
5

日本生態学会誌 (Japanese Journal of Ecology) 72:5-12（2022）

2020年 11月 16日受付、2021年 8月 30日受理
*e-mail: maesako@est.osaka-sandai.ac.jp

照葉樹林に侵入した外来木本種の拡散にニホンジカが与える影響

前迫　ゆり*

大阪産業大学大学院人間環境学研究科

Effects of sika deer (Cervus nippon) on the spread of invasive alien tree species in a warm temperate evergreen forest

Yuri Maesako*

Graduate School of Human Environment, Osaka Sangyo University

要旨：本稿では，照葉樹林に侵入した外来種として、国内外来種ナギ Nageia nagi (Thunb.) Kuntzeと国外外来種ナンキ
ンハゼ Triadica sebifera (L.) Smallの拡散と定着について述べる。春日山原始林に隣接する御蓋山の天然記念物ナギ林
から拡散したナギは照葉樹林に侵入し、シカが採食しないことから、数百年かけて拡散し、イチイガシ Quercus gilva 

Blume林の一部はナギ林に置き換わった。ニホンジカ Cervus nippon subspp.の採食環境下において、耐陰性の高い常緑
針葉樹ナギ林から照葉樹林に戻る可能性はきわめて低いことから、この植生変化はシカの影響による森林の不可逆的変
化ともいえる。一方、1920年代に奈良公園に植栽されたナンキンハゼは奈良公園一帯および春日山原始林のギャップに
広域的に拡散し、ナンキンハゼ群落を形成している。照葉樹林における空間分布の調査から、生態的特性が異なる外来
木本種 2種の拡散を定量的に把握した。シカの不嗜好植物でもある外来木本種の群落形成にはシカが大きく関与してい
ると考えられた。過密度シカ個体群が生息する照葉樹林の保全・管理についても議論する。
キーワード：ナギ、ナンキンハゼ、不可逆的変化、嗜好性、空間分布
Keywords: Nageia nagi, Triadica sebifera, irreversibility, deer preference, spatial distribution

学術情報

照葉樹林に侵入した外来木本種

　2002年に侵略的外来種 100（日本生態学会 2002）に選
定された木本種は、アカギ Bischofia javanica Blume、イタ
チハギ Amorpha fruticosa L.、ニセアカシア Robinia 

pseudoacacia L.の 3種のみであった。2016年に公表され
た ｢我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来
種リスト｣（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/files/

list.pdf、2020年 10月 1日確認）には、重点特定外来種と
してイタチハギやトウネズミモチ Ligustrum lucidum Aiton

などが、そのほかの総合対策外来種としてナンキンハゼ
Triadica sebifera (L.) Smallやヒイラギナンテン Berberis 

japonica (Thunb.) R.Br.など、45種の木本種がリストされ
ている。2018年に環境省が公表した ｢特定外来生物によ

る生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき規制
される生物のリスト ｣（http://www.env.go.jp/nature/

intro/2outline/files/siteisyu_list.pdf、2020年 10月 1日確認）
に木本種は含まれていない。しかし外来木本種はその生
活史や繁殖特性から強い侵略性と定着性によって長い時
間スケールで生態系に大きな影響を与えている（Maesako 

et al. 2007；橋本ほか 2007；Richardson and Remánek 2011；
前迫・稲田 2013；日置ほか 2015；前迫 2015）。
　外来種の侵入要因には人による意図的・非意図的要因
が関わっていることが多いが、ここではニホンジカ
Cervus nippon subspp.（以後、シカ）の嗜好性が外来種木
本種拡散の要因になっている事象を紹介する。日本にお
いて照葉樹林は断片化し、わずか 1.6％にすぎない（環境
庁 1976）。特別天然記念物の春日山原始林（約 300 ha）に
は照葉樹林が成立しているが、シカが高密度で生息して
いる。この森林に侵入・拡散したのは、国内外来樹木ナ

特 集 1　外来種の定着プロセス－森林、河川、湖沼、草原に侵入した外来種の侵略性と多様性
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ギ Nageia nagi (Thunb.) Kuntze（本州：三重県、和歌山県、
山口県・四国・九州、台湾に分布；常緑針葉樹）と国外
外来種ナンキンハゼ（中国原産；落葉広葉樹）である。
これら 2種の生態的特性はまったく異なるが、シカの不
嗜好植物という共通点を有する（Maesako et al. 2007；前
迫 2013）。
　これら 2種の木本種以外に、アオモジ（国内外来種、
クスノキ科、Litsea cubeba (Lour.) Pers.）も侵入している。
アオモジは九州以南に自然分布するが、近年、逸出によ
り愛知県以西に生育している（米倉 2015）。この種はシ
カに採食されるため、照葉樹林内ではほとんど確認され
ていないが、シカを排除するために設置した実験区内で
ナラ枯れしたツクバネガシ Quercus sessilifolia Blumeの樹
冠下で 2015年に確認された。
　つぎに照葉樹林に拡散する外来種の分布特性から、そ
の侵略性と多様性について述べる。

外来木本種の分布と生態的特性

　常緑針葉樹ナギ（国内外来種、マキ科）は、｢海が凪ぐ｣ 
といった縁起のよい樹木として、西日本の神社によく植
栽されている。ナギはおよそ 600年前に春日大社に献木
され、イチイガシ林が優占していたと考えられる御蓋山
に植栽された。ナギは単木的には三重県や和歌山県以南
に生育するが、群落形成することは稀であり、御蓋山の
ナギ群落はその文化的背景および純林を形成しているこ
とから 1923年に国の天然記念物に指定された。ナギは、
現在、御蓋山に隣接する特別天然記念物春日山原始林に
侵入・拡散し、照葉樹林の一部にナギ群落が広がってい
る（前迫 2006；Maesako et al. 2007）。
　国外外来種のナンキンハゼ（トウダイグサ科）は、奈
良公園に 1928年に植栽された。ナンキンハゼは初期成長
が早く、白い果実からロウを採取するために移入された。
ナンキンハゼは河川敷やオープンサイトで定着している
ことが報告されている（奥川・中坪 2009；日置ほか 

2015）が、若草山草地、奈良公園一帯（図 1）および照
葉樹林のギャップを中心に拡散している。
　照葉樹林に侵入した 2種の外来樹木の生態的特性はま
ったく異なるが、シカが採食しないという共通点を有す
る。ナギは、耐陰性が高く、相対照度わずか 1.1％の弱光
下でも生育可能である（名波 2013）。ナギは重力散布型
～風散布型で初期成長は遅い。ナギの寿命は数百年以上
と長く、シイ・カシ林の暗い林床にも侵入、定着してい
る（図 1）。

　ナギとナンキンハゼがどの程度拡散しているのかを明
らかにするため、2004年から 2006年に春日山原始林の
特別天然記念物エリア 300 haのうち人工林域などを除い
たおよそ 200 haの照葉樹林域で分布調査を行い、実生以
上のすべての個体の位置情報を GPSによって記録した。
林冠状態はギャップ、ギャップ辺縁、疎開林冠、閉鎖林
冠の 4段階に区分した。その結果ナンキンハゼは主にギ
ャップに分布し、ナギは疎開林冠から閉鎖林冠に分布し
ていた（Maesako et al. 2007；前迫 2010、図 2）。
　ナギはシードソースの御蓋山に隣接する北側と東側の
イチイガシ林が成立する標高 200 m以下の照葉樹林内に
侵入していた。もっとも密度が高い 50 mメッシュでは
942個体 /2500m2が確認された（前迫ほか 未発表、図 3）。
　ナンキンハゼのシードソースは春日山原始林の西側平
坦域の奈良公園であるが、高密度パッチは照葉樹林に分
散しており、もっとも密度が高い 50 mメッシュでは 417

個体 /2500m2が確認された（図 5）。ナギに比べるとナン
キンハゼのほうが広域的に分布しているが、これはギャ
ップに侵入する先駆種であり、鳥類の種子散布に起因す
ると考えられる。
　ナギは閉鎖林冠下で定着し、シードソースに近いエリ
アで個体群密度が高くなる傾向を示した。耐陰性の侵略
的外来種は、森林群集に侵入できるため、とくに注意を
払う必要があることが指摘されている（Martin et al. 

2009；Reinhart 2010）。外来種の多くがギャップなどに侵
入する先駆種としての生態的特性を有することが多いが、
ナギのように耐陰性の高い文化的樹種が自然林に侵入・
拡散した事例は地域特異的である。
　すでに群落を形成し、拡散し続けている両種の駆除は
かなり困難である。実験的に、小径木を根際で伐った際
にも、ナギとナンキンハゼは萌芽した。とくにナンキン
ハゼは萌芽特性が顕著で、ギャップ条件下では 3年以上、
シュートを伐った場合にも、萌芽した（表 1）。先駆性の
ナンキンハゼはシイ・カシ類が林冠閉鎖すると枯死する
可能性はある。しかし森林内のシカ密度がきわめて高い
（前迫ほか 2018）現状では、林冠が欠如すると、シイ・
カシ類は採食され、シカが採食しないナンキンハゼやナ
ギが立地を埋めるため、外来種拡散は進行している。
　ナギはナギラクトンによってアレロパシーを有するが、
その働きはむしろ被食防衛として発揮され、ナギがアレ
ロパシー活性を発揮するためには大規模攪乱が必要であ
ることが指摘されている（山倉ほか 2000）。ナギに関す
る化学的研究（山倉ほか 2000）は、ナギ林はアレロパシ
ーによって純林化したのではなく、シカが採食しないた
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めに純林化が進行したことを裏付けている。

シカ個体群の高密度化

　シカの主要な餌場でもあるシバ草地の若草山、照葉樹
林および奈良公園一帯に生息するシカは国の天然記念物
｢奈良のシカ｣ として保護されている。奈良公園一帯はシ
カにとって絶好のハビタットであり、生息密度は、奈良
公園ではおよそ 900頭 /km2（立澤・藤田 2001）、春日山
原始林の高密度エリアのシカ密度は 84.9頭 /km2（春～夏
期）から 148.6頭 /km2（秋～冬期）である（前迫ほか 

2018）。草原と隣接する森林はシカにとっては良好な生息
場所であり、採餌場所となっている（図 1）。
　若草山のシバ草地では在来種イワヒメワラビ Hypolepis 

punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn、 レ ン ゲ ツ ツ ジ
Rhododendron molle (Blume) G.Don subsp. japonicum 

(A.Gray) K.Kron、コガンピ Diplomorpha ganpi (Siebold et 

Zucc.) Nakaiなど、春日山原始林ではナチシダ Pteris 

wallichiana J.Agardh、コバノイシカグマ Dennstaedtia 

zeylanica (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. et Kandel、クリンソウ
Primula japonica A.Gray、イズセンリョウ Maesa japonica 

(Thunb.) Moritzi et Zoll.などの不嗜好植物が群落を形成し
ている。しかし 2000年頃よりイズセンリョウへのシカの
採食（前迫 2001）、2010年頃からクリンソウに対する採
食が確認されるなど（Suzuki et al. 2020）、シカの採食圧
は年々変化し、採食対象植物は増加している。

(a)

(c)

図1．（a）春日山原始林に隣接する若草山草地のシカと御蓋山．シバ草地には不嗜好植物のナンキンハゼ、ワラビ、
コガンピなどがパッチ状に生育する。（b）奈良公園一帯に生育するナンキンハゼ（矢印）。（c）春日山原始
林のコジイ林の林床に生育するナギ（矢印）。（d）イチイガシ林から置き換わったナギ林（矢印）。

(b)

(d)
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照葉樹林の更新への影響
　春日山原始林で調査したツクバネガシ実生の生残率（落
果堅果数に対する1年生実生の生残率）は0.05％であり（依
田ほか 2014）、シカが生息しない照葉樹林の値 0.78 - 0.81％
に比べて著しく低い（Tanouchi et al. 1994）。春日山原始林
の森林回転率は 180年とされるが（Naka and Yoneda 

1984）、後継樹のシイ・カシ類が生育しない現状では、森

林再生はきわめて困難である（山倉ほか 2001；前迫 

2002）。
　シカと外来木本種が森林更新に与える影響を検証する
ことを目的として、春日山原始林に植生保護柵（以下、
シカ柵）を設置し、フィールド実験を行った。シカと外
来種の 2要因を検証するために、ナンキンハゼ生育 -シ
カ柵あり、ナンキンハゼ生育 -シカ柵なし、ナンキンハ
ゼ除去 -シカ柵あり、ナンキンハゼ除去 -シカ柵なしの 4

パターンを設定し、森林の初期更新に対する影響を調査
した。ウリハダカエデ Acer rufinerve Siebold et Zucc.の生
残率を比較した結果、4パターンのうちシカ柵の有無に
よる生残率の有意差は生じたが、ナンキンハゼ除去・非
除去による有意差は得られなかった（前迫 2015）。ナン
キンハゼの展葉は 5月上旬と遅いこともあり、光条件に
おいてウリハダカエデなど在来木本種の定着への影響は
小さいと考えられた。
　ナギにおいても同様に、4パターンの実験区で木本実
生の生残率への影響を調査した結果、シカ柵の有無だけ
ではなく、ナギの除去によって有意にコジイ Castanopsis 

cuspidata (Thunb.) Schottky実生の生残率が高いことが検
証された（Maesako et al. 2010；前迫 2015）。
　これらのフィールド実験によって、シカの採食要因は
森林更新にとって大きな負荷となることが検証されたが、
同時に、ナギは、被圧によってコジイの生残率に影響を
与えることが示唆された。

ナラ枯れと外来木本種の侵入

　春日山原始林の林冠を形成しているコジイ、ツクバネ
ガシ、ウラジロガシ Quercus salicina Blume f. angustata 

(Nakai) H.Ohba、イチイガシ Quercus gilva Blumeなどがナ
ラ枯れによって枯死するという現象が発生した。ナラ枯
れによるギャップ形成後、シカを排除した実験柵（以後、
シカ柵）で 2015年にアオモジの実生が多数確認され、
2020年には樹高 3 mに達した（図 4）。シカ柵のギャップ
下に設定した 10 m2のコドラートで 2016年に調査した結

図 2．ナギとナンキンハゼが侵入した森林の林冠比較（Maesako 
et al. 2007より改訂、前迫 2013より転載）

図 3．2004年から 2006年に実施した春日山原始林域における（上）
ナギと（下）ナンキンハゼの分布マップ（前迫ほか、未発表）．
実生以上の全個体数の分布を示した。矢印はシードソースか
らの侵入を示す。

表 1．ナギとナンキンハゼ（樹高 3 m以下）カット後の生残率（シ
ュートを伸ばした個体数の比率）。伸びたシュートは毎秋、
地際でカットした。

個体数
1年後の生残率
（％）

5年後の生残率
（％）

ナギ 157 86.9± 16.0 10.6± 6.9

ナンキンハゼ 175 89.5± 4.6 18.9± 16.6
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果、ウドカズラ Ampelopsis leeoides (Maxim.) Planch.、アカ
メガシワ Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.、クロバイ
Symplocos prunifolia Siebold et Zucc.、ミツバアケビ Akebia 

trifoliata (Thunb.) Koidz.、カラスザンショウ Zanthoxylum 

ailanthoides Siebold et Zucc.といった先駆種、林冠構成種
のツクバネガシ、コジイ、外来種のアオモジ、ナンキン
ハゼなど木本実生 15種 /10m2が発生した。シカ柵外（コ
ントロール）のギャップ林床（10 m2）ではクロバイ、コ
ジイ、ナンキンハゼ、モミ Abies firma Siebold et Zucc.の
4種のみであった。
　アオモジは、1990年代以降、生駒山系（森本 1990）、
大阪府泉南地域（上森ほか 2016）、京都市域（橋本ほか 

2003、第 50回日本生態学会大会講演要旨、https://www.

jstage.jst.go.jp/article/esj/ESJ50/0/ESJ50_0_271_3/_pdf/-char/

ja、2021年 1月 25日確認）で報告されている。先駆種ア
カメガシワと比較すると、種子の発芽率は 10％程度であ
り（中村 2005）、アカメガシワの 30－ 80％よりも低い（山
田 2004）。しかし成長および生残率がアカメガシワに比
べて有意に高い（上森ほか 2016）。シカ柵内においても
アオモジはほかの木本種に比べて著しく成長が早く、先
行研究と一致している。シカが採食するため、シカ柵外
ではアオモジは生育していない。シカの嗜好性によって
外来種拡散が抑制されている事例である。

照葉樹林の森林動態

　寿命が長く、耐陰性が高い常緑針葉樹のナギが侵入し
たことによって、春日山原始林のイチイガシ林は、ナギ
が高木に達し、純林に近い森林を形成している（Maesako 

et al. 2007；前迫 2010）。こうした不可逆的ともいえる照
葉樹林の変化には、長期間にわたって個体密度がきわめ
て高いシカ個体群が外来樹木の定着に大きく関与してい
ると考えられる。ナギの分布特性をみると、最初に植栽
された御蓋山からの距離とナギ個体数の関係は、距離と
ともに急激に減少する指数関数的曲線を描いた（前迫ほ
か 未発表）。
　山倉ほか（2000, 2001）は、秋期にはナギの種子が未熟
であることから、ナギの種子散布は秋期の台風ではなく、
春期の季節風が種子散布に関係していると指摘している。
シカが採食しないという特性に加えて、季節風という自
然要因によって（山倉ほか 2000）、ナギは数百年かけて
イチイガシが優占する照葉樹林を常緑針葉樹林に変えて
しまった。一方、ナンキンハゼは光条件がよいギャップ
に侵入し、群落を形成するが、ナギに比べるとはるかに
寿命が短く、大径木は少ない。春日山原始林ではカラス
ザンショウ、ウリハダカエデなどが主要な先駆種であっ
たが（Shimoda et al. 1994）、現状では、外来種の先駆種ナ

図 4．（a-1）実験柵内のギャップ下に発生した 15種（10 m2）の実生個体数（2016年調査）。（a-2）実験柵外（同面積、
コントロール）の実生はクロバイ、コジイ、ナンキンハゼ、モミの 4種であった。（b）ツクバネガシのナラ枯れ
によってギャップ形成後、春日山原始林の実験柵内に定着した国内外来種アオモジ（2020年撮影、樹高 3 m）と 
（c）アオモジ実生（2016年撮影）。
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ンキンハゼのパッチが拡大している。シカの生息条件下
では採食圧によってブナ科の後継樹やほかの先駆種が定
着しないために、短いサイクルでナンキンハゼ群落が成
立し続けることになると考えられる。春日山原始林に隣
接する御蓋山の天然記念物ナギ林でも、ギャップ下には
ナンキンハゼが拡散している（前迫・稲田 2013）。
　数百年かけて照葉樹林が常緑針葉樹林に置き換わると
いう変化には、局所的な過密度シカ個体群の関与、さら
には温暖な地域性も関係していると考えられる。山倉
（2013）は、ナギが優占する御蓋山と、照葉樹林が成立す
る春日山原始林のシミュレーションモデルから、将来的
に広葉樹が更新することが困難であることを導いている。

国内外来種ナギの種多様性への影響

　1970年代に調査された御蓋山のナギ群落の平均種数は
17.6種であった（菅沼・河合 1978）。2012年にナンキン
ハゼが侵入した御蓋山のナギ林を調査した結果、平均種
数は 20.3種、開空度 5％未満の閉鎖林冠では 11.0種であ
った（前迫・稲田 2013）。1970年代の植生調査（菅沼・
河合 1978）と比較すると、閉鎖林冠のナギ林の種数は、
50年前の種数よりさらに低い種数を示す一方、ギャップ
下では、シカが採食しないイワヒメワラビおよびナンキ
ンハゼの増加によって種数が増大していた。
　ナギは数百年をかけて照葉樹林から不可逆的な常緑針
葉樹林に置き換わってしまう点で、侵略性が大きい。ナ
ギは高木層に達すると、林床は暗くなり、被圧によって
ナギ林の多様性は著しく低下する。耐陰性が高く、寿命
も長いナギの照葉樹林への侵入は脅威である。

国外外来種ナンキンハゼの種多様性への影響

　春日山原始林では在来種の木本類ではウリハダカエデ、
カラスザンショウ、クロバイといった先駆種がギャップ
下で生育するが、シカの採食圧が働くため不嗜好植物の
ナンキンハゼが多くのギャップに生育している。
　2004年から 2006年に行ったナンキンハゼの分布調査
から、実生、稚樹および成木のナンキンハゼパッチがギ
ャップ林冠で多く確認された（Maesako et al. 2007）。春日
山原始林のギャップ面積の変化を明らかにすることを目
的として、1961年から 2003年までの春日山原始林の空
中写真解析を行った（前迫 2010）。空中写真で 50 m2以上
のギャップを抽出し、GIS図に示した。50 m2以上のギャ
ップは約 40年間に 125から 166個に、ギャップ面積は

1961年の 38231.56 m2から 2003年には 110518.05 m2、約 2.9

倍に増大していることが明らかになった。
　2003年以降、大型台風の襲来やナラ枯れによって、ギ
ャップは近年も増加傾向にある。この傾向は、不嗜好植
物であり、先駆性のナンキンハゼが今後も照葉樹林に侵
入・拡大することを示唆する。森林におけるギャップ形
成は生物多様性や森林更新に重要な役割を果たす
（Muscolo et al. 2014）。春日山原始林では、1960年代から
ギャップ面積が増大している（前迫 2010）。
　1999年の植生調査でもナンキンハゼの侵入は認められ
たが（前迫 2010）、1970年代の植生調査（菅沼・河合 

1978） と 比 較 し て ベ ニ シ ダ Dryopteris erythrosora 

(D.C.Eaton) Kuntze、キッコウハグマ Ainsliaea apiculata 

Sch.Bip.、ヤブツバキ Camellia japonica L.といった照葉樹
林要素は減少しており、ギャップ形成は不嗜好植物ナン
キンハゼが侵入するチャンスであるが、必ずしも在来植
物種数の増加にはつながっていないことを示唆した。

外来木本種侵入後の森林保全・管理

　一般的に高木層に達した外来木本種の駆除はかなり困
難である。この記事で扱った 2種の木本は萌芽能力も高
いため、駆除を行う場合、継続的に行う必要がある。伐
採後は、森林再生が可能な林床を確保しなげれば土壌浸
食を引き起こすなど、あらたな課題が生まれる。そのため、
シカが生息する環境においては、柵を設置するなど、林
床植生を再生する手段を講じたうえで、高木に達した外
来木本種を除去する必要がある。シカ柵設置による対策
はバイオマスの増大、繁殖に一定の効果をもたらしてい
る。しかしシカ個体群の過密度状態が継続している場合、
シカ柵以外の場所では採食圧が継続し、在来種の増加は
期待できないため、シカ柵設置だけでは森林再生に限界
がある（前迫 2015）。
　ギャップ下にシカ柵を設置し、森林更新を調査した結
果、ギャップ形成後の経過時間が数十年以上と長い場合
には、シカの採食によって埋土種子が枯渇するため、木
本実生の発生はあまり期待できない。新しいギャップで
実生発生が有意に高いという結果が得られた（曳地ほか 

2017、第 128回森林学会大会データベース、https://www.

jstage.jst.go.jp/artic le/jfsc/128/0/128_289/_article/-char/ja、
2021年 1月 25日確認）。この実験は、台風やナラ枯れに
よるギャップ形成後、直ちにシカ柵を設置することが森
林再生と生物多様性に貢献することを示唆している。
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まとめ

　本記事で紹介した外来木本種ナギおよびナンキンハゼ
の侵入、定着、拡散要因、時間経過および生態的特性は
まったく異なるが（図 5）、高密度シカ個体群の生息とい
う環境要因によって外来木本種の群落を形成するにいた
っている。ナギのように、耐陰性の高い樹木が、600年
という長期間にわたって拡散を続け、照葉樹林の一部が
常緑針葉樹林に偏向遷移した事象は世界にも類をみない。
シカの採食圧が継続する状況において、照葉樹林から常
緑針葉樹林への動態リスクは継続すると考えられる。
　ギャップに侵入する先駆種ナンキンハゼもまた、鳥類
の種子散布によって照葉樹林およびその周辺の草地に生
育場所を拡大している。森林は台風のような大きな自然
攪乱も森林更新のプログラムに組み込みながら、動的に
森林更新を行っていると考えられる。先駆性外来木本種
と耐陰性外来木本種が照葉樹林の動態に及ぼす影響は大
きい。
　2007年に設置した柵内で確認されている植物の種多様
性の増大や草本類のバイオマス増大、開花個体の増加、
ブナ科実生の生残率は、シカが生息しない環境の創出が
照葉樹林の多様性に貢献することを示したが、同時にナ
ギのような耐陰性の高い外来木本が侵入すると、照葉樹
林の再生は困難であることも示唆された。森林のダイナ
ミクスを長期的にモニタリングする重要性はいうまでも
ないが、生態系保全を実現させるためには森林を含む広
域的なシカの統合的管理と順応的植生管理の両輪が不可
欠である。
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