
Ⅰ．はじめに

日本では 2000年代に入り，ニホンジカ

（Cervus nippon centralis，以下シカ）の生息地

拡大ならびに個体数の急激な増加に伴って，森

林の下層植生が過剰に採食されて衰退する現象

が各地で報告されるようになった（Takatsuki 

2009）．下層植生の衰退は，森林林床の裸地化や，

不嗜好性種のみによる植生の単純化を招き，不

可逆的な生物多様性の損失を引き起こすことが

懸念されている．また，森林下層植生は，植食

性昆虫や訪花昆虫の資源や生息地を供給する役

割のほか，土壌被覆効果による土砂流出抑制機

能や，養分保持効果による森林の物質循環への

寄与などを有しており，森林の生態系機能の発

現に重要な構成要素である．したがって，シカ

によって下層植生が失われることにより，生食・

腐食連鎖や生物・非生物間相互作用を通じて，

森林の生態系機能に直接的・間接的な影響が及
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西日本でも有数の生物多様性を誇る京都大学蘆生研究林内のブナ・ミズナラ天然林では，2000年代に
入りシカによる過剰採食が原因で急速に下層植生が衰退した．2006年に防鹿柵で囲んだ集水域，2017年
に囲んだ集水域，防鹿柵を設置していない対照集水域の 3集水域を対象に，植生・渓流水質・細粒土砂
の調査を行い，集水域単位の防鹿柵設置の効果と実用性を検証した．スポット的な植物保全用の防鹿柵
に比べ，集水域単位の大面積防鹿柵の設置は，植物保全だけでなく植物 -土壌 -渓流水一連の生態系全体
を保全する上で非常に有効であることが示された．また，2017年柵設置集水域では，2006年柵設置集水
域に比べて設置後の植生回復が遅く，生態系機能への影響が長期間継続する可能性が考えられた．2017
年柵集水域で回復が遅かった理由として，採食圧の継続によりシードバンクが劣化していたことの他に，
シカの侵入を一時的に許してしまったことが挙げられる．柵の経年劣化や，クマの侵入・台風による倒
木等で柵が破損することでシカが侵入することを防ぐため，ネットの交換，定期的な柵の見回りや補修
を複数の人員が交代して行う体制を整備することができ，集水域スケールの防鹿柵の長期的な維持管理
方法を見出すことができた．
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ぶと考えられる（Stephan et al. 2017）．

こうした相互作用系を介した生態系機能全体

への影響を評価するためには，水系の最小単位

である集水域を対象とする必要がある．しかし

ながら，これまで集水域スケールの研究がほと

んど行われていないため，シカによる下層植生

の衰退が，森林生態系内の養分・土砂流出や物

質循環などの生態系機能へ与える波及効果につ

いては分かっていないことが多い（福島 2012）．

本研究の対象地である京都府北部の京都大学

蘆生研究林には，原生的な冷温帯針広混交林が

大面積で保存されている．しかし 1990年代後

半から増加傾向にあるシカにより，蘆生でもわ

ずか数年で森林の下層植生が不嗜好性植物のみ

を残して壊滅的状態となったことが報告された

（Kato and Okuyama 2004）．

蘆生研究林では，こうしたシカによる下層植

生の衰退と生態系機能の劣化を食い止め，さら

なる被食から植生を防護するため，2006年に

13 haに及ぶ集水域レベルの大規模シカ防除柵

（防鹿柵）を設置した．以後，大規模スケール

の調査地の特徴を活かして，シカの採食圧から

解放された下層植生の多様性や空間分布の変化

に加え，渓流水質や物質循環，土壌・水生昆虫

相の変化に関する調査を続けている（福島ほか

2013）．

一方で，柵外では比較的低密度ながらもシカ

の採食が継続したことで，少数の不嗜好性植物

が優占する状態に至っている．蘆生研究林でも

特に種多様性の高かったサワグルミ -ジュウモ

ンジシダ群集では，コバノイシカグマとイワヒ

メワラビが急速に被度を増加させ，わずかに

残っていた嗜好性草本植物を圧倒している．種

子寿命の短い草本植物にとって，長期間にわ

たって種子生産ができない状況が続くと，土壌

中の種子ソースが律速となり，ニホンジカの影

響が緩和されても植生回復が達成できない可能

性がある．この可能性を検証するため，2017

年に，新たに 15 haの集水域を防鹿柵で囲み，

防鹿柵設置時期の違いによる林床のシードバン

クの劣化が，下層植生の回復パターンに与える

影響，並びにそれに伴う渓流水質や昆虫相に与

える影響を把握するための調査を開始した．

本研究は，防鹿柵の設置された集水域と柵を

設置していない対照集水域において，下層植生

及び渓流水質・細粒土砂流出の変化を明らかに

することを目的とした．また，設置時期の違い

が，下層植生や渓流水質の変化パターンに与え

る影響について検討した．さらに，集水域全体

を防鹿柵で囲む集水域防護法を運用していく上

での課題についての検討も行った．

Ⅱ．方法

1. 調査地

本研究は，京都府南丹市の京都大学フィール

ド科学教育研究センター蘆生研究林にある 3つ

の集水域で行った（北緯 35度 21分，東経 135

度 44分，標高 654-796 m；図 1）．調査地の斜

面上～中部では主にアシウスギ Cryptomeria 

japonica var. radicansが，斜面下部では主にブ

ナ Fagus crenataが，そして谷部を中心にトチ
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図 1　調査地及び調査対象集水域の概要
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ノキ Aesculus turbinataやサワグルミ Pterocarya 

rhoifoliaが林冠を構成している．蘆生では 126

科 438属 801種に及ぶ種子植物が記録されてい

る（Yasuda and Nagamatsu 1995）が，近年，シ

カの採食圧が急激に高まったことによって，研

究林内やその周辺地域の下層植生が衰退・単純

化し，シカの不嗜好性植物が増加してきたとの

報告がある（Kato and Okuyama 2004；福田・高

柳 2008；田中ほか 2008；阪口ほか 2012b）．

本調査地から約 1 km離れた蘆生研究林事務

所（標高 360 m）での観測によると，年平均気

温と年平均降水量は，12.1 ℃，2257 mmである．

また，調査地周辺では冬季に 2～ 3 m程度の積

雪が見られる．

2. 防鹿柵設置の概要

下層植生の衰退を防ぐため，2006年 6月に

13 haの集水域全体を全長約 1.4 kmの防鹿柵で

囲った（図 1）．隣接する 19 haの集水域を対照

区として比較することで，防鹿柵設置後の下層

植生の回復過程を明らかにする調査を行ってい

る（図 2，阪口ほか 2008；2012a；2012b）．また，

植生回復に伴う土壌動物（Saitoh et al. 2008）・

水生生物相の変化（Sakai et al. 2012; Nakagawa 

2019），物質循環の変化（福島・徳地 2008；福

島ほか 2014）を把握するための調査を行って

いる（井上ほか 2008；藤木・高柳 2008；福島

ほか 2013）．柵設置当初の下層植生については

阪口ほか（2008）に詳しい．

また，2017年 6月には 15 haの別の集水域に

総延長 2.0 kmの防鹿柵を設置した（図 1）．設

置約 1年前から現在に至るまで下層植生，渓流

水質，水生生物相等の調査を行っている．

防鹿柵には，目合い 5 cm以下の化繊ネット

を使用した．地上高 2.1 m以上，間隔 3 m以下

になるように FRP支柱を地中に差し込み，ネッ

トを高さ 2 mまで引き上げた．ネット底辺は

30 cm程度地表を覆うようにし，50 cm程度の

間隔でアンカーを打ち込んで底辺を固定した．

ネット高 1 mまでは，ステンレス入りネットを

使用して補強した．積雪による倒壊を防ぐため，
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図 2　2017年における調査集水域内の下層植生の様子．a，b：2006年設置柵集水域内，c，d：対照集水域内．a，bでは多様な

種の植生が見られる．cは下層植生が見られず裸地が広がる．dは下層植生が繁茂しているが，オオバアサガラ，テツカエデ，

コバノイシカグマといった不嗜好性種のみの単純な種構成となっている．
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毎年冬季（12-4月）の間，ネット上部を支柱

から外してネットを下ろし，融雪後（4-5月）

に集水域内に侵入したシカを追い出しながら，

ネットを再度支柱に取り付けた．

3. 下層植生調査

各集水域とも，谷部と尾根部に 5 mメッシュ

で区切られた 20 m× 40 mのプロットを設置

した（図 1）．2006年柵集水域及び対照集水域

では 2006年から，2017年柵集水域では 2017

年から，プロット内の下層植生の種同定・植生

被度・多様性指数（Shannonʼs H）・構造化指数（植

生被度と個別種の被度合計の差で，値が大きい

ほど植生の階層構造が発達していることを意味

する）を，毎年晩夏に調査した．

4. 渓流水質調査

2006年柵集水域及び対照集水域では 2006年

7月から，2017年柵集水域では 2016年 10月か

ら，月に 1度の頻度で各集水域末端部において

渓流水を採取した（図 1）．現場で孔径 0.45 µm

のセルロースアセテート製シリンジフィルター

（ADVANTEC, CS045AN）を用いて濾過したも

のを 30 mLポリボトルに採取した．サンプル

は蘆生研究林事務所に持ち帰り，水質分析まで

の間 4 ℃で冷蔵保存した．水質測定にあたって

は，採水時に pHをガラス電極法（TOA-DKK

社製，HM-20P）で，ECを交流 2電極法（TOA-

DKK社製，CM-21P）で測定した．実験室に持

ち帰ったサンプルについて主要陽イオン（Na＋, 

NH4
＋, K＋, Mg2＋, Ca2＋）及び陰イオン（NO3

－, 

Cl－, NO2
－, PO4

3－, SO4
2－）の濃度（mgN/L）を

イオンクロマトグラフィ（Dionex社製，ICS-

90及び島津製作所製 LC-20AD）で測定した．

5. 土砂生産ポテンシャル評価

集水域内に分布する崩壊由来の裸地を土砂生

産源と考え，集水域の地形及び裸地分布を把握

することで土砂生産ポテンシャルの評価を試み

た．潜在的な土砂流出発生箇所の推定にあたり，

岩橋ほか（2009）及び長谷川・太田（2012）を

参考にした．まず，2006年柵集水域及び対照

集水域において，2010年に実施された LiDAR

測量より取得した 0.5 mメッシュの DEMデー

タから，1 m間隔のコンターを作成して地形判

読及び現地踏査を行い，小規模な斜面崩壊（幅

5～ 20 m程度）の発生位置を把握した．次に，

DEMデータから傾斜角，縦断曲率，横断曲率

のデータを作成した．縦断曲率と横断曲率の値

から，地形を 9類型に分類した．その際，スケー

ル依存性を把握するために地形類型のデータを

7つの空間スケール（0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 50 m）

で作成した．また，LiDARデータから作成さ

れた樹高データを用いて林冠ギャップ位置（樹

高 3 m以下）を抽出した．

以上のデータをもとに，両集水域を 10 mメッ

シュに区分し，各メッシュにおける小規模斜面

崩壊の発生確率を予測するモデルを作成した．

目的変数は，10 mメッシュ内の小規模斜面崩

壊発生の有無（1または 0）とし，二項分布に

従うと仮定した．説明変数は，10 mメッシュ

内の平均傾斜，各地形類型の 10 mメッシュ内

に占める面積，10 mメッシュ内の林冠ギャッ

プ面積とした．また，ランダム効果は 10 mメッ

シュ番号及び集水域名とし，一般化線形混合モ

デル（GLMM）を適用した．モデルは，7つの

空間スケール（0.5～ 50 m）ごとに作成した．

各モデルの AIC（赤池情報量基準）を比較し，

最も予測力の高いモデルを選択し小規模斜面崩

壊の予測に適切なスケールを検討した．

検討したモデルを用い，2006年柵集水域及

び対照集水域における小規模斜面崩壊の発生確

率の予測図を作成した．発生確率 25 %を基準

とし，データとの比較を行って精度を検証した．

両集水域における土砂流出の発生ポテンシャル

を比較し，シカの過採食による土砂流出の影響

を検討した．

4



6. 細粒土砂流出の評価

集水域からの細粒土砂の流出状況を把握する

ため，2006年柵集水域及び対照集水域の末端

部に，渓流を流下する粒径 2 mm以下の細粒土

砂を捕捉する浮遊土砂サンプラーを設置した

（図 3）．降雨シーズン終了時と融雪終了時の年

に 2回を目安として，サンプラーに捕捉された

土砂を回収した．捕捉土砂は乾燥重量を測定後，

500 µmメッシュのふるいで篩別し，粒径サイ

ズを考慮した．

Ⅲ．結果及び考察

1. 植生変化

図 4に 2006年柵集水域，対照集水域，2017

年柵集水域に設定された植生プロットにおける

定期調査の結果をまとめた．プロット内の 5 m

メッシュごとの結果から得られた植生被度・多

様性指数（Shannonʼs H）・構造化指数について，

防鹿柵設置後の経過年数に伴う経年変化を示し

ており，上段が谷部（サワグルミ林）の植生プ

ロット，下段が尾根部（アシウスギ林）の植生

プロットの結果である．

2017年柵内では，プロットの立地に関わら

ず，2年の間に植生被度と構造化指数にはほと

んど変化が見られなかった．これは，2006年

に設置した柵内のサワグルミ林内で急速に植生

被度の回復が見られたのと対照的な結果となっ

ている．多様性指数の変化をみると，サワグル
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図 3　集水域末端の渓流内に置かれた浮遊土砂サンプラーと

流出の様子をモニターするタイムラプスカメラ

図 4　柵設置経過年数に伴う植生プロットにおける植生被度，多様性指数（Shannonʼs H），構造化指数の変化．上段：谷部に設

置されたプロット，下段：尾根部に設置されたプロット，対照集水域は 2006年からの経過年数の結果を示した．
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ミ林では初年度から 1年目にかけて多様性が増

加したが，その増加速度は 2006年に設置した

柵内に比べると小さなものであった．尾根に設

置したプロット内では，種多様性に目立った変

化は見られなかった．

図 5には，群集の主要構成種の時系列変化を

示した．2006年から 8年間の変化を見ると，

柵内の全体的な傾向として尾根部のアシウスギ

林内に比べて，谷部のサワグルミ林における構

成種の変化が大きいことが分かる．経過年数 2

年までに多種の草本植物が回復し，その後にサ

ワグルミの実生が稚樹となって下層を突き抜

け，林床には低木性のヤマアジサイが優占度を

高めてきている．一方の対照区では，2種の不

嗜好性シダが指数関数的に増加し，ギャップに

はイワヒメワラビ，林床にはコバノイシカグマ

のみが優占する特異な群集へと変化してきた．

2017年に設置した柵内のサワグルミ林では，

本来は速やかに多様な植物の回復が期待される

ところだが，実際には被度の 20 %程度をコバ

ノイシカグマが占めるだけであり，2年間では

その被度変化もほとんど観察されなかった．

本研究では，2017年に新規に設置した柵を

利用することで，植生回復に対する設置年度の

違いの効果を検証することを目標にしていた．

実際に得られた植生データでは，植生被度・種

多様性・構造化指数の 3つの指標において，

2006年設置の柵内よりも回復が著しく悪く，

ほとんど変化を検出できていない．この理由と

しては，シードバンクの劣化（福島ほか 2013）

に加え，残念ながら 2017年，2018年，2019年

と 3年連続して柵内へのニホンジカの侵入を一

時的に許してしまい，柵内の採食圧を十分にコ

ントロールできなかったことが考えられる．そ

れにより，本来起こるはずであった嗜好性種の

回復が抑制されて，柵外の対照区の変化と変わ

らない状況となった可能性が高い．ただし，サ

ワグルミ林のプロットではわずかではあるが，
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図 5　植生プロット内に見られた優占種の柵設置経過年数に伴う被度の変化．上段：谷部に設置されたプロット，下段：尾根

部に設置されたプロット，対照集水域は 2006年からの経過年数の結果を示した．
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新規柵内で種多様性が増加している傾向が観察

された．これは被度の低い草本種の数が増加し

たことによるものであり，弱いながらも新規柵

による植生保護の効果を示すものかもしれな

い．今後，新規柵設置の効果を継続モニタリン

グするうえでは，柵内へのニホンジカの侵入を

完全に防ぐこと，また一部のプロットを小型の

柵で 2重に囲うことで確実に試験を実施するな

どの対応策が必要である．

2. 養分流出への影響

一般に，森林渓流水に含まれる Na＋，Mg2＋，

Ca2＋，SO4
2－の濃度は地質および地形と密接に

関係するのに対し，NO3
－濃度は植生の窒素吸

収や土壌の窒素動態など生物プロセスに規定さ

れる．これまでの渓流水質結果から，各集水域

末端部のイオン組成について，NO3
－濃度以外，

3つの集水域はほとんど等しいことが分かった

（図 6）．NO3
－濃度は対照集水域・2017年柵集

水域間でほぼ等しく，2006年柵集水域はそれ

に比べて 3-4割程度低かった．2017年から

2019年の時系列でみても常にその関係が維持

されていた（図 7）．2006年柵集水域では，

NO3
－濃度が 4-5年間かけて緩やかに低下した

のに対して，柵外の対照集水域ではその間

NO3
－濃度がほぼ一定であった（図 7）．下層植

生の被度と NO3
－濃度との関係を見ると，下層

植生被度の回復とともに NO3
－濃度が低下した

ことが確認され（図 8），植生回復に伴う窒素

吸収量の増加が土壌から渓流への窒素流出を抑

制したものと推察される．2006年柵集水域と

対照集水域において，2010年から 2012年にか

けて下層植生による窒素吸収量の推定を行った

研究では，集水域間の窒素吸収量の差と，渓流

への窒素流出との差がおおむね一致し，シカに

よる下層植生の衰退が水質に影響が波及するこ

とを報告している（福島ほか 2013；2014）．一

方で，2017年柵集水域では 2017年以降 NO3
－

濃度に変化は観測されておらず，対照集水域と
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図 6　各集水域における渓流水中のイオン組成（2017年 5月

～ 2018年 10月までの平均値）
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図 7　各集水域における渓流水の NO3
－濃度の経年変化
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－濃度

との関係．各点は各年の谷部の下層植生被度と渓流水 NO3
－

濃度の平均値を示す．2006年柵と対照集水域は 2006年から，

2017年柵は 2016年からの結果について 1年ごとに線で結ん

だ．破線は全点について有意な相関関係を示す（Pearsonʼs 

correlation, P < 0.01）
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下層植生の被度・NO3
－濃度ともほぼ同じ水準

にあることが分かる（図 8）．2017年柵集水域が，

下層植生の回復した 2006年柵集水域の NO3
－

濃度レベルに “ いつ ” 戻るのかが重要なポイン

トであり，引き続き観測を続けていく必要があ

る．

3. 土砂生産ポテンシャルと細粒土砂流出への影

響

2006年柵集水域及び対照集水域における潜

在的な土砂流出発生箇所の予測において，0.5

～ 50 mの各スケールのうち，5 mスケールの

モデルが最も予測力が高いものと評価された．

5 mスケールは，今回対象とした小規模斜面崩

壊の規模と概ね合致した．

5 mスケールのモデルで採用された説明変数

から，傾斜が急なほど，また谷型の地形ほど小

規模崩壊の発生確率が高いとされた．林冠

ギャップ面積は採用されなかったことから，小

規模崩壊の発生は林冠ギャップの影響よりも地

形的な影響のほうが大きいことが示唆された．

採用されたモデルの正答率は 65 %であり，

小規模斜面崩壊地を概ね抽出することができた

（図 9）．図 9の結果をもとに，2006年柵集水域

と対照集水域の各集水域で小規模斜面崩壊の発

生確率 25 %以上のメッシュが占める割合を比

較すると，それぞれ 41 %と 37 %となり同程

度の割合であった．これは，地形のみの影響か

ら予測される土砂生産ポテンシャルは 2つの集

水域間で同程度であることを示唆するものであ

る．

一方，実際に河川で捕捉された細粒土砂量は，

サンプラーを設置した渓流内の水理条件やサン

プラーの捕捉効率の違いが含まれるため厳密に

比較することは難しいものの，2016年の降雨

期を除く 3期間（Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ）では，対照集水

域で捕捉された土砂量の方が，2006年柵設置

集水域よりも多い傾向がみられた（図 10）．

2016年の降雨期（期間Ⅲ）に流出した土砂は

両集水域間でほとんど変わらなかったものの，

粒径 500 µm以上 2 mm以下の土砂に限ると，

柵内集水域よりも対照集水域の方が 3倍多く流

出していた（図 10）．各期間の捕捉土砂量は，

期間内の総降水量の増加及び降水イベントの回

数に対して増加する傾向があった（図 11）．対
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図 9　2006年柵設置集水域（右）と対照集水域（左）における地形図判読による斜面崩壊発生箇所及び斜面崩壊発生確率の予

測結果



照集水域ではその傾向が顕著であり，柵内集水

域においても同様の傾向がみられたが，2016

年の降雨期を除くと総降水量に対する捕捉土砂

量の増加割合は小さかった．期間内の最大日降

水量と捕捉土砂量の関係には明瞭な関係は認め

られず，期間中の降水イベント回数が多いほど

捕捉土砂量が多い傾向が認められた．これらの

ことから，細粒土砂の流出は降水イベントごと

に生じており，2006年柵集水域に比べて柵外

の対照集水域の方がより多く流出していること

が示唆される．

地形のみの影響から推定される土砂生産ポテ

ンシャルは 2集水域とも同程度であるにもかか

わらず，実際の集水域から流出する細粒土砂が

2006年柵集水域よりも対照集水域の方で多い

結果となったのは，対照集水域で林床の土砂流

出抑制機能が低下したためと推察される．すな

わち，下層植生による林床被覆が土壌侵食を抑

制する効果を有しており（初ほか 2010），シカ

による下層植生の過剰採食がそうした機能を低

下させ，森林斜面からの細粒土砂流出につなが

る可能性が考えられた．ただし，大規模な出水

が発生した場合は，柵設置集水域においても対

照集水域に匹敵する細粒土砂の流出が認められ

る場合もあり，細粒土砂流出の規定要因につい

て今後のさらなるデータ蓄積が必要である．

Ⅳ．集水域防護柵設置の長所と管理上の課題

これまで見てきたように，集水域全体を囲む

大規模な防鹿柵によって，立地環境による植生

回復パターンの違いや渓流への硝酸態窒素や細

粒土砂の流出への影響の他，水生生物相への影

9

図 11　観測期間内の捕捉土砂量に対する総降水量，最大日降

水量，降水イベント回数との関係
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図 10　観測期間内の日降水量（上），日流量（中），各期間の浮遊土砂サンプラーによる捕捉土砂量（下）
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響（Sakai et al. 2012; Nakagawa 2019）など，プ

ロットスケールの防鹿柵では見られないプロセ

スを検出することができた．シカによる下層植

生の過剰採食が，生物 -非生物間相互作用を通

して様々な生態系機能に影響を与えていること

が分かり，特に森林の水源水質や移動性の高い

昆虫相を保全したい場合などは集水域単位の防

鹿柵が有効であるといえる．

一方で，大規模な柵は設置や維持管理など運

用面でのコストが非常に大きい．本研究で使用

した化繊ネットは，紫外線劣化により仕様上

15年程度で強度が低下する．また，冬季にネッ

トを下ろし，春季に再び上げる際に元の状態に

戻すことができず，ネットがゆがむ状態がしば

しばみられていた．2006年に設置した柵のネッ

トが間もなく耐用年数を迎えるが，一度にすべ

て交換することは労力的にも資金的にも困難で

あるため，2017年から特にたるみ・劣化の著

しい箇所を優先的に，毎年数枚ずつ交換してい

くこととした（1枚 50 m）．ネット交換に当たっ

ては，ネットを地面に這わせている部分のアン

カーを抜き，地面から引きはがした．50 cm毎

に 1本のアンカーを打ち込んであったが，ツル

ハシを用いて回収すると回収しやすく，8割前

後のアンカーを回収できた．ただし，アンカー

を抜いてもネットに根が絡まるなどしており，

回収は容易ではなかった．作業は，ネット回収

に概ね 10人・時間，支柱の追加とネットの設

置に 7～ 8人・時間を要した．作業員は普段柵

の設置経験のない人間ばかりであった．もう少

し慣れた作業者が行えば，作業時間は短縮でき

るであろう．回収したネットの運び出しにおい

ては，重いネットを持ったまま急な斜面を上り

下りするため，山での作業に慣れた力のある作

業員が必要であった．

ネットの固定には，支柱にフックを取り付け，

フックにネットを引っかける必要がある．その

際，固定したネットの目合いにネットの色とは

異なる色（今回はネットが黒だったので白）の

耐候性結束バンドをとりつけることで，翌春に

同じ箇所にネットを引き上げ，ゆがみを極力減

らす工夫を施した．FRP製の支柱には現在のと
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図 12　柵設置集水域における柵の点検・補修作業時に使用するタブレット端末の情報（例）



ころ目立った劣化が見られていない．

台風後の落枝・倒木による柵の損壊，ツキノ

ワグマによる柵の破損，小動物やシカによる

ネットの食いちぎり等により，柵内へのシカの

侵入を許してしまった期間がある．これ以上の

侵入を防ぐため，2006年柵集水域と 2017年柵

集水域において，柵の点検・補修作業を定期的

（2～ 4週間に 1回）に行うことに加えて台風

等の気象攪乱が発生した直後に不定期に行うこ

ととし，作業をプロジェクトメンバーで分担す

るようにした（2人・日）．その際，Googleカ

レンダーを用いてスケジュールと作業内容を共

有するとともに，作業時にはタブレット端末を

用いることなど，作業の効率化・簡便化を図る

ことにした（図 12）．

以上の工程を通し，防鹿柵のネットの更新・

管理作業についての新しい知見を蓄積すること

ができ，その方法や必要人工数などを明らかに

できた．現在，全国各地に防鹿柵が作られてい

るが，設置主体はその管理や撤去についての情

報を十分に持ち合わせていない可能性があり，

作業内容を改革することができていない．今回

の集水域防護柵の管理作業を通して，支柱の撤

去以外についての情報を得ることができた．
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Verification of watershed-scale deer fence for conservation of 
ecosystem functions and its practicality for efficient maintenance in a 

cool-temperate natural forest in Ashiu, central Japan

FUKUSHIMA Keitaro, INOUE Mizuki, YAMASAKI Michimasa, 
SAKAGUCHI Shota, TAKAYANAGI Atsushi, SAKAI Masaru, 
NAKAGAWA Hikaru, HIRAOKA Marino, YOSHIOKA Kensei, 

IKEGAWA Rintaro and ISHIHARA Masae

To elucidate the effects of deer overbrowsing on understory vegetation and ecosystem functions in a natural cool-
temperate forest in Ashiu, Japan, a deer-excluded fence was established around a 13-ha watershed and a 15-ha 
watershed in 2006 (2006-fenced) and in 2017 (2017-fenced), respectively, in comparing to an unfenced 19-ha 
watershed as a reference. In these watersheds, understory vegetation, streamwater chemistry, and sediment flows in 
stream were monitored. The pattern of recovery in understory vegetation was different among the geographical 
feature. Nitrate-nitrogen concentration and fine sediment transport in stream were lower in the 2006-fenced 
watershed than the reference watershed. These results indicate that the watershed-scale defense is more effective for 
not only the vegetation conservation, but also the protection of ecosystem functions related with plant-soil-stream 
interactions rather than a patch-scale defense. In the 2017-fenced watershed, the recovery of plant species 
composition and the decrease rate of nitrate concentration were not so evident the first 2 years after the fence 
construction compared to that in the 2006-fenced watershed. This result suggests that the delay of fence construction 
leads the soil seed bank to decline under the continuous deer-grazing pressure. In addition, unfortunately, deer 
temporarily invaded into the fenced watershed due to degradation with age and unexpected destruction of the fence, 
and made the progress of vegetation recovery slower. To prevent deer invasion surely, we have decided a method for 
efficient and labor-saving management of watershed-scale deer fence.

Keywords: biodiversity, fine sediment transport, nitrate concentration, streamwater chemistry, watershed defense
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