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ニホンジカシリーズ

皆伐・再造林地におけるシカ防護柵の実態と被害対策

要旨

酒井 敦
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V. おわりに

皆伐・再造林地が増加するに伴い，シカによる苗木被害が顕在化するように

なった。再造林地のシカ対策として最も一般的な防護柵に注目し，苗木被害の

実態を明らかにするとともに，防護柵の機能を保つ条件について検討し，考え

られる対策について考察した。高知県内の防護柵を設置した50か所の再造林地

（スギ20か所，ヒノキ30か所）で苗木の食害調査を行ったところ，シカの被害

が認められない場所は 6か所 (12%)で，他は何らかの被害がみられた。健全

木が1500本/ha以上あることを造林成功の基準とすると，スギは20か所中 4か

所 (20%)が，ヒノキは30か所中15か所 (50%)が基準を満たしていなかっ

た。防護柵の破損の要因としては，「動物の潜り込み」と「落石や土砂崩れ」

が多かった。シカの生息密度が低いと苗木被害が少ない傾向が認められ，生息

密度が10頭/km2未満の場所は特に被害が少なかった。このことから，シカの

生息密度が高い場所では，シカに侵入されるリスクがより高いという意識を持

ち，防護柵の仕様や柵の管理水準をより厳しくする必要がある。防護柵の適切

な設置と保守管理，林業被害を意識したシカの積極的な捕獲，それらに対する

一刻も早い公的な支援体制の構築が望まれる。

（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所四国支所 チーム長）
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I . 皆伐・再造林とシカ問題

近年のニホンジカ（以下「シカ」と表記する）の分布域拡大と個体数増加

は，各地の森林生態系に大きな影響を及ぼす（植生学会企画委員会2011) だけ

でなく，農林業被害を引き起こすようになった（三浦1999;高槻2015)。シカ

による森林被害は， 1980年代には大台ヶ原，春日山，丹沢， 日光など各地の天

然林ですでに問題になっていた（前迫・高槻2015)が，人工林では1990年代に

入るまでは，今ほど大きな問題として捉えられていなかった。しかし，拡大造

林によって大規模に植栽された人工林が伐期を迎え，皆伐・再造林地が増加す

るに伴い，各地で苗木の食害が顕在化するようになった。今日では大型製材工

場やバイオマス発電所の操業が全国各地で始まるなど木材需要は高まってお

り，今後も皆伐・再造林に向けた動きは継続すると考えられる。

シカは開けた草地や，森林と草地の境界部分を利用する動物であるとされて

いる（三浦1999)。シカが利用可能な空間（地上高 0-2m) に餌となる植物

が豊富にあり，近くに身を隠す森林がある皆伐・再造林地はシカにとって絶好

の環境であるといえよう。不幸なのはそこにスギやヒノキなど，人が植えた

苗木があり，それもしつかりシカの採餌メニューに入っているということであ

る。皆伐・再造林地でシカを防除する手法として，防護柵やツリーシェルター

などの物理的防除法，銃器やワナを使ったシカの捕獲など，様々な対策がとら

れている（中川2015)が，シカを制御できていない場所も多く，再造林地の現

場は極めて厳しい現実に直面している（写真 1)。著者が見聞した範囲でも，

シカによって全滅した再造林地を改植し，防護柵やツリーシェルターなどのシ

力対策を講じたが，再びシカによって被害を受け，現場責任者が途方に暮れて

いるという話は決して珍しいものではない。

最近，森林・林業分野の論壇で名だたる森林研究者が，針葉樹人工林の皆

伐・再造林の是非を生態学的な立場や将来に向けた林分配置（ゾーニング）の

視点から論じている（伊藤2016, 正木2017)が，残念ながらシカの問題は蚊帳

の外に置かれている。しかし，シカの分布域がこれほど広がった現在，シカの

食害問題を解決しない限り再造林は決して前に進まない。本稿では，再造林地

のシカ対策として最も一般的な防護柵に注目し，高知県という限られた地域で
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写真 1 シカに苗木を食べられススキ草原と化した造林地

造林地全体を防護柵で囲っていたがシカに侵入され．

ほとんどの苗木が食害を受けた。最初にスギを植えた

が点状にしか残らず．次にヒノキを植えたがそれもほ

とんど盆栽状に食べられ写真では確認できない。

はあるが苗木被害の実態を現地調査から明らかにした。さら に，防護柵の機能

を保つために必要な条件について検討し，考えられる対策について考察を行っ

た。

II. シカ防護柵について

防護柵は対象地を柵で囲って特定の動物を物理的に排除することを目的とし
ぼうろくさく

て設置される。特にシカからの防護を目的とする場合は防鹿柵ということもあ

るが，本稿では単に防護柵と呼ぶことにする。冒頭で述べたように，再造林地

はシカにとって絶好の餌場となるため，皆伐地や再造林地をシカの出入り自由

な状態にしておくと，シカの生息密度をさらに高める恐れがある。実際に皆伐

地周辺では，近隣の森林よりもシカの生息密度が高いという事例が報告されて

いる（奥村ら2016)。従って防護柵は造林地の苗木を食害から守るだけでな

く，シカを皆伐地から排除して餌場として利用されるのを防ぐという役割も持

っている。

水利科学 No.359 2018 
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防護柵は，設置する場所や目的に応じて様々な材質が使われている。人家の

周囲や農耕地は防護する範囲が比較的狭く，イノシシにも対応するため金属柵

やワイヤーメッシュ柵が使用されることが多い。度重なる動物被害に業を煮や

し，集落を丸ごと柵で囲うという取り組みも各地で行われている（兵庫県森林

動物センターパンフレット ）。 電気柵も比較的狭い範囲を防護するのに使用さ

れ，設置コストは金網柵よりも安価であるが，漏電防止のため草刈りを頻繁に

行う必要がある。柵の見回りや補修が比較的頻繁にできる人家周辺や農耕地に

対して，森林は防護する範囲が広く ，アクセスも悪いため，軽量で設置が容易

なネット柵が使用されることが多い。

ネット柵は写真 2のように支柱を垂直に立て，支柱間にネ ットを張った構造

をしている。支柱は ABS樹脂グラスファイバー製など軽量で丈夫な素材が

使われ，倒伏防止のため控え索（ガイド）が何本かおきにつけられる。ネット

はポリエチレン製で動物の噛み切り防止のためステンレスワイヤが織り込まれ

ている製品が一般的で，超高分子量ポリエチレン （商標名：ダイニーマ）を織

り込んだ製品も流通している。ネットの上辺と下辺（地面に接する部分）には

ロープが張られ，下張りロープはプラスチック製や ABS樹脂製のアンカー
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写真2 シカ防護柵の設置例

写真のネ ット柵は支柱の高さ I.Sm, ネットの目合いは

10cmで， 写真ではわかりにくいが，スカートネット

と呼ばれる補助ネット（白い点線の間にある）が柵の

外側に斜めに敷設してある。
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（杭）で地面に固定されている。さらに下からの動物の潜り込み防止のため，

柵の外側に向けて斜めに補助ネット（スカートネット）が敷設されることが多

い。支柱間の距離や地上高，ネットの目合い，アンカ ーの間隔，スカートの有

無などは，都道府県ごとに補助金を支給する要件が定められているため，都道

府県ごとに同じような仕様になる傾向がある。

支柱の高さは防護柵が普及され始めた頃には1.6mというものもあったが，

この高さでは侵入されるケースが多いため，現在は1.8m~2. Omが一般的で

ある。支柱間の距離は 3m~4mが多いが，距離が長くなると上張りロープ

がたるみ，中央部分が低くなってしまうことがあるので支柱間の距離は短い方

がよいとされている。ネットの目合いは普及初期には15cmというも のがあっ

たが現在は10cmが一般的である。目合いが 5cmのものは，動物の口が入

りにくく噛み切りによる被害を受けにくい，シカが引っかかって壊されること

が少ないというメリットがある一方． 重く なるため割高となり運搬や設置効率

が落ちる，裾部分に土砂がたまりやすいというデメリットがある。

造林地ではネ ット柵が主流であるが．三重県では亀甲金網柵の防護効果が高

いことが確認され，金網柵の設置が推奨されている（福本2017)。また三重県

ではネッ ト柵においても支柱間の距離は2.5m~3m,下張りロープのアンカー

は lm以下と．より厳しい基準が求められている（三重県林業研究所パンフ

写真 3 斜め張りネット柵

水利科学 No.359 2018 
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写真4 L字型ネット柵

どちらも安芸森林管理署管内にて撮影

レット）。また，ネット柵は斜め張り（写真 3) や，スカートを使用せずネッ

トの裾を外側に折り返してアンカーで固定する L字型（写真 4) など様々な

タイプが考案されているが，効果の検証は今後の課題である。

皿． 再造林地におけるシカ防護柵の現状

防護柵は再造林地における最も一般的なシカ対策であるが，現場ではシカに

侵入されて苗木が食害を受けるケースが後を絶たず，原因究明とその対策が必

要となっている。ここでは，シカ防護柵を設置した再造林地の被害実態を明ら

かにする。

高知県内の防護柵を設置した50か所の再造林地（スギ20か所，ヒノキ30か

所）で苗木の食害調査を行った。調査した防護柵はすべてネット柵で，仕様は

ほぽ同じであり，支柱高は1.Sm前後支柱間の距離は 4m前後ネットの目

合いは10cm(一部で15cmまたは 5cm), 9割以上で補助ネット （スカー トネ

ット）が敷設されていた。調査地から最も近い糞粒調査地点のシカ生息密度は

0-49. 8頭/km2だった （高知県鳥獣対策課平成24年度と 25年度の平均値）。

防護柵の保守・管理のための見回りは年に0.5回 (2年に 1回）から 6回の間

水利科学 No.359 2018 
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図3 再造林地の健全木・被害木の割合

スギ(n= 139) 樹皮剥ぎ

12% 

ヒノキ(n= 355) 

~ 
図4 苗木の被害形態の割合

で 年 1~ 2回というところが多かった。再造林地内の標準的な場所を選んで

長さ50mのラインを等高線沿いに張り，ラインの両側 lmに入る苗木の食害

の形態や程度を調査した。

調査した50か所のうち，シカの被害が認められない場所はわずか 6か所

(12%)で，他は葉が食べられるなど，何らかの被害がみられた（図 3)。健全

木（シカによる被害がない苗木）が1500本/ha以上あることを造林成功の基準

と仮定すると，スギは20か所中 4か所 (20%)が，ヒノキは30か所中 15か所

(50%)が基準を満たしてなかった（図 3)。今回の調究では同じ防護柵内でス

ギとヒノキが植えられているケースが 3か所あったが，そのいずれもヒノキの

被害が大きかった。被害形態としては，葉食われ，頂端食われ，樹皮剥ぎに分

類できた（固 4)。葉を食べられるだけで枯死に至ることはあまりないが，頂

水利科学 No.359 2018 
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端を食べられると樹高成長が阻害され，継続的に食害を受けると盆栽状になり

成林できなくなる。樹皮剥ぎはヒノキに多くみられ（医 4)' 調査では樹皮剥

ぎによって枯死したヒノキを多数確認した。

このように現状では防護柵を設置してもほとんどの場合はシカの侵入を許

しており，特にヒノキ植栽地では被害が多いことが確認できた。しかし，シカ

が侵入したからといって直ちにすべての苗木が食害を受けるというわけでもな

く，成林できるレベルを保っている再造林地もかなりの割合でみられた（図

3)。

N. 柵内に侵入される要因と対策

シカ防護柵を設置しても苗木に被害が出てしまうのは，当然ながらシカが柵

内に侵入してしまうからである。著者が防護柵を見て回った範囲でも，噛み切

りと思われるネットの破れ（写真 5), 動物の潜り込みによる下張りロープと

地面との隙間，シカがネットにからまることによる破損（写真 6), 落石や土

砂崩落（写真 7), 倒木（写真 8) によるネットの破損がみられた。

高知県内の林業事業体に対するアンケートによると，防護柵の破損・不具合

の形態としていちばん多いのは「下張りロープと地面との隙間（浮き上がり）」

で全体の 4割近くを占め，「ネットの破れ」，「支柱の折れや倒れ」と続いた

（志賀ら2017)。防護柵の破損の要因としては，「動物の潜り込み」と「落石や

土砂崩れ」がそれぞれ 3割程度と多く，「ネットの噛み切り」，「倒木」，「ネッ

トヘの動物の絡み」と続いた。これは定醤的な調査に基づくものではないが，

柵の不具合の要因として「動物の潜り込み」が多いという報告は多くあり（高

柳・ 吉村1988;高山ら2008), 今回の調査結果は防護柵の被害実態を反映した

ものと考えられる。

次に，防護柵内にシカが侵入されやすい，すなわち苗木被害が出やすい再造

林地の条件について考える。シカの食害を受けた木は調壺時に枯れてなくなっ

ている場合があるので，被害木の本数をシカ被害の指標として使うことは適当

でない。そこで初期の植栽本数に対する健全木の比率をシカ被害の指標とす

る（健全木比率が小さいほどシカによる被害が大きい）。防護柵に侵入しやす

くなる要因として，シカ生息密度と防護柵の見回り回数に注目して相関を調べ

た。その結果シカ生息密度が高くなるほど，健全木比率が低くなる負の相関

水利科学 No.359 2018 
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シカ防護柵の様々な破損状況

写真 5(左上）：ネ ットの破れ。動物の噛み切りによる （安芸森林管理署提供）。

写真 6(右上）： ネットに角がひっかかった雄ジカ （物部森林組合提供）。

写真 7(左下） ：落石によるネッ トと 支柱の倒伏。

写真 8(右下）： 倒木によるネットの破損（矢印）。広葉樹林の隣接地は特に注意が必要

がみられた (r= -0. 3251, p < 0. 05)。特に，シカ生息密度が10頭/km2未満

の場所は被害が少なかった （図 5)。一方，見回り回数と健全木比率の相関を

みると，年 4回以上見回りをしている再造林地では健全木比率が高かった もの

の， 全体として有意な相関はみられなかった。これは，事業体や現場作業者に

よって見回りの質が異なっ ていたことが原因のひとつとして考えられる。例え

ば，志賀ら (2017)の行 ったアンケートでは，下刈り作業を行いながら防護柵

を点検していると回答した事業体が多かっ たがそのやり方だと，不具合を見

つけることを目的として防護柵に沿って歩くのに比べ，不具合を見落としてし

まう危険性がある。 また，造林地の地形など，今回評価していない条件も苗木

被害に影響を与えている可能性があり，今回の調査では苗木被害が出る要因を

特定しに くかったと 考えられる。

水利科学 No.359 2018 
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図5 シカ生息密度と被害の状況

これま でにも指摘されているように，シカの侵入を防ぐためには， 柵の機能

を保つため見回りと補修が絶対に欠かせない（鳥獣被害対策基盤支援委員会

2014; 三重県林業研究所パンフレット）。特に大雨や台風の後は，落石，土砂

流出（特に谷部），倒木が発生している可能性があるので，直ちに見回りに行

く必要がある。また，防護柵の近くに枯死木がある場合はあらかじめ伐倒して

おくことが望ましい。動物による潜り込みや噛み切りに対しては，今のところ

見回り頻度と質を上げて対応するしかない。見回りは防護柵に沿って，噛み切

り跡がないか，下から潜り込まれた形跡はないか，下張りロープを引き上げて

みるなどして丁寧に見て回る。シカの侵入か所， または侵入しようとしている

形跡が見つかれば固定アンカーを増やしたり，丸太をネットの裾に置いた

り，ネッ ト柵を二重に張るなど，その場所を補強することが必要である。とに

かく，実際にはそうでなくとも，中に生えている苗木は自分のものという意識

が必要である。

今回の調査ではシカの生息密度が10頭/km2より低い場所では防護柵がお

おむね機能していた （図 5)。逆にいえば，シカの生息密度が高い場所では，

シカに侵入されるリスクがより高いという危機意識を持ち，防護柵の仕様や柵

の管理水準をより厳しくする必要があろう 。最近は様々なスケールのシカ生息

密度分布図 （環境省2015;近藤・小泉2014) や SDR(下層植生衰退度） （藤木

ら2014), 森林被害マップ（明石2017)などシカの被害 リスクを指標する分布

図が数多く公表されている。 また，道ばたの植生の状況からシカの生息密度を

推定する手法も開発されている （深田ら2017)。これらを利用して再造林地周
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辺のシカの被害リスクを的確に把握し，それに応じた防護柵管理を行うことが

重要である。

V. おわりに

防護柵の保守・管理が重要であることは林業事業体もよく認識している。先

のアンケート結果からは，事業者が防護柵の見回りは必要だと認識していて

も，経費や人手不足から十分に見固りが行えず，結果的にシカの侵入を許して

いる実態が浮き彫りとなっている（志賀ら2017)。民間の事業地の場合，防護

柵の設置は補助金でかなりの部分が補填されるが，防護柵の保守管理は所有者

や事業休に任せられている。シカによる森林被害は台風や地震による災害と同

じ自然災害（ただし，‘‘ゆっくりと起きている”）と考えるならばその対策を

林業事業体だけに負わせるのは酷な話である。防護柵の保守管理を公的にサポ

ートする何らかの仕組み作りを一刻も早く構築する必要があると考える。

また，物理的な防除だけでなく，シカを捕獲する努力も極めて重要である。

環境省と農林水産省は平成25年 (2013年）に「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を

策定し，平成35年度までにシカとイノシシの頭数を半減（平成23年度比）する

ことを目標に掲げ，様々な施策を進めている。シカの捕獲は，従来の巻き狩り

や足くくりワナを使う方法に加え，餌で誘引して銃器で狙撃する誘引狙撃法や

囲いワナを使った手法が各地で導入されている（小泉2013, 八代田ら2013, 藤

井2017)。さらに，ローカライズドマネジメント (localizedmanagement) と

呼ばれる，シカの行動特性を踏まえてシカ個体数を局地的に調整する手法が富

士山麓の国有林で実践され，シカの出現頻度を減らすことに成功している（永

田ら2016)。土地所有が細分化されている民間の人工林で同じような手法を適

用するのには課題が残るが，私たちの研究グループが行った調査では，皆伐地

に限定して行った誘引捕獲によって，シカの出現頻度を半分程度に減らせるこ

とが確かめられている（大谷ら2017)。シカ生息密度が低い場所では苗木被害

が少なかったことから（図 5)' 皆伐地周辺で捕獲圧をかけてシカの出現頻度

を抑えることによって，柵内への侵入リスクを減らすことが期待できる。

冒頭で述べたように，皆伐・再造林が官民あげて推進されている中で，シカ

の生息地における再造林の現場は極めて厳しい現実に直面している。防護柵の

適切な設置と保守管理，林業被害を意識したシカの積極的な捕獲，それらに対
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する一刻も早い公的な支援体制の構築によって，次世代へ向けた森林が造成さ

れることを切に願う。
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