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１．はじめに  天竜川上流域では20年前頃からニホンジカ(以下「シカ」)が急増し、シカ食害・獣害による自然

環境の変化と土砂流出の実態把握のための現地計測に 2016 年に着手し、降雨量,植生被覆,シカ侵入などの影響

因子との関連性を調査･検討している。ササ類はシカの冬期食料資源として重要な下層植生であり 1）2）3）、ササ類

の賦存量,シカ食痕などによる｢ササ類健全度｣指

標から、シカの採食圧及び生息密度の影響等の程

度が推定できる 4）。そのため新たにササ類の苅り

取りによる賦存量調査を導入した。本稿は調査結

果と｢健全度｣による影響把握を報告する。 

２. 調査目的と調査手法  (1) ササ類のシカ生

息･土砂流出に関わる特性 石川らがシカと土砂の

関連を研究の対象としていた丹沢地区 5）及び日光

地区においてササの被覆の影響が大きく、かつては登山

の支障になるほどササが密生していたが、シカの増加に

伴う採食により20～30年の間にスズタケなどは著しく

衰退した(図-1, 2)。他方、シカにとって食物利用可能

量が低下する冬期食物資源の有無は、生育地域の選定及

び個体数において非常に重要で、ササ類は特に大きな要

因となっているとされている 1）2）3）。ササ類のシカ生

息･個体数増加と土砂流出に関わる生態上の特性を、フ

ロー図にまとめた（図-3）。森林土壌侵食において下層

植生及び根系は土砂流出に影響する重要な要因になって

おり、特にササ類の地上部の葉（常緑,大型,多年生育な

ど）及び桿（密生,堅固, 多年生育など）及び、地下茎

（茎太,堅固, 地中深く縦横伸展, 多年生育など）が雨

滴,地表流,表層土等に大きな機能をもつことは、他の下

層植生と大きく異なる（図-4参照）。 

(2)調査手法 シカの冬期食物資源としてササ類の生息

状況と、土砂流出抑制効果を考慮する際のササ類被覆状況を数量的に把握するため、現地におけるササ類の賦存量

計測を実施した。古林らの手法にならい、現地踏査し目視によって粗密を評価しコドラートを設定し、1m×1mま

たは2ｍ×2mを刈り取り、持ち帰った試料を同化部・

非同化部・枯死部に分けて、草高,生桿数,葉数（食痕

有無で区分）を計測･乾重測定を実施した（図-5）。

2018年はシカの採食圧が強くササ類の被覆が大きく

影響を受けていると考えられている座頭沢上流地区,

山室第2地区及びまだシカ食害が顕著となっていない

中田切川越冬地, 飯島第4地区とした。 

3．調査・検討の成果と課題 (1) ササ類賦存量調査の結果におけるエリア間の特性 表-2 に調査実施プロット

の立地特性を示した。得られたデータから、各プロットの生桿数,草高,葉数, 同化部(葉)とそれ以外の重量等の相

関をグラフ化し,エリア間の特性を明らかにした(図-6) 。シカの侵入後20年余経た南アルプス(竜東)エリアの食

害による影響を受けやすいスズタケを中心とするササ類は桿高 10数 cmと低く、葉を 1枚あたり 0.1g未満となっ

ている。一方、最近シカが侵入した中央アルプス(竜西)･エリアのササ類は、食害の影響を受けにくいミヤコザサ

も一部混入しており、桿高は1m内外、葉1枚あたり0.3g以上と、中田切川越冬地と与田切川飯島第4号地区と共
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図-1 丹沢地区における下層植生状況 図-2 健全なササ類 
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図-3 ササ類のシカ生息･土壌侵食に関わる特性と影響 

図-4(2) ササ類の地下茎 図-4(1) 冬期の林床植生 

図-5 ササ賦存量調査 
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通点が多く、草高,葉が大型で、同化部である葉1枚当りが大

きく、生稈密度が低い。竜東エリアでは最近

まで生息していた枯稈の測定結果より、数年

前までは現状の竜西エリアの生稈高に近い高

さを有していたが、急速に矮小化していると

推定される。今回の調査により限られたサン

プルではあるが、竜東エリアのササ類は、シ

カの強い採食圧によりササ類の矮小化は著し

く進行しているおり、丹沢地区の状態の直前

の段階とも考えられるのに対し、竜西エリア

の食害の影響はまだ強くないとみられる。 

(2) ササ類を指標としたシカ影響の評価手法 

小山らは長野県内でシカの生息密度が異なる地域でコドラートを設け、ササ類の種属,平均桿高,植被率,食害強度

を調査し、健全な場合を 100 と指数化し、

食害程度を示す指標とした 4)。ミヤコザサ

節を除いたササ類を指標として｢ササ類健全

度｣(以下｢健全度))とシカによる被害との関

係を検討した。その結果健全度が 75 を下

回ると、ヒノキの幹食害・潅木類の食害が

目立ちはじめ、「ディアライン」(シカ食害

により地上高 1.8m 以下の植生消失)が形成

され、健全度50 以下でディアラインは明瞭するなど健全度を指標として

森林被害を推定した。ササ類のシカ生息と土砂流出に関わる実態把握に当手法を導入し、不明な点が多いササ類の

実態把握と評価を提案する。 

他方、食害の影響がまだ強くないとされる竜西エリアにおいて

現地調査の際、登山道及び簫ノ笛山南斜面において「ササ枯れ」

と「ササの開穂」が随所で観察され、昨年から与田切川上流シオ

ジ平付近においてササの開穂がみられ、今年には「ササ枯れ」と

なっている。踏査範囲から集計したところ「ササ枯れ」約1.35

ｋｍ,ササ類の花･結実0.17km計約1.52kmにわたり、主に登山道

からの遠眺でそれらの面積は約7.6haと見積もられた。「ササ枯

れ」は実態がほとんど明らかになっておらず、80～100年に1度発生

し、ササ穂は栄養価が高くネズミが異常繁殖し大きな森林被害をもたらすといわれ、早急な実態把握が望まれる。 

4．おわりに 新たに実施したササ類賦存量調査の結果解析から、採食圧が著しい座頭沢地区は棹髙,同化部重量等

を比較した結果から、ササ類が急速に矮化している実態が明らかになり、今後数年のうちにも消滅する危機にある

と危惧され、継続して今後の変化を把握する必要がある。その際、シカ生息密度を推定することは難しいが、小山

らが提案しているササ類健全度調査に基づく、シカ生息状況評価手法を導入した追跡調査を提案する。 

他方、竜西エリアの「ササ枯れ」は直ちに土砂流出が激化するわけでないが、実態調査が必要でシカの生息との

関連も含め、ササ類健全度調査が有効と考える。 
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ササ賦存量計測調査　実施プ ット

飯島第4 S-1 1.0 カラマツ林 南西（210°） 16° 段丘平坦面：緩い斜面, ミヤコザサ 46 疎

S-2 1.0 カラマツ林 西（270°） 15° 段丘平坦面：緩い斜面 スズタケ属 262 中

S-3 1.0 カラマツ林 南西（210°） 16° 段丘平坦面：緩い斜面, スズタケ属 31 密

簫ノ笛 A 1.0 カラマツ林 南西 南西向斜面 ミヤコザサ 286
B 1.0 カラマツ・トウヒ林 南西 尾根筋 スズタケ属 99

座頭沢 1S-1 1.0 カラマツ林 南南東（150°） 19° 南向斜面 スズタケ属ミヤコザサ 527
1S-2 1.0 カラマツ林 北西（305°） 29° 北西向斜面 スズタケ属 846
2S-1 1.0 カラマツ林 南（170°） 28° 南向斜面山腹 スズタケ属 375
2S-2 1.0 カラマツ林 南（170°） 22° 南向斜面緩傾斜 スズタケ属ミヤコザサ 307
3S-1 1.0 カラマツ林 南南西（242°） 40° 南向斜面山腹 スズタケ属 324
3S-2 1.0 カラマツ林 北西（300°） 12° 尾根 スズタケ属 329

中流 中流S-1 1.0 カラマツ林 北西（300°） 22° 北西向斜面山腹 スズタケ属 666
中流S-2 1.0 カラマツ林 南南西（200°） 8° 尾根 スズタケ属 154

山室川 2B（生） カラマツ林 北西（300°） 37° 小さな尾根筋 スズタケ属 231.5
2B（枯） カラマツ林 北西（300°） 37° 小さな尾根筋 スズタケ属 6.5
2C（生） カラマツ林 西北西（300°） 28° 小さな尾根筋 スズタケ属 94.25
2C（枯） カラマツ林 西北西（300°） 28° 小さな尾根筋 スズタケ属 20.5
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表-1 ササ類賦存量調査プロット 
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図-6 ササ類賦存量調査の結果分析 

図-7 中田切川におけるササ枯れの状況 
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