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I． 背景・論点 

 

1. 本事業の背景・論点 

 

近年、我が国ではニホンジカ（以下、「シカ」という。）の個体数増加や生息範囲の拡大

により、森林への被害が深刻化しており、人工林の主伐・再造林という森林所有者の経営意

欲の低下を招くと同時に、被害を受けた森林では、本来有する公益的機能の発揮に影響を与

える恐れが発生している。 

現在、森林資源が充実し、資源の循環利用に向け、伐採・再造林を政策として推し進めて

いるところであるが、シカによる人工植栽や萌芽を含む天然生の稚樹への食害は成林させる

過程における大きな障害となり、持続的な森林経営を維持するため解決すべき大きな課題と

なっている。 

これまでシカを主とする野生鳥獣による森林への被害の拡大に対して、国有林及び民有林

ともに、多くの調査や対策が実施されている。例えば、林野庁「森林鳥獣被害対策技術高度

化実証事業（平成 26 年度）」や環境省「甚大な被害を及ぼしている鳥獣の生息状況等緊急

調査事業（平成 26 年度）」により、新技術を活用した効率的・効果的な対策の推進が実施

され、個体数の推定や生息密度管理技術向上の取組などに活用されている。 

一方、森林経営におけるリスク管理の観点からすると森林保険制度が掲げられるが、本制

度は人工林における火災、気象害（風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害）、噴火災によっ

て被害を受けた場合に損害を填補するものであり、「防除可能な被害は防除によって対応す

る」という制度上の考えからシカを含む病虫獣害は補償の対象としていない。 

しかしながら、近年のシカ被害の広がりを背景に、シカによる食害を森林保険制度の対象

にできないかという要望が寄せられることがある。 

なお。仮にシカによる食害等の被害を補償対象とした場合、森林経営上のリスクを軽減す

る効果は考えられるものの、森林保険料の引上げやモラルハザードの問題が発生することが

考えられる。 

一方、例えば、落石や倒木などによってシカ防護柵が損壊するといった、不意な事象が原

因で防除対策の効果が低減若しくは無効となり、造林木が被害を受ける事例やシカが防護柵

を食い破り造林地に侵入し被害を与える事例があり、このように防除を行ったにも関わらず、

被害を受ける場合がある。このため、効率的で効果的な防除対策を実施するためには、防除

対策実施の実態とシカ被害を取り巻く情報の収集と整理が必要であり、それを踏まえた上で、

リスク管理（特にリスクコントロール）の視点から被害発生予測の整理をし、的確な対策を

講じることがなによりも重要である。 

前述のような諸問題に対処するには被害発生現場の地理的条件を考慮した上で、被害の発

生形態やその確率、復旧にかかる費用等の情報整理と知見の集積を図ることが必要であるが、

そもそもシカの生息数や行動及び動態を詳細に把握することが難しい上に、被害発生に関連

する要因が複雑であるため、全国規模で一貫した論理的な評価や比較がされて来なかった。 

また、被害に対する認識も実際には森林所有者等の造林者の認識に大きく左右される可能

性がある。 

本調査は、このような背景の下、シカの食害を受けやすい幼齢造林地（10年生程度まで）

を対象とし、食害の防止とリスク管理の評価を総合的に検討し、森林の循環利用・持続可能

な森林経営に寄与することを目的として行ったものである。 
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II． 事業の実施内容・調査設計・調査方法 

 

1. 事業の実施内容 

 

 調査目的 (1) 

 

本調査は、主として人工植栽された“10 年生程度までの”幼齢造林地を対象に、そこで

発生しているシカ被害に対する防除対策（単木防護資材、忌避剤、防護柵など）の実態とそ

の効果や適用条件の実態を把握するとともに、これらを分類・整理し、シカ被害のための防

除対策実施における改善に資する可能性の検討を第一の目的とし、併せて防除実施過程にお

ける被害の発生確率やシカ生息密度と幼齢造林地におけるリスクについても検討を加える

ことにある。 

 

 実施方針 (2) 

 

本調査は以下に掲げる３つの事項を基本方針とし、PDCAサイクルを回しながら実施した。 

 

① 防除対策の実施状況とシカ被害の実態に関する情報を収集し、全国で取り組まれている防除

対策の効果やシカ被害の形態について体系的に整理する。 

② 幼齢造林地でのシカ被害による被害額の試算と被害発生予測から、シカ被害対策改善への科

学的な根拠を提示する。 

③ 防除対策の効果等の知見蓄積の必要性を明確にし、リスクコントロールの視点と同時に、全

国地域で標準的な方法に基づいた情報収集・蓄積を促進する仕組みの可能性を考察する。 

 

 実施方法 (3) 

 

本調査は以下に揚げる項目を実施し、その結果をとりまとめた。 

 

1)  関連する既存資料を収集・整理 

 

調査を実施するにあたり、シカ被害や防除について、用語が示す統一的な見解や手法の整

理をする必要があると考えられたこと、調査成果を効果的で確実なものとするため、既存の

資料などを用いて本調査を行う上で基礎となる論点の整理を行った。 

例えば、シカ被害の防除に関する文献や事例の収集を現地調査先の選定の参考にするとと

もに、防除の手法の整理を行うのに用いた。 

 

2)  検討委員会 

 

学識経験者からなる検討委員会を 2回開催した。初回は調査手法や評価方法等について専

門的見地から助言を受け、2回目の開催は調査とりまとめにあたっての意見を伺うとともに、

助言を受けた。 
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3)  現地調査 

 

①において収集した情報を基に、全国地域を対象に現地調査を実施した。 

これは、シカ防除に関する実態を把握のみならず、既存の防除事例等の資料との整合性の

確認、防除形態の変化の抽出、現地ならではの気づきを収集するとともにアンケート調査を

とりまとめる際の分析の参考とする目的を持って実施した。 

 

4)  アンケート調査 

 

国有林、各都道府県、国立研究開発法人森林研究・整備機構の森林整備センターなどのご

協力をいただき、全国を網羅して、シカの生息状況や防除、被害形態などについて回答をい

ただいた。 

アンケート結果は防除の実態や動向把握等の他に、防除と被害発生の確率を得るための分

析に供した。 

 

2. 既存資料の収集と整理 

 

既存資料の収集は本調査で行う具体的作業やとりまとめの評価に統一性を持たせること

に有用であった。 

また、現地調査の選定において積極的な防除に関する取組を行っている箇所を選定するの

に大きな役割を果たし、業務効率化に寄与するなど、当初想定していた効果が十分に得るこ

とができた。 

なお、既存資料の収集は WEB上で文献や事例集の検索をするとともに、検討委員からの情

報、林野庁計画課の協力をいただいて実施した。 

 

 防除対策の分類 (1) 

 

本調査を行うにあたり、幼齢造林地におけるシカ被害の防除資材と防除に期待する機能・

効果について整理しておかないと防除種類毎の特性や防除の程度がどのような場合に低下

するのかといった基本的な評価ができないため行ったものである。 

一般的に用いられている方法を、防除の対象と範囲、その防除が期待する効果を視点とし、

「単木防除」、「忌避剤」、「防護柵」、実施事例が少ないか、前述の項目に分類しにくい

ものは、「特殊事例」として事例毎に分析にするように扱うこととした（表 II-1）。 

なお、特殊事例には各防除を複合的に二重で行っている場合も含む。 

 

表 II-1 幼齢造林地におけるシカの防除方法の分類と整理 

防除方法の分類 防除の対象と範囲 防除方法の概要と期待する効果 商品例 

単木防除 

 

 

造林木、１本毎に防

除対策を施す方法

で、点状でまとまり

のある範囲となる。 

生分解性プラスチック若しく

は、ナイロン、鉄線を用いた網で

円筒形を呈したものを成形し、造

林木の一部を覆うことで、その筒

の長さで保護された部分を物理的

にシカが食害できないようにし、

被害を回避しようとするもの。 

ヘキサチューブ 

ウッドガード 
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忌避剤 造林木、１本毎に防

除対策を施す方法

で、点状でまとまり

のある範囲となる。 

忌避剤はシカの臭覚や味覚による

趨化性を利用したもので、その薬

剤を散布・塗布された苗木への食

害を忌避する効果を以て、被害を

回避しようとするもの。 

 

ジラム水和剤 

チウラム塗布剤 

防護柵 造林地を面的に全体

若しくは一部をパッ

チ状態に囲い込む。 

ナイロン、ステンレス芯入りの高

機能ナイロンロープ、金網などを

用いた網を用いて、造林地を囲い

込む方法によって、物理的にシカ

が造林地に侵入できなくし、食害

を回避しようとするもの。 

 

パタサク 

サイネット 

（廃漁網） 

特殊事例 防除の実施事例が少ないか、単木防除、忌避剤、防護柵のどれかに分類し

にくい防除方法。 

例１：植栽を行う前工程の伐採・地拵え時に発生した末木枝条を植栽木の

周囲に積上げたり、植栽木に巻き付けるようにし、シカが食害を与えにくく

し又は植栽木を認識しないように誘導して食害を回避しようとするもの。 

例２：個々の造林木の頂芽など、シカの食害を防止したい箇所を部分的に

プラスチック製の器具を用いて食害を防止させようというもの。トゲ状の長

い突起と苗木に装着させるためのクリップ部から構成され、箒状を逆に立て

たような形を呈し、可食されないプラスチックの素材と堅さ、突起物による

不快感によって、保護されている部分の食害を回避しようとするもの。 

 

 

 ニホンジカの密度分布 (2) 

 

密度分布図は本調査において最も基礎となる資料であり、環境省が、平成 27 年に、平成

26年の当初における全国のニホンジカの密度分布図として公表しているものを使用した。 

この分布図は、改正鳥獣法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の推進や、都道府県による科

学的・計画的な鳥獣の管理の支援、過年度に実施した都府県別の個体数推定及び生息分布の

拡大状況調査を踏まえ作成したものである（図 II-2）。 

当分布図からは、関東山地から八ヶ岳、南アルプスにかけての地域や近畿北部、九州にお

いてニホンジカの生息密度が高い状態にあること、また、ブロック別でみると、近畿地方や

九州地方では、ほぼ全域で密度が高い状態、東北地方や関東地方、中部地方、中国地方など

では、密度の高い地域と低い地域があることが分かる。さらに、都府県内においても、密度

が高い場所と低い場所があり、地域的な密度の差があることも分かる。 
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図 II-2 ニホンジカの密度分布 

 

※ 環境省による都府県別ニホンジカの個体数推定を実施していない、北海道、青森県、秋田県、山形県、茨城県、佐賀県、

沖縄県については、密度分布図は作成されていない（灰色部）。 

※ 当密度分布図の作成にあたっては、平成 26年度に実施した糞塊密度調査結果、分布状況調査結果及び個体数推定結果のデ

ータを使用して、5kmメッシュごとに推定生息密度を算出している。 

※ 図 II-2の密度分布図は、環境省の公開図に基づいて、同データを使用し株式会社自然産業研究所が作成 

 

3. 現地調査、アンケート調査の実施 

 

調査は既存の資料収集・整理で得られた情報に基づいて、現地調査の実施箇所を選定する

とともに、アンケート調査を対比させることにより、より詳細な現状把握と問題分析・評価

ができるよう、リンクさせることに重点をおいた。 

現地調査は 20 点程度を当初予定とし、アンケートは全国の民有林・国有林問わず、でき

るだけ現場との関わりのある者から回答をもらうように努めた。 

また、アンケートは後述する、シカ生息密度と防除別の被害発生確率の試算に用いた。 

 

図 II-3 調査の全体設計 

 

 

【対象】
各種条件にバリエーションをもたせた調査
先20件程度

【目的】
• ヒアリングとアンケート調査結果の照会
• アンケート調査ではわからない気づき
• 現場で実際の被害発生の原因を確認
• 防除対策実施の時系列変化
• 被害の復旧方法

【重点項目】
• 管轄区域全体の動向と3つの事例
• 防除対策の詳細な仕様
• 修理実施状況（費用負担）
• 損壊の基準確認
• 見回り及びメンテナンス方法
• 許容される被害の程度
• 被害地の復旧手段（主に植栽木）
• 生息密度の変化
• 被害補償に関するニーズ

【対象】
都道府県担当課、各都道府県の担
当部署及び下部組織の担当者、森
林整備センター（水源林整備事務
所）、全国の森林管理署、全国の森
林組合

【目的】
• 全国の動向を網羅的に把握

【重点項目】
• 管轄区域全体の動向と防除方法別

（単木防護、忌避剤、防護柵、特殊）

共通する調査項目
• シカの生息状況
• 防除対策の実施状況
• 防除対策の被害状況
• 幼齢造林地の被害状況

現地調査
関係者へのヒアリング・現地確認による記録

聞き取り調査（アンケート調査）
アンケート調査・防除対策実施の実態把握
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 現地調査 (1) 

 

現地調査の選定は、全国を網羅でき、かつ、積雪地、非積雪地の比較ができること、防除

効果が高い事例から低い事例までを収集できること等に留意して選定し、各機関の協力を得

て 21箇所で実施した。 

また、調査結果を広範囲に適用可能なものとするため、民有林、国有林の別を問わず実施

した。 

現地調査にあたっては事前に質問票を送付し、ヒアリングをスムーズにするとともに、調

査する事例についても防除効果の階層を分けて考察できるようにしていること、できる限り

多くの事例を調査できるよう調査先に伝え、事前打ち合わせの上、調査を実施した（表 II-4）。 

 

表 II-4 現地調査における情報収集の基準設定 

 
 

調査先では、事前に送付した調査票の設問に沿ってヒアリングを実施し、事前に選定して

いただいた造林地での防除の実施の状況や被害実態について確認・記録するとともに、現場

での気づきや防除上の問題点などを記録するように努めた。 

なお、ヒアリングは管轄区域内といった広域的な観点と造林地周辺といった狭い範囲から

のポイントの両方について回答いただけるようにした。 

基本的なヒアリング項目は以下のとおりとなる。 

なお、話しは前後するが、一部地域では積雪のため、ヒアリングのみを行った箇所がある。 

 

表 II-5 ヒアリング項目 

 

 

サンプル名 目 的

優良事例 取り組んでいる防除対策（及び幼齢木）に被害が発生したことはなく、十
分に想定した効果を発揮している現場・事例の情報を得る

普通事例 防除対策を実施したが、（防除対策及び幼齢木に）複数回被害が発生し、
修復後に想定した効果を発揮した現場・事例の情報を得る

被害多発事例 防除対策に取り組んだが、（防除対策及び幼齢木に）毎回被害が発生し、
修復しても繰り返し被害が発生する現場・事例の情報を得る

特殊事例 他には見られない方法で防除対策を実施している現場・事例の情報を得
る

1 防除対策の種類、仕様、その変化

2 防除対策を選定する際に重視すること

3 シカの生息状況とその推移

4 シカによる林業被害の状況とその変化

5 防除対策実施で想定している効果と被害の許容範囲

6 シカ被害に対する損害補償制度のニーズについて意見

1 どの事例に該当するか

2 現場の状況

3 防除対策の被害（損壊）の原因

4 シカの生息状況

5 シカによる林業被害の状況とその変化

6 防除対策の実施内容

7 防除対策の設置費用（イニシャルコスト）

8 防除対策の運用費用（ランニングコスト）

9 防除対策の維持活動・メンテナンス程度

10 防除対策の被害（損壊）の発生頻度と規模（面積）

11 幼齢木の被害発生後の回復状況

12 防除対策の損害額（被害額）

13 森林経営における損害額

（１）　シカ被害の防除対策実施について（管轄地域・県全体を対象）

（２）　防除対策を実施している現場について（各現場を対象）
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現地調査は、後にアンケート結果と併せて分析・評価することから、調査員に以下の点に

留意して実施することを周知して行った。 

 

 現地調査とアンケート調査の結果（トレンド等）が一致するかどうかを念頭に検証する 

 アンケート調査では把握できない（現地に行かないと分からない）気づきを記録する 

 被害発生原因の実態を確認する（写真撮影等による記録） 

 シカ被害の防除対策実施の変化とシカの生息状況・密度変化を把握する（生息密度の変化と

防除の変化について経験的意見の収集。特に時系列変化を意識し、アンケート調査結果の分

析に繋げる） 

 防除設備の損害や造林木の被害について、その復旧方法と回復状況を把握する（補植、芯立

て、柵の補修、忌避剤の追加散布、単木防除設備の調整など） 

 

 アンケート調査 (2) 

 

アンケート調査は、全国の森林管理署、都道府県（出先機関）、水源林整備事務所（出先

事務所）、森林組合の一部に対して実施した。 

実施は、調査票、記入要領、アンケートの案内を作成し、各対象先に Eメールで配布した。

各種質問や問合わせを受ける専用のヘルプデスクを設置して対応するとともに、アンケート

回答先もヘルプデスクのメールアドレスに返信してもらうように実施した。 

調査票は、回答者の地域や管内のシカの生息状況といった基本情報と各防除方法別に防除

実地区域周辺の状況やシカ被害、防除の満足度などの設問に回答してもらえるようにした。

特に、回答者はそれぞれ造林地や防除に直接的に関わる者（国有林）と指導や管理のみ間接

的に関わる者（都道府県職員など）があり、設問の誘導に仕方を変えながら行った。 

 

表 II-6 アンケート調査における情報収集の基準設定 

 
 

サンプル名 目 的

1. 基本事項 管理している森林の区域全体（地域内の民有林、森林の存する区域を広
域的に見て）を対象として、シカの生息とその被害、造林地における防除
対策の実施等について情報を得る

2. 単木防護に
よる防除

ヘキサチューブ等の単木防護を実施している代表的な造林地（樹種、面
積等が標準的なもの、3年生から10年生程度の幼齢林）について情報を
得る

3. 忌避剤によ
る防除

忌避剤による防除を実施している代表的な造林地（樹種、面積等が標準
的なもの、3年生から10年生程度の幼齢林）について情報を得る

4. 防護柵によ
る防除

防護柵による防除を実施している代表的な造林地（樹種、面積等が標準
的なもの、3年生から10年生程度の幼齢林）について情報を得る

5. 特殊事例に
よる防除

単木防護、忌避剤、防護柵とは異なる手法による防除を実施している代
表的な造林地（樹種、面積等が標準的なもの、3年生から10年生程度の
幼齢林）について情報を得る
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表 II-7 アンケート調査における調査票の調査項目 

 

 

 

1 シカの生息状況

2-1 直近5年のシカの生息数の動向

2-2 直近5年のシカによる被害の動向

2-3 平成29年度における被害の動向（被害面積）

3 シカの生息密度調整の実施有無

4 シカの生息について自由記述

5 造林する場合のシカ防除対策と成林の見込みについて

6 造林地におけるシカ被害に対する認識（直接的、間接的被害）

7-1 造林地で行った主な防除対策の実施有無（現在、過去）

7-2 防除方法を変更した場合の理由（自由記）

8 防除方法を選定する際に重視すること

9 維持・管理について実施方針が定められているか

10 維持・管理を適切に実施するためには何が必要か

11 自由記述

1．　基本事項（管轄区域全体）

1 防除を実施している造林地の林況

2 造林地周辺の直近5年のシカの生息数の動向

3 シカの生息密度調整の実施有無

4 造林する場合のシカ防除対策と成林の込みについて

5 造林地の林況・シカの生息状況等について自由記述

6 防除の実施面積（カバー率）

7 使用した資材の商品名、単価、単位

8 防除資材の設置の標準化について

9 施行者の人物

10 防除実施後に発生したシカ被害の頻度

11 シカ被害の主な原因（上位3つ）

12 防除の効果(満足度）

13 防除の費用対効果

14 防除方法併用の時期と有無

15 防除方法の選択や効果などについて自由記述

16 造林地の見回り頻度

17 造林地のメンテナンス頻度

18 防除の維持・管理で工夫点等の自由記述

２．　単木防除アンケートシート（防除対策を実施している造林地）

1 防除を実施している造林地の林況

2 造林地周辺の直近5年のシカの生息数の動向

3 シカの生息密度調整の実施有無

4 造林する場合のシカ防除対策と成林の込みについて

5 造林地の林況・シカの生息状況等について自由記述

6 防除の実施面積（カバー率）

7 使用した資材の商品名、商品単価、単位、施工費／ha、回数／年

8 忌避剤の散布の標準化について

9 忌避剤の防除効果が得られなくなる理由

10 防除の効果（満足度）

11 防除の費用対効果

12 防除方法併用の時期と有無

13 防除方法の選択や効果などについて自由記述

14 造林地の見回り頻度

15 造林地のメンテナンス頻度

16 防除の維持・管理で工夫点等の自由記述

３．　忌避剤アンケートシート（防除対策を実施している造林地）
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1 防除を実施している造林地の林況

2 造林地周辺の直近5年のシカの生息数の動向

3 シカの生息密度調整の実施有無

4 造林する場合のシカ防除対策と成林の込みについて

5 造林地の林況・シカの生息状況等について自由記述

6 防除の実施面積（カバー率）

7 使用した資材の商品名、商品単価、単位、施工費

8 防護柵の詳細

9 柵張り方法

10 防護柵の設置方法の標準化について

11 施行者の人物

12 防除実施後に発生したシカ被害の頻度

13 シカ被害の主な原因（上位３つ）

14 防除の効果（満足度）

15 防除の費用対効果

16 防除方法の併用の時期と有無

17 防除方法の選択や効果などについて自由記述

18 造林地の見回り頻度

19 造林地のメンテナンス頻度

20 防除の維持・管理で工夫点等の自由記述

４．　防護柵アンケートシート（防除対策を実施している造林地）

1 防除を実施している造林地の林況

2 造林地周辺の直近5年のシカの生息数の動向

3 シカの生息密度調整の実施の有無

4 造林する場合のシカ防除対策と成林の込みについて

5 造林地の林況・シカの生息状況等について自由記述

6 防除の実施面積（カバー率）

7 使用した資材の商品名、商品単価、単位、施工費

8 防除資材の設置の標準化について

9 施行者の人物

10 防除実施後に発生したシカ被害の頻度

11 シカ被害の主な原因（上位３つ）

12 防除の効果（満足度）

13 防除の費用対効果

14 防除方法の併用の時期と有無

15 防除方法の選択や効果などについて自由記述

16 造林地の見回り頻度

17 造林地のメンテナンス頻度

18 防除の維持・管理で工夫点等の自由記述

５．　特殊アンケートシート（防除対策を実施している造林地）
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4. 検討委員会の開催 

 

本調査業務では、各専門分野の有識者で構成される委員会を設置し、調査の実施計画や調

査結果の考察・取りまとめ、報告書の作成等についての助言を得た。検討委員会を構成する

委員は、シカの動態に詳しく、防除施策に関する調査・研究で実績を有する人物、資源経済

学の研究を行い野生動物管理の政策や環境影響評価にも知見を有する人物、保険論の視点か

ら被害に対する補償の仕組み等の知見を有する人物を選定した。 

 

表 II-8 検討委員会の構成 

 

  

氏　名 所　属 役　職 学位 専　門

稲葉　浩幸 近畿大学経営学部 教授 博士（商学） 経営学、商学

岡　輝樹（※座長）
国立研究開発法人　森林研究・整備機構
森林総合研究所　森林研究部門

部門長/領域長 博士（理学）
獣害管理
動物行動学

河田　幸視 近畿大学経済学部 准教授 博士（農学） 生物資源経済学

高柳　敦
京都大学大学院農学研究科
森林科学専攻森林生物学研究室

講師 博士（農学）
林学、森林工学、
野生動物保護管理




