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1．はじめに  天竜川上流域では20年前からニホンジカ(以下「シカ」)が急増し、植生の減少･地表攪乱が確認されてい

る。石川農工大名誉教授による丹沢地区におけるシカ食害に伴う土砂流出に関する研究を参考に､シカによる環境変化と

土砂流出の実態把握のため流出量現地計測に2016年に着手し、植生被覆,シカ活動など影響因子の関連調査を実施してい

る。丹沢と比べ当該流域の土砂流出は量的及び降雨との相関性が非常に低く、流出土砂の粒径及び表土層の相違が要因と

指摘された。また下層植生においてシカの生息及び土砂流出抑制に関

してササ類が非常に重要な影響因子と考えられ、昨年はこれらの実態

を数量的に把握した調査結果を報告した。本稿は①豪雨が多発した

2019 年土砂流出並び土砂粒径を考慮した検討結果、②重要な影響因

子でされるササ類の実態調査･評価手法について、概略的に報告する。 

2. 流出土砂計測と影響因子検討 (1) 調査概要と既往調査成果

表-1 に示した調査項目に関しシカ道分布･痕跡調査,センサーカメラ映

像解析等を含め実施した調査成果から、降雨との相関、植生被覆 

, シカ侵入状況も合わせた時系列的な関連性等を分析してい

る。捕捉計測は着手以来、計17回に及び降雨量と捕捉表面水

量は良い相関関係にあるが、土砂流出との相関性は高くない。

降雨単位は長期降雨(累加雨量)に相関性高い傾向と、植生被

覆度が少ない斜面からの流出量が多い傾向がみられたが、降

雨,シカ侵入などの誘因となる外力と植生被覆度など要因に対

する 流出土砂の関連性は明らかでない。一方 2018 年は植生が繁茂した

山室③では、ほとんど計測されなかった土砂量が 16 倍に急増し、逆転現

象が発生した。捕捉土砂は細粒分が多く、この課題に対し粒径を考慮した

分析が必要と考えられた。また丹沢地区との土砂流出現象の相違につい

ては丹沢の表土層は最大粒径2mm程度で腐植層が形成されておられず、

雨滴,表面流により侵食されやすく斜面から流出した土砂が連続的に渓流

まで流出すると考えられる。 (2) 2019 年土砂流出状況と流出土砂の粒

径を考慮した分析 2019年は 1時間雨量55.5mm(7月31日)、連続雨量

232.5mm(10月12日：台風19号)の計測開始以来最も大きな強度の降雨が

頻発した。計測を山室地区に集中し、前年に流出土砂が激増した山室③

は８月に山室⓪と同程度流出したが、10月豪雨に対応した土砂流出がみら

れず、2017年以前の静穏状態になっている。 

計測期間毎の粒径階別捕捉量を図-1 に示した

が、細粒分に注目し分析した結果、植生被覆によ

る侵食に対し安定性が確保され細粒分が 2018 年

の豪雨時に流出したとの仮説が裏付けられ、さら

に 2019年 10月豪雨には流下可能な細粒分が少

なかったと考えられる。 

(3) 土砂流出に関わる影響因子の総合的な

分析 表面流による移動が難しい大粒径を順次除

いた流出土砂データで、山室地区における回収

期間毎の降雨と土砂の相関性を再整理したところ、

相関性が向上した事例が多かった。高相関事例

を抽出し(図-2上段)、下段に相関係数(R²)の最大粒径設定による変化を示した。 

プロット名
ﾌﾟﾛｯﾄ特性

地表被覆度(％)
植生状況

山室第2 ⓪ アカマツ

イネ科sp

 45° スゲ属sp

L=20m45°

植生被覆極小
2.4%

山室第2③ カラマツ

シダ科sp

39° スギゴケ

L=30m～ ササ属sp

植生被覆　大

96.5%

表-1 調査項目と実施概要 

2016 2017 2018 2019

1) シカ道分布調査 シカの生息状況把握 シカ道痕跡分布調査 冬 6～7月,冬 7月,冬 1月

9～11月 4～12月 5～12月 5～12月

気象状況把握 雨量･地温観測 8～3月 4～3月 4～3月 4～2月

表土層の性状把握 表土土壌調査 － 9月 7月 7月

コドラート調査 10月 7,10月 7～8,11月 11月

ｻｻ･地上ﾊﾞｲｵﾏｽ調査 － 10月 7～8,11月 11月

地下茎ﾊﾞｲｵﾏｽ調査 － － - 11月

食痕･獣害調査 10月 7,10月 1～12月 1～11月

ササ健全度評価調査 - - 11月

シカ侵入・行動把握 センサカメラ調査 8～3月 4～3月 4～3月 4～3月

高採食圧地実態把握 高採食圧地域実態調査 － － 6月～ 9月～

越冬地現地実態 植生,ﾊﾞｲｵﾏｽ,痕跡,ｾﾝｻｶﾒﾗ調査 － － 10～11月 11月～

項目 調査目的 小項目
調査時期

食害･獣害把握

4） 食害･獣害地域
実態調査

2) 流出土砂
捕捉量調査

土砂流出実態計測 土砂捕捉計測調査

3)関連因子
現地調査

植生状況把握

表-2 ﾌﾟﾛｯﾄ特性 

図-3 捕捉土砂量と影響因子の時系列分析 （山室地区） 

図-１ 流出土砂量の変化 （回収毎,粒径別） 

図-2 降雨量と捕捉土砂量の相関性 （山室地区） 
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図-4 バイオマス調査 調査成果 

山室地区における 2018-19 年の気象条件に加え、植生被覆度,シカ侵入頭数等の影響因子との関連を時系列的にまとめ、総

合的な分析した(図-3)。凍結融解の影響が卓越すると考えられる当該地区において、春先と初冬に多めの土砂流出がみられ、

シカ侵入の影響評価において共同調査である信州大による人工降雨実験による「踏み荒らし」に伴う土砂流出計測結果では

10%程度の増加とされ、侵入頭数から直接的に相関づけられず、植生被覆度との関連性にもタイムラグがある。影響する要因は

多様で複雑に関連し、表土侵食･流出移動は一気に完結せず数段階のプロセスを経る不可逆的な現象で、直接的な誘因外力

である降雨強度との直接的な相関に対し、季節性もあり「バラツキ」が生じる。 

3．ササ類を中心とする下層植生実態調査と｢ササ類健全度｣評価の導入  

(1) ササ類のシカ生息･土砂流出特性と既往調査 シカにとって冬期食物資源

は生育地域の選定及び個体数を強く規定し、森林土壌侵食において下層植生及

び根系は重要な要因で、特にササ類の生態上の特性：葉（冬期残存,大型）桿（密

生,堅固）地下茎（茎太,堅固,ネットワーク状伸展）は、流出抑制効果も含め他の植

生と異なる大きな影響を及ぼす。2018年にササ類被覆状況を数量的に把握するた

め、現存量計測(1×1m 桿高,桿数,葉数･食痕,乾重)を実施した。シカ食害が著しい

南アルプス(「南ア」)地区座頭沢上流等及び近年シカが侵入した中央アルプス(「中

ア」)地区･中田切越冬地等で実施したところ、南ア地区は影響を受けやすいスズタ

ケを中心にササ類の矮小化は急速に進行し、食害の影響が少ない

中ア地区とのエリア間の相違が明瞭になった。 

(2) 地下茎バイオマス調査の試行 2019年は新たに土砂流出

に影響を及ぼす根茎等の状況を数量的に把握する「地下茎バイオ

マス調査」を導入した。地上部調査プロット内でサンプル(20x20 

x20cm)を数カ所で表土層全量採取し、根系,リター,土砂に分別し、

乾重を計量した。ササ類に注目した測定結果を、採取プロット毎

の地上部(葉と稈)及び地下部のバイオマス重量を示したが、地下茎部が地上部に比べ格段に

大きい3.8～13倍と算出された。 

(3) ササ類を指標としたシカ影響の評価手法の試行 小山らは、シカ生息状況の結果とし

てのササ現存量と食害影響の簡便な評価手法を考案した 1）。ササ類種名,平均稈高,植被率,

食害強度を調査し、健全な場合を100として指数化し平均した「ササ健全度」を算出し、

県内でシカ生息密度の異なる地域で調査事例を多数収集し、食害程度を示す指標の適合性

を検証し森林被害を推定した。2019年は中田切越冬地,座頭沢上流地区,山室地区において

実施し、現存量調査による平均稈高, UAV写真画像処理による植被率算定等で精度を上げ

た(表-3)。図-6に評価項目等をチャート図にしたが、「中ア」地区と「南ア」地区の相違が顕著となっている。またシカ

生息密度を推定は非常に難しいが、小山らはササ健全度調査を実施した地点の近隣でシカ生息密度も調査し、相関図にま

とめている。図-7にササ健全度,シカ生息密度相関図を示したが、今回評価した3地区の平均値をプロットし、生息数(頭

/㎢)を逆算してみたところ、座頭沢上流地区で14.1,山室地区で22.2と推定され既存調

査と整合し、,中田切越冬地で0.5となった。このように本手法により、シカによる土砂

流出影響因子としての注目すべきササ類へのシカ害の影響を簡便に把握できた。 

4．おわりに 森林土壌侵食･流出に影響する要因は、「侵食の季節性」,「土壌粒径」,

「林相植生」,「落葉層･腐食層」,「根系」等とされ、多様な要因が複雑に関連し、いく

つものプロセスを経る不可逆的な現象で、短絡的な相関づけに注意しなければならない。 

新たに実施したササ類を中心とした地下茎も含めた現存量調査の結果解析から、採食

圧が著しい地区におけるササ類の急速な矮化の実態が明らかになり、丹沢地区と同様に消滅に至ると危惧され、今後の変

化の継続的な把握が強く望まれる。その際に、今回導入した「ササ類健全度」評価手法による個体数や下層植生への影響

に関わるデータ蓄積は、非常に有効と考えられる。本稿は概要報告であり詳細な検討成果を来年度報告したい。調査に関

る情報及び調査地をご提供いただいた林野庁,長野県,伊那市など関係機関と、ご指導いただいた石川名誉教授, 信州大竹

田教授,瀧井助教, 長野県林業総合センター小山研究員に、心からお礼を申し上げます。  

参考文献 1）小山「二ホンジカの食害による森林被害の実態と防除技術の開発」（2010 長野県林業総合センター研究報告 24，

表-3 ササ類健全度調査 実施プロットと結果 

図-5 ササ健全度 調査結果チャート図 

図-6 ササ健全度によるシカ生息密度推定 

上流1-G-H30-1 カラマツ 北西 29° スズ・ミヤコ 24 65 24 81 60 55

上流1-G-H30-2 カラマツ 南南東 19° スズ・ミヤコ 23 72 23 90 60 58

上流2B-G-H30-1 カラマツ 南 28° スズタケ属 16 43 16 54 40 37

上流2B-G-H30-2 カラマツ 南 22° ミヤコ・スズ 14 37 27 46 40 38

上流3A-G-H30 カラマツ 南南西 40° スズタケ属 25 50 25 63 40 43

上流3B-G-H30 カラマツ 北西 12° スズタケ属 23 64 23 80 40 48

中流-G-H30-1 カラマツ 北西 22° スズタケ属 16 55 16 69 40 42

中流-G-H30-2 カラマツ 南南西 8° スズタケ属 14 24 14 30 40 28

山室2-B(b) カラマツ 西 24° スズタケ属 13 37 13 46 20 26

山室2-C アカ・カラ 西北西 28° スズタケ属 11 3 11 4 20 12

簫ノ笛山尾根 カラマツ 南西 38° ミヤコザサ節 58 78 100 98 80 93

簫ノ笛東南尾根-A コメツガ 西 34° ミヤコザサ節 34 52 60 65 80 68

簫ノ笛東南尾根-B カラマツ 南東 12° ミヤコザサ節 71 78 100 98 80 93

鼠川源頭部 カラマツ 北 8° ミヤコザサ節 54 70 100 88 80 89

凡例

中田切

上流

稈高

健全度

植被率

健全度

食害強度

指数

ササ類

健全度

座頭沢

上流

山室第2

堰堤左

岸

林相 斜面方位 傾斜度 種別
平均草高

(cm)

植被率

(%)
調査区 プロット名

健全度75～ 40～75 40未満
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