
2.治山事業におけるシカ被害対策 

2-1.本テーマの背景と目的 

2-1-1.本テーマの背景と目的 

「平成 22 年度治山先進技術実証調査」において、都道府県からの新たに検討すべき

治山技術のテーマを公募し、検討委員会で議論した結果、平成 23 年度以降に新たに検

討する工種・工法として、「治山事業におけるシカ被害対策」が選定された。 

 近年、シカの個体密度の増大によって、農林業への被害が拡大している。個体密度の

増加の原因は、生息環境の変化や狩猟圧の減少等が考えられる。 

シカの食害により下層植生が減少・消失したことによる動植物の生息環境の劣化、生

態系への悪影響、土壌侵食の発生、また、立木の皮剥ぎなどによる林業へ被害等が発生

している。 

治山事業では、防護柵や苗木保護工の設置等の対策が行われているが、シカ被害の圧

力が高まるにつれて対応を必要とする箇所も増加しており、コストの増加につながって

いる。また、対策後の維持管理が十分に実施されていない場合もあり、対策の高い効果

が発揮されていない場合も多くみられる。 

 以上のような背景を踏まえて、本テーマでは治山事業において従来から実施されてい

るシカ被害対策の工法と課題・問題点を整理し、治山事業における効果的なシカ被害対

策を検討することを目的とする。 

 本テーマの概要を表 2-1-1 に示す。 
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表 2-1-1 治山事業におけるシカ被害対策の概要 

 

 

2-1-2.本テーマのスケジュール 

 本テーマの作業スケジュールを表 2-1-2 に示す。 

 

項目 内容 備考 

テーマ 

選定 
平成 22 年度 治山先進技術実証調査 公募テーマ 

平成22年度第3回

検討委員会（Ｈ23

年 2 月）にて決定

テーマ名 治山事業におけるシカ被害対策  

検討対象 
「踏み荒らしによる土壌表面侵食」 

「シカ食害等による森林植生の衰退」 
 

公募時に

おける 

提案・意

見 

愛知県：侵食防止マット+飛来種子補足ネット，チ

ップ吹付によるシカ対策を考慮した緑化

工法を開発している。 

三重県：具体的な提案はないが獣害対策の必要性

を言及 

徳島県：間伐材に忌避剤を注入した木柵工を製作す

る。 

 

公

募

事

業 

H23 

年度 

●2 県 2事業で計画 

 奈良県(下北山村)、大分県(別府市) 
 

H24 

年度 

●2 県 2事業で実施 

 奈良県(下北山村)、大分県(別府市) 
 

H25 

年度 

●2 県 2事業のモニタリング 

 奈良県(下北山村)、大分県(別府市) 
 

H26 

年度 

●1 県 1事業のモニタリング 

 大分県(別府市) 

●とりまとめ 

 

本テーマ 

終目標 

●治山事業におけるシカ被害対策ポイントブック 

(仮称) 

検討委員会にて協

議の上決定する 
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表 2-1-2 治山事業におけるシカ被害対策の作業スケジュール 

作業項目 内容 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

備考 

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 

（1）ヒアリング 

文献調査 

アンケート 

①ヒアリングや 

意見収集 
                

随時、追加補強 ②文献調査 

（新技術・新工

法の検索） 

                

③アンケート調査                 
必要に応じて複数回ア

ンケート実施 

（2）実証計画の 

立案 
①実施計画の立案                 

平成 26 年度は新規の事

業はない 

（3）事業の実施 

モニタリング 

① 事業の実施                 
平成 26 年度は新規の事

業はない 

② モニタリング                 
事業実施後は継続的に

モニタリング 

（4）取りまとめ 

①各年度の成果 

とりまとめ 
                 

②総合とりまとめ                  

委員会 

 
第 1

回 
 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
  

第 1

回 

第 2

回 
 

 8/4  2/28   11/13 2/8   12/26 2/3   11/21 2/19  
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2-1-3.検討内容の経緯 

 本テーマの検討内容を表 2-1-3に示す。平成 23 年度、24 年度および 25 年度の検討

結果は以下のとおりである。 

＜平成 23 年度＞ 

 ①専門家へのヒアリング 

  ・重視すべきことは「土壌侵食の防止」である。 

  ・不嗜好性植物について、検討・整理が必要である。 

 ②文献・事例調査 

  ○不嗜好性植物リストの作成 

   ・11 論文に記載されていたシカの不嗜好性植物・耐性植物は 97 種であった。 

   ・全 97 種の内訳は木本 33 種、草本 53 種、シダ植物 11 種であった。 

   ・リストアップ頻度は多くの植物で 1 論文のみであった。 

   ・複数の論文に記載されていた植物は次の通りである。 

      4 論文に掲載…1 種 ：マツカゼソウ 

2 論文に掲載…10 種：オオバアサガラ、アセビ、マルバダケブキ、 

タケニグサ、フタリシズカ、オオバノノイモトソウ、ナチシダ、ワラビ 

・上記の傾向から、シカの不嗜好性植物は地域により異なり、ある植物が明確

にシカの不嗜好性植物であるとは困難。 

○工種・工法の整理 

   ・治山事業におけるシカ被害対策と考えられる、工種・工法を保護対象に着目

して整理した。 

③アンケート調査 

   治山事業におけるシカ被害対策に関するアンケートを各都道府県に実施し、38

都道府県から回答が得られた。 

    ・治山事業においてシカ被害は多くの県で発生している。 

    ・山腹崩壊箇所・森林整備箇所両方が被害対象となっている都道府県が多い。 

    ・シカ食害は背丈の低い植物が主である。 

    ・深刻な被害（裸地化、侵食の進行）は、特定の地域である。 

    ・対策工としては防護柵が一般的であるが、その効果、コスト、メンテナンス

等の面で課題が見られる。 

    ・忌避植物（忌避剤および不嗜好性植物）については、実施例が少なく明確な

効果が得られていない。 

    ・草本保護対策（表土保護対策）はほとんど実施されていない。 

    ・防護柵では、コスト縮減、メンテナンス低減できる工法の開発が望まれてい

る。 
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図 2-1-1 シカ被害対策の分類 

 

＜平成 24 年＞ 

 ①奈良県（下北山村）の実証事業における比較試験区の設置の提案 

実証事業に対して、奈良県担当職員と事務局で現地立会回、協議を実施した。

対策工の効果が比較できるよう、複数の比較試験区を設置することを提案した。 

 ②大分県（長谷川）の実証事業のモニタリング 

今後の生育を判断するための初期値を取るために、施工 1 ヵ月後に植栽木調査

を実施した。 

③在来種を用いた緑化の徳島県那賀事例の防護柵の点検・補修 

    在来種を用いた緑化の徳島県那賀事例調査時に、防護柵内にシカが侵入して

いるのを発見したため、防護柵の点検・補修を実施した。 

    ・防護柵の変状内容で も多かったものは、礫や土砂の堆積による変状であ

る。礫や土砂の堆積により、ネットが緊張したり、ネットが垂れ下がり、

そこからシカが侵入すると推測できる。 

    ・一般に防護柵のシカの侵入は下部からの潜り込みが多いとされているが、

本現場でのシカの潜り込みが確認できる箇所はなかった。本現場の防護柵

は、シカの潜り込みをふせぐため、ネット下部は柵の外側に折られてお

り、このネットは有効であると判断できる。 

    ・本調査での変状は比較的軽微で、道具も材料も用いずに人力のみで容易に補
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修をすることができた。軽微な変状のときに補修することで容易に復旧可能

であり、シカの侵入を防止することができる。 

 

＜平成 25 年＞ 

 ①奈良県（下北山村）の実証事業のモニタリング 

金網敷設工施工の効果を検証するために、緑化植物の生育状況を調査した。ま

た、試験区ごとに効果の比較を行った。 

 ②大分県（長谷川）の実証事業のモニタリング 

不嗜好性植物による植栽工の効果を検証するために、植栽木の生育状況を調査

した。また、植栽木に設置されている苗木保護工については破損状況を調査した。 

③渓間工事、山腹工事および地すべり防止工箇所における獣害対策に関するアンケ

ート調査の実施 

    渓間工事、山腹工事および地すべり防止工箇所における獣害対策の現状把握

や対策の成功事例の収集等の目的で、各都道府県の治山担当者へアンケート調

査を実施し、集計した。 
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表 2-1-3 治山事業におけるシカ被害対策の検討内容 

項目 

 

治山先進技術 
実証調査 

治山技術高度化調査 

平成 22 年度 
の検討内容 

平成 23 年度の検討内容 平成 24 年度の検討内容 平成 25 年度の実施方針 平成 26 年度の実施方針 

テーマの 

選定 

公募によりテー

マが選定された 
  

 
 

（1） 

ヒアリング 

文献調査 

アンケート 

 ●専門家へのヒアリングを実施 

石川先生、中野先生のヒアリング実施 

●文献調査（新技術・新工法の検索） 

新技術・新工法の検索（学会・協会の

技術報告など）を実施した。 

●アンケート調査 

都道府県に対して、被害実態、対策工

法事例、新工法についてアンケート調

査を実施した。 

●ヒアリング・アンケート・文献調査 

必要に応じ随時追加補強する。 

●アンケート調査 

 各都道府県に対して、渓間工事、山腹工事

および地すべり防止工箇所における獣害対

策の現状把握や対策の成功事例の収集等の

目的で、アンケート調査を実施した。 

●ヒアリング・アンケート・文献

調査 

必要に応じ随時追加補強する。 

（2） 

実証計画 

の立案 

 ●実施計画の立案 

アンケート・ヒアリング・文献調査お

よび委員会意見、事業の公募を元に、

実施計画を立案し、実施可能な場所を

選定する。 

・奈良県(下北山村)、大分県(別府市)2 事

業を対象 

●実施計画の立案 

公募事業に対し、施工前の課題・問題

点・意見を収集・整理し、実施計画に

ついて助言する。 

●新規の実証事業はない。 ●新規の実証事業はない。 

（3） 

事業の実施 

モニタリング 

 ●事業の実施  

平成 23 年度および平成 24 年度以降

に、実施可能な箇所を選定した上で実

施する。 

●モニタリング 

・事業竣工後、随時モニタリングを実施

大分県(別府市)の 1 事業実施 

●モニタリング 

・モニタリングを実施 

奈良県(下北山村)、大分県(別府市)の 2 事

業実施 

●モニタリング 

・モニタリングを実施 

大分県(別府市)の 1 事業実施 

（4） 

取りまとめ 

 ●各年度の成果 

 各年度のモニタリング、文献調査など

の成果を蓄積する。 

 

●各年度の成果 

 各年度のモニタリング、文献調査など

の成果を蓄積する。 

●各年度の成果 

 各年度のモニタリング，文献調査などの成

果を蓄積する。 

 ５年目における具体的な 終成果をイメー

ジして、それに活用できるモニタリングデ

ータ、情報等を収集・整理する。 

●各年度の成果 

 各年度のモニタリング，文献調

査などの成果を蓄積する。 

●総合とりまとめ 

 治山事業におけるシカ被害対策

ポイントブック(仮称)の編纂 

次年度以降の

課題整理 

 ●平成 23 年度は実施事業がなかったた

め、モニタリングは実施していない。 

 ◆平成 23～25 年度事業の事例調査・分析、

モニタリング実施状況に基づき、次年度の

課題等について整理・検討を行う。 
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2-1-4.本年度の取り組み内容 

 本年度は以下の内容に取り組んだ。 

 

①大分県（長谷川）の実証事業のモニタリング 

  不嗜好性植物による植栽工の効果を検証するために、植栽木の生育状況を調査した。

また、植栽木に設置されている苗木保護工については破損状況を調査した。 

 

②ポイントブック「治山事業におけるシカ被害対策」の作成 

  過年度に実施した各都道府県へのアンケート調査や、実証事業のモニタリング結果

から得られた知見を基に、治山事業の特徴を踏まえたシカ被害対策について、ポイン

トを取りまとめた。 

 

 

2-2.実証事業の内容 

平成 23 年度から 24 年度にかけて実施した「治山事業におけるシカ被害対策」の実

証事業の概要を、表 2-2-1に示す。 

事業箇所は、奈良県（下北山村）および大分県（別府市）の 2 地区で、平成 24 年度

以降に新たな追加事業はない。 
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表 2-2-1 「治山事業におけるシカ被害対策」実証事業の内容 

事例名 奈良県（下北山村） 大分県（長谷川） 

実証項目 金網敷設工（獣害対策金網）の効果検証 不嗜好性植物の検証 

発注機関 奈良県南部農林振興事務所 大分県 

工事場所 奈良県吉野郡下北山村前鬼宮ノ谷地内 大分県別府市大字南立石字長谷川 

事業名 復旧治山事業 復旧治山事業 

竣工 2013 年 3 月 14 日 2012 年 10 月 

施工箇所概要 
標高 575～625ｍ 勾配 35～40 度 標高 300～1330ｍ 勾配 21.5～57.1％ 

方位 東南東向き 地質等 中生層 方位 - 地質等 埋戻土（火山砕屑物） 

対策工 

種別等 山腹緑化工、金網敷設工 細別等 
被覆式緑化マット 

獣害対策金網 
種別等 植栽工、苗木保護工 細別等 苗木植栽工＋食害防止ネット

備考 獣害対策金網（商品名 アニマルガード）、外来草本類（播種） 備考 

苗木植栽工 7 樹種（現地に自生していた山取苗） 

アセビ、シデ、ウリハダカエデ、ヤマモミジ、クロモジ、シロダモ、ムラ

サキシキブ 

施工数量 4 工区設置 苗木植栽工のみ 54 本、苗木植栽工＋食害防止ネット 55 本、合計 109 本 

検証課題・調査内容 

・斜面中部より下部分に 5m×5m の獣

害対策比較区域を 4 箇所設けた。 

・獣害対策金網は地面より 20cm 浮か

せ、シカの侵入防止が可能か検証を

行った。 

・調査は、各獣害比較区域の優占種の草

丈を計測した。 
 
 
 
 
 

 

獣害対策比較区域       

・谷止工の袖部に現地に自生している山取

苗 7 樹種を苗木植栽工として利用した。

周辺にはシカが生息しており、現地に生

育している植物はシカの不嗜好性植物で

あると考え、山取り苗を採用した。 

・大分県の判断で苗木植栽工は、苗木のみ

のものと苗木に苗木保護工を設置したも

のの 2 種類とした。 

・調査は、植栽木の全木（109 本）を調査

対象とし、樹勢、樹高、枝張、根元直径

（植栽木の生育調査）を計測した。 

調査履歴 

・複数の試験区の設置について現地打ち合わせ実施：2012 年 10 月 

・第 1 回調査：2013 年 10 月 28（施工 7 ヵ月後） 

 

※今年度はモニタリング調査なし 

植栽木生育調査 

・第 1 回調査：2012 年 12 月 21 日（施工 2 ヵ月後） 

・第 2 回調査：2013 年 12 月 11 日（施工 1 年 2 ヵ月後） 

・第 3 回調査：2014 年 10 月 3 日（施工 2 年後） 

苗木保護工の破損状況調査 

・第 1 回調査：2014 年 1 月 25 日（施工 1 年 3 ヵ月後） 

備考 
・平成 23 年度施工予定であったが、平成 23 年 9 月の紀伊半島豪雨災害地に位置し、平成

24 年度に施工を延期した 

・工事箇所が被災したために、工事が遅れて、平成 24 年 10 月に竣工した。 

・阿蘇くじゅう国立公園（第二種）内に位置する 

山取り苗の植栽工 
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2-3.実証事業のモニタリング結果 

2-3-1.大分県（長谷川地区） 

（1）試験地の概要 

大分県では、周辺の山取苗によるシカの不嗜好性植物による植栽工の実証試験を実

施している。工事箇所が被災したために、工事が遅れて、平成 24年 10 月に竣工し

た。 

谷止工の袖部に現地に自生している山取苗 7樹種（アセビ、シデ、ウリハダカエ

デ、ヤマモミジ、クロモジ、シロダモ、ムラサキシキブ）を苗木植栽工として利用し

た。大分県の判断で苗木植栽工は、苗木のみのものと苗木保護工（食害防止ネット）

を設置したものの 2 種類とした。表 2-3-1に工事概要を示す。植栽配置については図

2-3-1のとおりである。 

 

 

表 2-3-1 施工地およびモニタリング概要 

事例

名 
大分県（長谷川） 

工事

名 
復旧治山事業 

工事 
場所 

大分県別府市大字南立石字長谷川 

竣工 2012 年 10 月 
実証 
項目 

不嗜好性植物の検証 

立地 
条件 

勾配 21.5～57.1％ 
対策

工 

種別等 植栽工、苗木保護工 

地質等 
埋戻土 

（火山砕屑物） 
細別等 

苗木植栽工＋食害防止ネ

ット 

施工 
数量 

苗木植栽工のみ 54 本 
苗木植栽工＋食害防止ネッ

ト 55 本 
合計 109 本 

緑化 
植物 

苗木植栽工 7 樹種 
（現地に自生していた山取苗） 
アセビ、シデ、ウリハダカエデ、ヤ

マモミジ、クロモジ、シロダモ、ム

ラサキシキブ 

調査 
方法 

・植栽木の全木（109 本）を調査対象とした。 
・調査項目：樹勢、樹高、枝張、根元直径（植栽木の生育調査） 

履歴 
第 1 回：2012 年 12 月 21 日（2 ヵ月後） 
第 2 回：2013 年 12 月 11 日（1 年 2 ヵ月後） 
第 3 回：2014 年 10 月 3 日（施工 2 年後） 

・苗木保護工の破損状況（破損箇所高さ） 

履歴 2014 年 1 月 25 日 
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写 2-3-1 調査地周辺（2011.10 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 植栽配置図  

平面図

左岸斜面部

右岸斜面部

平坦部・伏工なし斜面

ネット有  55 本  ネット無  54 本 
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（2）モニタリング結果  

施工後の約 1 年後にあたる 2014 年 10 月に植栽木の生育状況を調査を実施した。調

査は植栽木の全木（109 本）を対象とし、植栽木の生育調査（樹勢、樹高、枝張、根

元直径）を行った。調査地周辺の若木でもシカの食害を確認でき、調査地周辺はシカ

の常習的な餌場となっていると考えられる。 

 

 

表 2-3-2 植栽本数（本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 2-3-2 調査状況（2014.10.3 撮影） 

（左：植栽木生育状況調査、右：シカの食害を受けたカヤ） 

 

 

  

 

 

 

調査区 アセビ シデ 
ウリハダ

カエデ 
ヤマ 

モミジ 
クロモジ シロダモ

ムラサキ

シキブ 
合

計 

ネット

あり 
10 13 10 12 5 3 1 54

ネット

なし 
9 11 10 13 5 6 1 55

合計 19 24 20 25 10 9 2 109
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①植栽木の生育状況 

 図 2-3-2に 2012 年から 2014 年までの植栽木調査結果を示す。また、図 2-3-3に調

査箇所の経過写真を示す。 

 

1）生存率 

 ネットあり区で生存率が高い樹種は、ウリハダカエデ（100％）、ヤマモミジ

（100％）、アセビ（80％）、シロダモ（66.7％）であった。ネットなし区で生存率が高

い樹種は、ウリハダカエデ（90％）、アセビ（55.6％）であった。ウリハダカエデはネ

ットの有無に関わらず、生存率が高い。 

ムラサキシキブはネットなし区で生存率が 100％であるが、植栽本数 1 本のみでで

あるため、生存率が高いとは判断できない。 

 

2）樹高 

 ネットあり区では、ウリハダカエデ、シデ、ヤマモミジ、シロダモの 4 樹種に、樹

高の伸長がみられた。ネットなし区では、ウリハダカエデおよびシロダモに樹高の伸

長がみられた。ネットあり区、なし区ともに、クロモジの樹上の低下が顕著であっ

た。 

3）枝張 

 枝張の伸長は、ネットあり区では、ウリハダカエデのみに伸長がみられた。ネット

なし区では、ウリハダカエデおよびシロダモに伸長がみられた。 

 

4）根元直径 

 根元直径の肥大がみられた樹種は、ネットあり区ではウリハダカエデ、シデ、ヤマ

モミジであった。ネットなし区では、ウリハダカエデおよびシロダモに根元直径の肥

大がみられた。クロモジは根元から萌芽しており，萌芽の根元直径を測定したことた

め、根元直径は極端に低下している。 
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図 2-3-2 植栽木の調査結果 

生存率の経過 平均樹高の経過 平均枝張りの経過 平均根元直径の経過 

  

生存率の傾向 樹高の傾向 枝張の傾向 根元直径の傾向 

【第 1 回調査 2012.12 月】 

植栽 2 ヵ月後で植栽時の生存率である。すべての植

栽木は生存率 100%であった。 

【第 2 回調査 2013.12 月】 

すべての植栽木は生存率 100%であった。 

【第 3 回調査 2014.10 月】 

植栽木の生存率が低下していた。生存率が樹種は，

ネットあり区では，ウリハダカエデ（100%），ヤマモ

ミジ（100%），アセビ（80%），シロダモ（66.7%）で

あった。ネットなし区では，ムラサキシキブ（100%），

ウリハダカエデ（90%），アセビ（55.6%）であった。

なお，ムラサキシキブ植栽本数 1 本のみで特に生存率

が高いとは判断できない。 
また，ネットの有無により生存率が大きく異なる樹

種は，ヤマモミジ（第 3 回調査時 あり 100%，なし

30.8%），シロダモ（第 3 回調査時 あり 66.7%，な

し 16.7%）が挙げられる。また，ネットの有無に関係

なく生存率が低い樹種としてクロモジ（第 3 回調査時 

あり，なしともに 20%）が挙げられる。 

【第 1 回調査 2012.12 月】 

植栽 2 ヵ月後で植栽時の樹高である。山取り苗であ

り樹種によって平均樹高が異なり， 大はムラサキシ

キブ 175 ㎝（ネットあり区）， 少はアセビ 66.5 ㎝

（ネットあり区） であった。 

【第 2 回調査 2013.12 月】 

ネットの有無に関係なく，ほとんどの樹種で樹高伸

長が見られ無い。唯一，ネットあり区のウリハダカエ

デが，第 1 回 123.1 ㎝ 第 2 回 149.6 ㎝に伸長した。

【第 3 回調査 2014.10 月】 

ネットあり区では，ウリハダカエデ，シデ，ヤマモ

ミジ，シロダモで樹高伸長が見られた。また，アセビ

は伸長が見られず，クロモジは低くなっていた。ムラ

サキシキブは枯死（1 本のみ）していた。 
ネットなし区は，ウリハダカエデおよびシロダモを

除いて樹高伸長が見られ無い，または低下していた。

特に，クロモジの低下が顕著で第 2 回 156 ㎝ 第 3
回 80.0 ㎝と低くなっている。 

【第 1 回調査 2012.12 月】 

植栽 2 ヵ月後で植栽時の枝張である。ネットありの

平均枝張は，ネット内であり 20～30 ㎝程度であった。

ネット無しの平均枝張は，樹種によって大きく異な

り， 大はウリハダカエデ 73.3 ㎝， 少はヤマモミ

ジの 22.5 ㎝であった。 

【第 2 回調査 2013.12 月】 

ネットあり区では，平均枝張ほとんど伸長していな

い。唯一ウリハダカエデがネットの破れたところより

枝を伸長させていた。 
ネットなし区は，ウリハダカエデを除いて枝張が短

くなっていた。 

【第 3 回調査 2014.10 月】 

第 2 回調査時とほぼ同じ傾向であった。なお，ウリ

ハダカエデは，ネットあり区はネットの破れた部分か

ら旺盛に枝を伸長させており，また，ネットなし区に

おいても枝を伸長ささせていることが目立っていた。

【第 1 回調査 2012.12 月】 

植栽 2 ヵ月後で植栽時の平均根元直径である。。山

取り苗であり樹種によって平均根元直径が異なり 10
～20 ㎜程度であった。 

【第 2 回調査 2013.12 月】 

ネットの有無に関係なく，ほとんどの樹種で根元直

径の肥大が見られ無かった。 

【第 3 回調査 2014.10 月】 

平均根元直径が肥大している樹種，停滞している樹

種，低下している樹種が見られた。肥大している樹種

は，ネットあり区ではシデ，ヤマモミジ，ウリハダカ

エデ，ネットなし区ではシロダモ，ウリハダカエデで

あった。 
なお，クロモジは根元から萌芽しており，萌芽の根

元直径を測定したことから極端に低下している。 

枝はネット

内にある 

ウリハダカエデは

ネットの破れ部分

より枝が伸長 

多くの樹種は食害で

枝が短くなっている 
ウリハダカエデ

の枝は伸長 

クロモジの

萌芽の根元 

クロモジの

萌芽の根元
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