幹部への食害を指標とするのが予防原則にた

った獣害対策として適切であると考えられる。 
では，どの程度の期間，ネットの維持管理が必要であ

ろうか。シカの可食高をディアライン，またはブラウジ

ングラインといい，通常1.6m程度とされている（横田，
2006）。伐採株にとっても，この 1.6m より高い位置に
萌芽先端部を伸長させることができるかが，枯死と生存

とを分けるカギになっていると考えられる。対象地では

伐採後7年を経過した伐採地では1mを超える萌芽枝も
みられ，地面から先端部の成長点までの高さはシカの可

食高を超えているものもみられた（著者ら，未発表）。ネ

ットの維持管理を義務付ける期間は，少なくとも萌芽枝

が地上高 1.6mを超えるまでと提案できる。また，原木
を得る際にも根元から伐採するではなく，伐採高を高く

することで株自体の体積を大きくし萌芽発生に必要な栄

養を十分に残すことや，萌芽が伸長した際に早く 1.6m
のディアラインを越えるようにするなど，伐採方法につ

いても今後研究の余地があることが示唆される。 

0 5 10 15 20 25 30 35

1年

2年

4年

7年

一部の先端部

過半数の先端部

幹部

株 

図 食害と経過年数の関係

表 二項ロジスティック回帰分析で

推定された標準偏回帰係数

変数名 係数 有意確率

萌芽枝数 α： 1.96 　0.036*
萌芽枝長 β：-4.26 　0.020*
食害痕 γ： 3.74 　0.001**
樹種 δ：-0.81 　0.280
定数 C： 1.79 　0.071
n=106

*5%, **1%

全体正解率:96.2%
Cox and Snell R2:0.672
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おわりに

 
本研究では，シイタケ原木林の持続的な利用のために

シカ食害と伐採株の枯死の関係性の考察，および伐採株

の特徴を指標とした適切な防獣柵の設置時期を提案した。

萌芽枝数の増加，萌芽枝の矮小化，および萌芽枝幹部へ

の食害が枯死のカギになっていることが明らかになった。

対象地域では伐採後2年以降に頂芽から萌芽枝幹部へ被
害が拡大することも明らかになり，対象地では防獣ネッ

トの設置はこの2年の間に行えばよいことが示唆された。
また，アベマキとコナラが混生する場合，より被害を受

けやすいコナラの萌芽幹部への被害が指標として適切で

あると結論づけた。 
本稿で示したように，現地におけるシカ食害と伐採株

の枯死の関係性を把握し，適切かつ必要十分な防獣ネッ

トの設置を行うことでシイタケ原木林管理による里山林

の持続可能な保全・管理・利用が継続されると期待でき

る。しかし，シカ個体数の推定値などをもとにシカ食害

の年次変化を推定したり，防獣区を設けて被害をコント

ロールした上で萌芽の伸長量を計測したりするなど課題

も残されている。筆者らは 2015年 3月，対象地域にお
いて防獣ネットの設置に参加し防獣ネットの効果を検証

すべく防獣ネット設置区画と非設置区画での食害状況の

比較研究を進めている。本研究の結果と合わせ，今後の

研究によって持続的なシイタケ原木林利用を提案・実践

していきたい。 
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補 注  

1）林野庁（2017.01.23更新）：森林におけるシカ被害の概況，< http://

www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/tyouju.html>，2017.09.10参照 
2）農家が芋類や葉物野菜の栽培からシイタケ栽培にシフトした経緯とし

て，本土との交通の便の改善により，それらの島内産物の競争力の低

下が指摘されている（上対馬島誌編纂委員会，1985；pp.542-543）。 
3）対馬は在来の植生にクヌギを欠くため，天然の原木として用いられる

のは主にコナラとアベマキである。本研究でもこの2種を分析の対象

とした。 
4）シイタケ原木として利用されるものに限定するため，現地のシイタケ

原木の実情を鑑み伐採断面の直径が100mm未満のものは調査対象と

して採用しなかった。 
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