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表２－１３ 生物多様性保全機能に関する文献（２）

文献No 元文献資料 PDF

タイトル

著者

出典

発行年

樹種 林齢 23~38年 都道府県

調査項目 傾斜 空間スケール

キーワード

調査目的

調査方法

調査結果

主要な成果

　林縁効果と間伐効果を活用し混交林化を行うためには、等高線上に列状間伐を行うのが有効であることが検証さ
れた。

コメント

間伐を行うことで針葉樹人工林における広葉樹の実生や埋土種子の調査を境界効果（林縁効果）も含め検討してい
る。結果、林縁効果と間伐効果を利用し、列状間伐を行うことが有効であることが検証された。

境界効果 プロット

強度間伐、更新プロセス、針広混交林、種子散布、境界効果

　人工林の混交林化に向け近年広葉樹の侵入過程の研究がなされてきた。しかし、広葉樹の種子が散布され、種子
が発芽し、実生が成長していく更新の初期過程についての調査報告は少なく、広葉樹の侵入に関わる広葉樹林と
の境界について詳しく論じた論文は少ないため、本研究では境界効果の持続に関わる間伐の影響と境界効果と間
伐効果の組み合わせから、種多様性回復を目指した効果的な森林管理について検討する。

 無間伐、間伐の2林分を設置し、広葉樹林との接地部に0.5㎡の種子トラップを境界からの距離別に9か所設置し、
毎月落下種子を調査した。埋土種子の推定は、境界からの距離別に4地点で土壌サンプルを採取し測定を行った。
また、間伐強度の異なる林分において広葉樹林の侵入、成長の測定を5年間行った。

・間伐区では散布種子および埋土種子の粒数と種数は境界線付近で最も高く、境界から離れるにつれて減少した。
しかし、種子の散布距離やパターンは種子の形態やサイズ、散布媒介者によって異なっていた。小種子や翼面荷重
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伐林分でみられた距離依存的減少傾向が間伐率が25~30%程度の弱度間伐によって解消された。
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*1：「森林の成立に伴う流域内酸中和機構の変化」ー植生と土層厚が酸中和機構に与える影響ー（日
林誌 81(3)1999 浅野友子・大手信人・内田太郎・浜田美鈴・勝山正則）

*2：「森林植生の樹種及び管理状態が小流域短期流出特性に及ぼす影響（日緑工誌、306-317、境

他）
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３ 現行成果指標の改善手法

３－１ 林野公共事業の多面的機能発揮効果

林野公共事業は、森林の有する多面的機能の発揮が主要な目的であり、森林整備保全事業により

森林の多面的機能の向上が目標である。このことから、森林の多面的機能の中でも、水源涵養機能、

山地災害防止機能 /土壌保全機能について、森林整備により機能が向上するシナリオを検討する必
要がある。森林の多面的機能発揮の状態を示すデータが得られるかどうか、森林整備履歴を示すデ

ータが得られるかどうか等は、シナリオ作成の前提条件となる。そこで、前述の平成2年、3年の林野庁

報告書を基に、水源涵養機能と山地災害防止機能/土壌保全機能について、機能発揮のメカニズム、
望ましい森林の姿、機能評価における森林整備と評価因子について整理し、ある程度のシナリオの形

態を作成した上で、近年の調査研究成果について検討することとした。多面的機能のうち、快適環境

形成機能、生物多様性機能については、収集文献の中から参考となると考えられる文献を要約掲載

することとした。

（１）水源涵養機能

表2―１４（１）、（２）は、「森林の整備水準・機能計量等調査報告書」（平成2年、3年、林野庁、旧

(財)林政総合調査研究所（現(財)林業経済研究所））から、洪水緩和機能と渇水緩和機能について、

計量的評価手法の概要をとりまとめたものである。水源涵養機能は、洪水緩和機能、渇水緩和機能、

水質浄化機能に分類して検討される。このうち、水質浄化機能は、ヨーロッパにおいては酸性雨によ

る河川、湖沼、土壌の酸性化、森林衰退などの影響に関する長期的研究が行われているが、我が国

では酸性雨による被害が少ないこともあって水質と森林に関する研究はそれほど多くは見られない。

森林の水質浄化機能は、腐植が多くバクテリアの活動が活発な森林土壌であって、根茎の良好な発

達がバクテリアを吸着・繁殖させることによるとしている。こういったバクテリアによる有機物の分解過程

による表層土壌層浸透過程と下層土壌層浸透過程における H+生成・消費量、土壌深部の CO2濃度

上昇による地下水アルカリ度の増加等から、渓流水の pH 濃度は土層厚の大きさによって決まると考

えられる*1。水質浄化機能については、こういった研究論文にも見られるように、森林土壌、土層厚、基

質等による影響が大きく、これらの効果を発揮するためには森林の貯留効果（渇水緩和機能）が高い

ことが前提条件となる。

洪水緩和機能については、前述の報告書作成時期の研究では、樹種・林相による機能発揮の相違

等が明確ではない等々の解説があった。最近の研究をみると、間伐遅れのヒノキ人工林では地表流

（ホートン型地表流）が発生し表面侵食が起こる
*2
（2008、恩田他）、あるいは、バイオマットフローという

根茎密集層が降雨排出速度を加速させる（2007、寺島・平野）という短期流出特性について言及し、

直根の生育が悪く水平根や細根が発達する特性を持つ苗で特徴的であると指摘する論文も見られる
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*1：「針葉樹人工林の生育がもたらす森林の水源涵養機能への影響」―針葉樹人工林と広葉樹林の１
次谷流域の流量観測からみえるものー（２010.２、千葉大学大学院理学研究科 地球生命圏科学専

攻 地球科学コース 斉藤 泰久）
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*1
が、論文数は少なく、保水容量、流域貯留量等の論文が多い。多面的機能についての議論が活発と

なった1990年代から既に25年を経過し、人工林の平均林齢が40年生以上となっていることから、間伐

遅れの人工林の渇水緩和機能（貯留量）が研究の主たるテーマとなっていると考えられる。

また、平成13年の学術会議の見解では「森林は中小洪水においては、洪水緩和機能を発揮する

が、大洪水においては顕著な効果は期待できない。大規模な洪水では、洪水がピークに達する前に

流域が流出に関して飽和に近い状態になるので、このような場合、ピーク流量の低減効果は大きくは

期待できない」とし、渇水緩和機能に関しては、「渇水流量に近い流況では（無降雨日が長く続くと）、

地域や年降水量にもよるが、河川流量はかえって減少する場合がある。このようなことが起こるのは、

森林の樹冠部の蒸発散作用により、森林自身がかなり水を消費するからである。森林は水を生み出す

わけではないこと、渇水流量が減少する場合もあること、しかしながら水資源確保上有利であること等

一見矛盾する事実を含めて、森林の水源涵養機能を正しく理解することが必要である」としている。森

林および林床植生の蒸発散量と貯留量等に関する研究論文が多くを占めている。

表2―9（１）の課題で示したように、洪水緩和機能においては、直根の成長が悪い条件では短期排

出速度が速まるが、一般的には森林土壌、土層厚の影響が大きく、森林の影響は小さいと考えられ

る。

以上のように、森林の状態と林内水文環境との関連性について最近の知見を検討する必要がある

と考えられる。こういった関係と近年の研究成果との関係について、図２－５、図２－６のように整理し

た研究事例もある。上述のように、樹種、林相等によって研究内容は、さらに細分化されているのが現

状である。

図２－５ 間伐による森林の水文環境の変化の整理事例（五味委員提供資料より）

間伐による森林の水文環境の変化
間伐

河川
流出量↑

作業道
作設

浸透能↓

樹冠
密度↓

蒸散量
↓

樹冠
遮断量↓

林内雨量
↑

光環境↑

林床
植生↑

土壌
水分量↑

土壌
浸透能↑

立木
密度↓

表面流
発生

土壌
貯留量↑

重機
利用

先行研究
あり

なし
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図２－６ 間伐による水文環境変化に関する代表的研究事例（五味委員提供資料より）

（２）山地災害防止機能

表２－９の林野公共事業の多面的機能発揮効果（３）は、前述と同様の報告書から、侵食防止、崩

壊防止、土石流・渓床変動防止機能についてとりまとめたものである。侵食防止・土砂流出防止機能

としては、森林整備との関連性が高いとしており、特に、下層植生、落葉落枝、根張り部による効果が

高いとしている。1990年以後、シカによる被害が増加しており、シカによる食害、根張り部被害等によ

る土壌侵食が東京都などで問題となった。

間伐に伴う林内環境及び水文環境の変化

直接流出

基底流出
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表２－１４ 林野公共事業の多面的機能発揮効果（１）

多面的機能区分 １．水源涵養機能

機能細分 １－１ 洪水緩和機能

機能発揮の機構 （１）水文学的条件

①土層への浸透量多

②土層の貯留量多

③降雨遮断量多（蒸散量多）

（２）形質

①発達した土壌孔隙構造

②地中深部まで連続した大孔隙構造

③単位面積あたり雨滴付着量多

（単位面積当たり蒸散量多）

（３）望ましい森林像

①土壌を維持発達させ深い根茎網を持つ樹種

②多葉量で樹冠のうっぺい度の高い樹種

③降雨遮断量（蒸散量）の多い樹種

④樹冠凸凹度の高い樹種

⑤成長力が旺盛な樹種

効果評価因子 ①樹高 地位級の高い林分ほど効果大

②樹冠疎密度 密ほど高い

立木密度 高い

凸凹度（階層別立木本数の多い林分ほど高い）

③林齢

年成長量最大林齢 高い

④森林整備

弱度の間伐 20％定性間伐の繰り返し

林野公共事業 ①森林環境保全直接支援事業の対象に準じる森林施業

との関係 ②治山事業保安林整備

③交付金事業のうち森林環境保全直接支援事業に準じる施業及び多面的

機能発揮交付金における森林整備

現行成果指標 ①国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

との関係 成長期に実施される、強度な除間伐ではない適度な除間伐。

間伐率の実績の把握は困難。

育成複層林化の推進。伐採面積に対する造林面積の割合等

樹木階層は樹冠凸凹度を高める。

②山崩れ等の復旧と予防

降雨遮断量を高めることにより土砂流出を防止。

③森林の多様性の維持増進
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③森林の多様性の維持増進
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育成複層林化の推進は樹冠凸凹度を高める

④森林資源の平準化の促進

若返りにより成長速度が高まる

課題 「森林の洪水流出への影響解析では、森林立木そのものの洪水緩和機能は

それほど多くなく、森林土壌層（ A 層、 B 層）にある」（塚本・大田 1984年、

1990年等）とする見解に対する近年の研究成果はあるか。
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表２－１４ 林野公共事業の多面的機能発揮効果（２）

多面的機能区分 １．水源涵養機能

機能細分 １－２ 渇水緩和機能

機能発揮の機構 （１）水文学的条件

①土層深部への浸透量多

②土層深部での貯留量多

③降雨遮断量（蒸散量）少

（２）形質

①発達した土壌孔隙構造

②地中深部まで連続した大孔隙構造

③単位面積あたり雨滴付着量少

（単位面積当たり蒸散量少）

（３）望ましい森林像

①土壌を維持発達させ深い根茎網を持つ樹種

②少葉量で樹冠のうっぺい度の小さい樹種

③降雨遮断量（蒸散量）の少ない樹種

④樹冠凸凹度の少ない樹種

⑤高齢で適度な成長

⑥人工林では強度な除間伐・枝打ちが実施されている森林

効果評価因子 ①樹高 地位級の高い林分ほど効果大

②樹冠疎密度 疎ほど高い

立木密度 低

凸凹度 低

③林齢

壮齢期以後の高齢林

④森林整備

強度の除間伐・枝打ち

林野公共事業 ①森林環境保全直接支援事業の対象に準じる森林施業

との関係 ②治山事業保安林整備

③交付金事業のうち森林環境保全直接支援事業に準じる施業及び多面的

機能発揮交付金における森林整備

現行成果指標 ①国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

との関係 成長期に実施される強度な除間伐

間伐率の実績の把握は困難なので間伐の実施状況。

課題 ○「森林土壌による流量調節作用があり、森林土壌を維持・発達させる森林

の成立が前提となる」という見解に対する近年の研究成果はあるか。

○森林の存在が洪水緩和機能に影響を与える効果は期待されるほどではな

く、森林の成立を前提とした上で発揮される効果は、渇水緩和機能にある

ので、水源涵養機能という場合には渇水緩和機能とした方が良い。

− 76 −



- 77 -

表２－１４ 林野公共事業の多面的機能発揮効果（２）

多面的機能区分 １．水源涵養機能

機能細分 １－２ 渇水緩和機能

機能発揮の機構 （１）水文学的条件

①土層深部への浸透量多

②土層深部での貯留量多

③降雨遮断量（蒸散量）少

（２）形質

①発達した土壌孔隙構造

②地中深部まで連続した大孔隙構造

③単位面積あたり雨滴付着量少

（単位面積当たり蒸散量少）

（３）望ましい森林像

①土壌を維持発達させ深い根茎網を持つ樹種

②少葉量で樹冠のうっぺい度の小さい樹種

③降雨遮断量（蒸散量）の少ない樹種

④樹冠凸凹度の少ない樹種

⑤高齢で適度な成長

⑥人工林では強度な除間伐・枝打ちが実施されている森林

効果評価因子 ①樹高 地位級の高い林分ほど効果大

②樹冠疎密度 疎ほど高い

立木密度 低

凸凹度 低

③林齢

壮齢期以後の高齢林

④森林整備

強度の除間伐・枝打ち

林野公共事業 ①森林環境保全直接支援事業の対象に準じる森林施業

との関係 ②治山事業保安林整備

③交付金事業のうち森林環境保全直接支援事業に準じる施業及び多面的

機能発揮交付金における森林整備

現行成果指標 ①国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

との関係 成長期に実施される強度な除間伐

間伐率の実績の把握は困難なので間伐の実施状況。

課題 ○「森林土壌による流量調節作用があり、森林土壌を維持・発達させる森林

の成立が前提となる」という見解に対する近年の研究成果はあるか。

○森林の存在が洪水緩和機能に影響を与える効果は期待されるほどではな

く、森林の成立を前提とした上で発揮される効果は、渇水緩和機能にある

ので、水源涵養機能という場合には渇水緩和機能とした方が良い。
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○ダムの集水面積が国土の72％以上であり、洪水防止に果たす森林の役割

は減少。
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表２－１４ 林野公共事業の多面的機能発揮効果（３）

多面的機能区分 ２．山地災害防止機能/土壌保全機能
機能発揮の機構 （１）浸食防止機能

①下層植生、落葉落枝堆積が雨滴浸食を防止

②下層植生、落葉落枝、根株が地表流下水のエネルギーを減殺し土砂流

出防止

③下層植生、落葉落枝が有機物を供給し土壌粗孔隙を増加。浸透量が増

加して地表流下水を減少。

④林木根茎が地表面の土壌を結合し、流水の侵食抵抗力増加。腐朽根茎

跡が浸透量を増加させ地表流下水を減少。

⑤気象緩和作用により地表面の凍結融解による侵食を軽減。

（２）崩壊防止機能

①根茎の発達による豪雨浸透水による崩壊防止。花崗岩、新第三紀層の

表層型2m 以内の小面積の浅いくずれ。傾斜変換部に多い。森林状態

と発生の危険性の関連が深い。

②豪雨時の地下水を原因とする崩壊と森林状態とは無関係。

③なだれによる崩壊には森林の防止効果がある。伐根は掘り返されて荒廃

する。

（３）土石流、渓床変動に対する防止機能

①比較的浅い崩壊に対しては森林の効果がある。

②崩壊、表面侵食による渓床への不安定土砂堆積の防止効果

③山腹斜面の浸透性を良好に保つ効果があるが、特定森林のみに期待す

べきではない。

④渓流沿いの大径木は土石流に対する緩衝作用。

（４）森林が崩壊を誘発する要因

①森林の透水性は良好だが、表層の透水性と深部の透水性に差違がある

と崩壊を誘発。

②森林重量は土層加重を増加させ重心を高めて土層の平衡を破壊。樹種

による根茎の違いが影響するか。

③風が強い場合、樹木の揺れにより崩壊を誘発。

効果評価因子 （１）土砂流出防止機能

①林種

天然林・人工林とも高、伐採跡地・無立木地・更新困難地は低、竹林高

②樹種

広葉樹・針広混交林は高、針葉樹は中

③林齢

50年以下は高、50年超は中

④樹冠疎密度
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表２－１４ 林野公共事業の多面的機能発揮効果（３）

多面的機能区分 ２．山地災害防止機能/土壌保全機能
機能発揮の機構 （１）浸食防止機能

①下層植生、落葉落枝堆積が雨滴浸食を防止

②下層植生、落葉落枝、根株が地表流下水のエネルギーを減殺し土砂流

出防止

③下層植生、落葉落枝が有機物を供給し土壌粗孔隙を増加。浸透量が増

加して地表流下水を減少。

④林木根茎が地表面の土壌を結合し、流水の侵食抵抗力増加。腐朽根茎

跡が浸透量を増加させ地表流下水を減少。

⑤気象緩和作用により地表面の凍結融解による侵食を軽減。

（２）崩壊防止機能

①根茎の発達による豪雨浸透水による崩壊防止。花崗岩、新第三紀層の

表層型2m 以内の小面積の浅いくずれ。傾斜変換部に多い。森林状態

と発生の危険性の関連が深い。

②豪雨時の地下水を原因とする崩壊と森林状態とは無関係。

③なだれによる崩壊には森林の防止効果がある。伐根は掘り返されて荒廃

する。

（３）土石流、渓床変動に対する防止機能

①比較的浅い崩壊に対しては森林の効果がある。

②崩壊、表面侵食による渓床への不安定土砂堆積の防止効果

③山腹斜面の浸透性を良好に保つ効果があるが、特定森林のみに期待す

べきではない。

④渓流沿いの大径木は土石流に対する緩衝作用。

（４）森林が崩壊を誘発する要因

①森林の透水性は良好だが、表層の透水性と深部の透水性に差違がある

と崩壊を誘発。

②森林重量は土層加重を増加させ重心を高めて土層の平衡を破壊。樹種

による根茎の違いが影響するか。

③風が強い場合、樹木の揺れにより崩壊を誘発。

効果評価因子 （１）土砂流出防止機能

①林種

天然林・人工林とも高、伐採跡地・無立木地・更新困難地は低、竹林高

②樹種

広葉樹・針広混交林は高、針葉樹は中

③林齢

50年以下は高、50年超は中

④樹冠疎密度
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疎は低、中が高、密が中

（２）土砂崩壊防止機能

①林種

天然林は高、人工林・竹林は中、それ以外は低

②樹種

広葉樹・針広混交林は高、針葉樹は中

③林齢

30年生以下は低、30年生～50年生は中、50年生超は高

④樹冠疎密度

密ほど高

林野公共事業 ①森林環境保全直接支援事業の対象に準じる森林施業

との関係 ②治山事業保安林整備

③交付金事業のうち森林環境保全直接支援事業に準じる施業及び多面的

機能発揮交付金における森林整備

現行成果指標 ①国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

との関係 成長期に実施される強度な除間伐・・・土砂流出防止機能

間伐率の実績の把握は困難なので間伐の実施状況。

②山崩れ等の復旧と予防

降雨遮断量を高めることにより土砂流出を防止。

③森林の多様性の維持増進

樹冠凸凹度、樹冠疎密度

課題 ○下層植生等の地表面状態の評価についての詳細な研究成果はあるか。

○平均崩壊深は有林地の方が深いという研究報告がある。根茎抵抗力の及

ばない深さの崩壊か、有林地の方が土層が厚いためか不明。

○地すべり等が発生している森林ではテンションクラックによる立ち枯れがみ

られ、災害の指標となるのでは。

○林齢が20年以下では、林地の崩壊に対する抵抗が小さい。伐根の腐朽が

進むことと関係。造林後10年～20年が最低となる。
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３－２ 森林整備と多面的機能との関連性

森林の成立を前提条件とした場合、つまり森林成立に関わる条件である森林土壌、地形、地質、気

象条件等を前提条件とした場合、地表物である森林を整備することによって多面的機能の効果が発

現されることは、全ての文献から共通に見られる。しかし、森林の整備状態によって効果の発現の程

度には差違があり、ある機能の効果の発現には森林整備がマイナスに作用するが、他の機能にとって

はプラスにも発現する。水源涵養機能の洪水緩和機能と渇水緩和機能の関係、山地災害防止機能/
土壌保全機能における土砂流出防止機能と土砂崩壊防止機能との関係等がこれに相当する。これら

については、前節で要点を整理していることから、成果指標「①国土を守り水を育む豊かな森林の整

備」については水源涵養機能/土壌保全機能、成果指標「②山崩れの復旧と予防」については土壌侵
食防止機能、土砂崩壊防止機能の観点から検討した

（１）国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

強度な間伐等の森林整備を行うと渇水緩和機能、土砂崩壊防止機能が高まるが、逆に洪水緩和機

能、土砂流出防止機能が低下する（洪水緩和機能については不明な部分が多い）。このように、個々

の林分の機能は、森林整備により変化するが、水源涵養機能では個々の林分ではなく流域単位程度

の連続した森林区域の評価が必要となろう。浸透力、地下貯留量、流下水等の調査研究では、流域

程度の森林区域における研究が多くみられる。量水堰による流出量の測定と評価は、古くから実施さ

れているが、降雨、遮断、蒸発散、浸透、貯留、流水等、作用間のタイムラグが計測を著しく困難にし

ており、海外における長期観測研究報告等を参照している事例も見られる。

一定の連続した森林区域において、水源涵養機能がバランス良く発揮されるため適切に整備され

た育成林の林型配置をどのようにすべきかを示すことは困難であり、さらに日本全国の状態を示すこと

となるとさらに困難であると考えられる。

このように森林の水源涵養、土砂流出・崩壊防止機能の発現においても森林整備のあり方には、正

反対の側面があることから、この成果目標では、良好な林床植生・林地被覆状態を維持することにより

良好な森林土壌が維持形成され、そのためにやや強度な間伐が必要であり、水源涵養機能の中でも

渇水緩和機能の効果に着目する必要があると考えられる。また、良好な林床植生、林地被覆状態は、

雨滴の直撃を緩和することから土壌侵食を防止する効果（土壌保全機能）があると考えられる。

洪水緩和機能と渇水緩和機能では、降雨遮断量、蒸散量の葉量によるコントロールが異なる。大田

（1990）らは洪水緩和機能について、森林整備によるコントロールの効果に顕著な効果がみられないと

して、水源涵養機能のうち渇水緩和機能を森林整備の対象としている。洪水緩和機能については、前

述のように間伐遅れのヒノキ林におけるホートン型地表流の発生やバイオマットフローによる短期排水

速度等の最新知見があるが、ダム整備の進展により森林による直接的効果は低くなっているとする見

解もある。

水源涵養機能の公益的機能評価は、林野庁においても経済効果として公表しているが、強度間伐
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３－２ 森林整備と多面的機能との関連性

森林の成立を前提条件とした場合、つまり森林成立に関わる条件である森林土壌、地形、地質、気

象条件等を前提条件とした場合、地表物である森林を整備することによって多面的機能の効果が発

現されることは、全ての文献から共通に見られる。しかし、森林の整備状態によって効果の発現の程

度には差違があり、ある機能の効果の発現には森林整備がマイナスに作用するが、他の機能にとって

はプラスにも発現する。水源涵養機能の洪水緩和機能と渇水緩和機能の関係、山地災害防止機能/
土壌保全機能における土砂流出防止機能と土砂崩壊防止機能との関係等がこれに相当する。これら

については、前節で要点を整理していることから、成果指標「①国土を守り水を育む豊かな森林の整

備」については水源涵養機能/土壌保全機能、成果指標「②山崩れの復旧と予防」については土壌侵
食防止機能、土砂崩壊防止機能の観点から検討した

（１）国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

強度な間伐等の森林整備を行うと渇水緩和機能、土砂崩壊防止機能が高まるが、逆に洪水緩和機

能、土砂流出防止機能が低下する（洪水緩和機能については不明な部分が多い）。このように、個々

の林分の機能は、森林整備により変化するが、水源涵養機能では個々の林分ではなく流域単位程度

の連続した森林区域の評価が必要となろう。浸透力、地下貯留量、流下水等の調査研究では、流域

程度の森林区域における研究が多くみられる。量水堰による流出量の測定と評価は、古くから実施さ

れているが、降雨、遮断、蒸発散、浸透、貯留、流水等、作用間のタイムラグが計測を著しく困難にし

ており、海外における長期観測研究報告等を参照している事例も見られる。

一定の連続した森林区域において、水源涵養機能がバランス良く発揮されるため適切に整備され

た育成林の林型配置をどのようにすべきかを示すことは困難であり、さらに日本全国の状態を示すこと

となるとさらに困難であると考えられる。

このように森林の水源涵養、土砂流出・崩壊防止機能の発現においても森林整備のあり方には、正

反対の側面があることから、この成果目標では、良好な林床植生・林地被覆状態を維持することにより

良好な森林土壌が維持形成され、そのためにやや強度な間伐が必要であり、水源涵養機能の中でも

渇水緩和機能の効果に着目する必要があると考えられる。また、良好な林床植生、林地被覆状態は、

雨滴の直撃を緩和することから土壌侵食を防止する効果（土壌保全機能）があると考えられる。

洪水緩和機能と渇水緩和機能では、降雨遮断量、蒸散量の葉量によるコントロールが異なる。大田

（1990）らは洪水緩和機能について、森林整備によるコントロールの効果に顕著な効果がみられないと

して、水源涵養機能のうち渇水緩和機能を森林整備の対象としている。洪水緩和機能については、前

述のように間伐遅れのヒノキ林におけるホートン型地表流の発生やバイオマットフローによる短期排水

速度等の最新知見があるが、ダム整備の進展により森林による直接的効果は低くなっているとする見

解もある。

水源涵養機能の公益的機能評価は、林野庁においても経済効果として公表しているが、強度間伐

*1：「荒廃ヒノキ人工林の強度間伐が森林水源涵養機能に与える経済効果の試算」（水文・水資源学
会誌 Vol. 23, No.6, Nov. 2010 pp. 437 - 443 南光一樹 恩田裕 深田佳作 野々田稔郎 山

本一清 竹中千里 平岡真合乃）

*2：「スギ・ヒノキ人工林における土壌理化学性による森林健全度評価の試み」（日緑工誌，34（1），227

−230，2008、田中賢治・朝日伸彦・杉本弘道・長山泰秀）
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による水源涵養機能の便益に関する研究報告もある
*1
。この研究では、手入れ不足のヒノキ人工林で

は「樹冠のうっ閉→林内の光環境悪化→下層植生の消失」というプロセスを経て林床の裸地化が進

み，林内でありながら表面流が発生し土壌侵食が発生している（恩田ら，2005；辻村ら，2006； Nanko
et al., 2008）とし、このような状況を改善するための強度間伐の効果として水資源貯留機能及び水質

浄化機能を取りあげ、その経済効果を試算をしている。強度間伐による効果としては、林内相対照度

が10～20％以上になると林床植被率が100％になり（複層林施業研究班，1983；清野，1990）、植被率

が高いほど浸透能が上昇する（平岡ら、2010）ことである。また、山口県が「やまぐち森林づくり県民税」

の導入のために間伐事業の経済的評価として、間伐前後の植被率の異なる林床で、現地散水実験に

より雨水貯留率を求めたことを参考に、三重県の荒廃ヒノキ人工林に散水実験を行い間伐前後の最

終浸透能を算出した（20.7・179.8mm/h ）。林床植被率は、間伐前を0％、間伐後3年間で100％とな

り、その効果が10年間継続するものとしており、間伐前後の水資源貯留率は、それぞれ0.332・0.471と

算出されている。その結果、植被率が100％に回復してから10年間の経済効果として、水資源貯留機

能で7,841万円/km2、水質浄化機能で1億3,562万円/km2という経済効果があるとしている。この試算

において、浸透強度、年間蒸散量の算出式を用いて仮定しており、樹冠遮断率β（小松ら、2007）、

Priestly-Taylor 定数α（ Komatsu,2005)により算出している。研究課題として、植被率が0％から100

％に回復することを前提としていることから過大評価の可能性を指摘しており、間伐率と植生回復に関

する研究が必要としている。

費用対便益の評価としては経済性についての考え方等が問題となる場合があるが、効果算出モデ

ルについては参考になるものが多い。一方、文献においても、高密度ヒノキ林の事例に集中しており、

スギ等の樹種、林相による相違、落葉落枝等の効果についてはほとんど見られない。

一方、森林整備（枝打ち、間伐）による有効性（健全性）の定量的評価に関する文献も見られる *2。

島根県のスギ・ヒノキ林（スギ：41、47年性、ヒノキ：39年性）について島根県の「水と緑の森づくり税」に

よる「森づくり資源活用実践事業」で実施した結果である。林木の混み具合を示す形状比、相対幹距

比による森林整備との関係、林内照度と下層植生の関係（2％の上下）、土壌中の pH と土壌養分

（ EC ）、塩基飽和度（ CEC ）の測定結果、土壌の化学的緩衝能力の試験結果によって、森林の健全
度を評価した。未整備林やササ sp が下層を占有する森林では、土壌の劣化が著しく、化学的緩衝力
が低い結果となった。このことは、高齢化する育成林を未整備のまま放置すると降雨によって容易に

土壌養分が流出し、高齢林の更新が困難となることを示している。また、形状比、相対幹距比等の混

み具合を示す指標だけでは、森林土壌の健全度は示されないともしている。

以上のように、森林整備と林内水文環境との関係について、今後高齢化が進む育成林に対応した

森林生態系の健全度を示す指標の開発が必要となろう。
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*1：間伐が森林の持つ表層崩壊防止機能に及ぼす評価手法の開発（ Landslides-Journal of the
Japan Landslide Society Vol.41, No.3 (2004), September, pp.225-235 阿部和時・黒川潮・竹

内美次）

*2：植木委員から情報提供された論文から引用した。
引用論文：「間伐後の経過年数による根系の崩壊防止機能の違い」（中森研 No.56 今井、北原、

小野）

「間伐がカラマツ根系の崩壊防止機能に及ぼす影響」（中森研 No,56 伴、北原、小野）
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（２）山崩れ等の復旧と予防

山地災害危険地区等において実施される山腹工・渓間工等の予防・復旧工事が成果指標の対象

であり、森林の多面的機能との関連性はないと言えるが、侵食・崩壊等の予防における森林の機能と

の関連性は考えられる。

侵食防止機能としては、下層植生・林地被覆による雨滴直撃エネルギーの緩和作用である。森林

地域でのホートン型地表流の発生はないと言われるがヒノキ林の最近の研究では発生するとされ、林

種・林相によって飽和型地表流の発生程度（降雨量との関係）には差があるという知見もある。林地被

覆、根茎の発達状況によって差違があると考えられる。崩壊防止機能では深度2m 程度までは効果が

高く根茎の発達状況、樹種によって防止機能に差が見られる。地下水や岩盤崩壊等を原因とする地

すべりについては、森林は無関係とされている。この森林が有する表層崩壊防止機能は、崩壊すべり

面に生育する根が土のせん断抵抗力を補強することによって発揮されると考えられている(遠藤・鶴田,

1969)。森林の成長、伐採による根株の抵抗力を測定して崩壊防止機能の変化を論じた報告例もある

（北村、難波 1981、塚本 1987、阿部 1997）。高密度で放置された高齢人工林、強度間伐の人工

林等での崩壊防止機能についての報告がある
*1
。表層土、地すべり面を貫いて基岩層に達した根が、

表層土の移動（すべり）により変形して根に張力が生じて崩壊を防止するが、根による土のせん断抵

抗力は引き抜き抵抗力によって推定することが可能である。根による土のせん断抵抗力補強強度を推

定するために、スギ根茎分布推定手法（ ABE and IWAMOTO (1990)）を用い、相対成長曲線式によ

りスギ根茎重量を求め、根茎体積に換算し、土層厚別の根の体積をワイブル分布関数によって推定

し、土層内の根の直径を求め、すべり面における根の直径別本数を算出する。この結果を用いて、す

べり面における林木の直径階別に根の本数を推定し、引き抜き抵抗力の測定結果との相関式を求め

る。こういった関係式を用いて、間伐林分、非間伐林分の表層崩壊防止力を求めて考察している。こ

の報告の結論について、「シミュレーションでは間伐を多く実施した疎な林分ほど崩壊防止力は低くな

ると評価されたが、現在のところこの結果の信頼性を検証する手段はない。しかし,シミュレーション結

果から推察すると、間伐の実施によって崩壊防止力を高めるのではなく、間伐によって病虫害や気象

害に対する抵抗力が強い健全な森林を育成し,その健全な森林が持つ崩壊防止力によって崩壊を未

然に防止すると考えるのが合理的と思われる。」としている。

間伐による土砂崩壊防止効果に関する他の研究報告
*2
では、ヒノキ林の間伐では水平根（深度50

cm 程度以内）の成長により崩壊防止力が高まり、間伐後の経過年数が大きくなるほど高まるという報

告もある。また、カラマツ林の間伐の有無による崩壊防止機能の差を分析した報告もある。この報告で

は、カラマツ根茎の根茎分布傾向から、間伐林の方が無間伐林よりも単位断面積当たりの引き抜き抵

抗力合計値（⊿ C ）が高くなるが、立木間隔が広がるにつれて両林分の⊿ C 値の差が小さくなるとい
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（２）山崩れ等の復旧と予防
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であり、森林の多面的機能との関連性はないと言えるが、侵食・崩壊等の予防における森林の機能と

の関連性は考えられる。

侵食防止機能としては、下層植生・林地被覆による雨滴直撃エネルギーの緩和作用である。森林

地域でのホートン型地表流の発生はないと言われるがヒノキ林の最近の研究では発生するとされ、林

種・林相によって飽和型地表流の発生程度（降雨量との関係）には差があるという知見もある。林地被

覆、根茎の発達状況によって差違があると考えられる。崩壊防止機能では深度2m 程度までは効果が

高く根茎の発達状況、樹種によって防止機能に差が見られる。地下水や岩盤崩壊等を原因とする地

すべりについては、森林は無関係とされている。この森林が有する表層崩壊防止機能は、崩壊すべり

面に生育する根が土のせん断抵抗力を補強することによって発揮されると考えられている(遠藤・鶴田,

1969)。森林の成長、伐採による根株の抵抗力を測定して崩壊防止機能の変化を論じた報告例もある

（北村、難波 1981、塚本 1987、阿部 1997）。高密度で放置された高齢人工林、強度間伐の人工

林等での崩壊防止機能についての報告がある
*1
。表層土、地すべり面を貫いて基岩層に達した根が、

表層土の移動（すべり）により変形して根に張力が生じて崩壊を防止するが、根による土のせん断抵

抗力は引き抜き抵抗力によって推定することが可能である。根による土のせん断抵抗力補強強度を推

定するために、スギ根茎分布推定手法（ ABE and IWAMOTO (1990)）を用い、相対成長曲線式によ

りスギ根茎重量を求め、根茎体積に換算し、土層厚別の根の体積をワイブル分布関数によって推定

し、土層内の根の直径を求め、すべり面における根の直径別本数を算出する。この結果を用いて、す

べり面における林木の直径階別に根の本数を推定し、引き抜き抵抗力の測定結果との相関式を求め

る。こういった関係式を用いて、間伐林分、非間伐林分の表層崩壊防止力を求めて考察している。こ

の報告の結論について、「シミュレーションでは間伐を多く実施した疎な林分ほど崩壊防止力は低くな

ると評価されたが、現在のところこの結果の信頼性を検証する手段はない。しかし,シミュレーション結

果から推察すると、間伐の実施によって崩壊防止力を高めるのではなく、間伐によって病虫害や気象

害に対する抵抗力が強い健全な森林を育成し,その健全な森林が持つ崩壊防止力によって崩壊を未

然に防止すると考えるのが合理的と思われる。」としている。

間伐による土砂崩壊防止効果に関する他の研究報告
*2
では、ヒノキ林の間伐では水平根（深度50

cm 程度以内）の成長により崩壊防止力が高まり、間伐後の経過年数が大きくなるほど高まるという報

告もある。また、カラマツ林の間伐の有無による崩壊防止機能の差を分析した報告もある。この報告で

は、カラマツ根茎の根茎分布傾向から、間伐林の方が無間伐林よりも単位断面積当たりの引き抜き抵

抗力合計値（⊿ C ）が高くなるが、立木間隔が広がるにつれて両林分の⊿ C 値の差が小さくなるとい
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う結果であり、崩壊防止機能を高めるためには、立木間隔を３～４ m 前後になるような間伐施業が必

要であるとしている。

（３）飛砂害、風害、潮害等の防備

飛砂防備保安林、防風保安林、潮害防備保安林等における森林機能である。多面的機能では、快

適環境形成機能に分類される。

１）海岸林の津波減衰効果

海岸林の津波減衰効果に関する文献は、東日本大震災前後で研究テーマに若干の相違が見られ

る。大震災以後では、海岸林の再生に関する文献が多くなり、林帯幅と盛土等との関係に関する文献

も多い。

２）飛砂防止効果

飛砂防止については、林帯幅と葉面積密度との関係、飛砂量の減少率と林帯幅の関係、本数調整

等の施業方法による効果等が考えられる。

（４）森林の多様性の維持増進

多様な樹種や階層からなる森林への誘導を目的とした整備であり、成果指標では育成単層林から

育成複層林への誘導面積の割合としている。育成単層林においても強度な間伐によって低木樹種数

は増加し、高層に造林木、中層・低層に侵入樹種という階層構造が成立する。

３－３ 現行成果指標の改善案について

「現行成果指標の検証」において検討された課題及び、多面的機能と成果指標の関連性について

の文献による検討結果等から、現行成果指標別の改善案を下記のように検討した。

（１）国土を守り水を育む豊かな森林の整備・保全

１）対象とする森林についての検討

水源涵養機能、山地災害防止機能/土壌保全機能に区分された育成単層林を対象としている。森
林の機能の特性をみると、森林の成立を前提条件とすれば、どのような森林であっても効果の大小は

あるが一定の効果があると言える。その中でも、森林の機能区分区域では、特に効果の発揮が期待さ

れることから機能区分区域（水源涵養機能区域及び山地災害防止機能/土壌保全機能区域）の森林
を対象としたが、森林整備保全事業の対象森林は、全ての森林であり、大多数は育成林で実施され

ていることから、機能区分によらず育成林を対象とした方が一般的ではないかと考えられ、特に機能

区分区域において効果が期待されるとして、そのうちの育成林面積及び全面積中の比率を参考数値

として掲載することも検討する必要がある。

２）事業実績との関連性についての検討

現行成果指標では、除間伐施業により機能が改善する森林の割合に、無間伐林分のうち良好な状
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態の森林の割合を加算した割合を成果指標としている。事業は、3齢級以上の除間伐対象林分となっ

ており、森林環境保全直接支援事業における、除伐、保育間伐、間伐及びこの基準に準ずる事業、

治山事業保安林整備事業の本数調整伐等が対象である。従って、事業実績は、これらの除間伐及び

これに準ずる施業の実績ということになる。

理想的には、成長期である12齢級頃までに除間伐が適正に行われることにより、13齢級以後の森

林は、林床植生等の被覆度が高まり、機能が良好に維持される。このように全ての森林が理想的な施

業状況であれば、13齢級以上の森林は良好な状態の森林と言える。この場合、3齢級から12齢級まで

の過去5年間に除間伐が実施された森林の割合に、13齢級以上の森林の割合の合計が、良好な森林

の現状の割合であり、今後5年間、除間伐が実施されなかったとした場合、除間伐により機能が維持さ

れる効果有効期間が5年間であるとすると、過去の除間伐が実施された森林は今後5年間で機能が低

減し、5年後に13齢級以上となる森林だけが機能が良好な森林となる。以上を整理すると下記のように

なる。

＜ A ：全ての森林で除間伐施業が理想的に実施されたとした場合＞
現状の良好な森林の割合＝過去5年間の3齢級から12齢級の除間伐面積の割合＋

現状13齢級以上の森林の割合

5年後の良好な森林の割合＝今後5年間で3齢級から12齢級で実施される除間伐面積の割合＋

5年後の13齢級以上の森林の割合

今後5年間除間伐をしない場合の良好な森林の割合＝5年後の13齢級以上の森林の割合

注：除間伐対象最高齢級を12齢級としているが、現行制度の基準を基にしている。

この算定の考え方をベースとすると、下記のような算出方法が考えられる。

＜ B ：間伐手遅れ林分が発生している場合＞
間伐手遅れ林分がある場合には、何らかの調査手法により13齢級以上の間伐手遅れ林分の割合

を推定しておく必要がある。また、林床植生の回復については、13齢級以上の間伐手遅れ林分であっ

ても択伐等により林内照度を上げれば回復するため、13齢級以上の更新伐の効果を加味する必要が

あるが、間伐手遅れ林分の割合がわかれば13齢級以上の森林の割合に更新伐分は含まれることにな

る。

現状の良好な森林の割合＝過去5年間の3齢級以上12齢級以下の除間伐面積の割合＋

現状13齢級以上の森林割合－

現状13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

5年後の良好な森林の割合＝今後5年間で3齢級以上12齢級以下のの除間伐面積の割合＋

5年後の13齢級以上の森林の割合－

5年後の13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

今後5年間間伐をしない場合の良好な森林割合＝5年後の13齢級以上の森林の割合－

5年後の13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

以上は、いずれの場合も3齢級から12齢級の除間伐の効果は、5年間は維持されるとした考え方で

ある。強度な間伐であれば、効果の持続期間はかなり長くなり、特に25年生前後で強度な間伐（スギ

の場合）を実施すれば下層植生の生育は長期に亘るという事例もみられる。
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＜平均的間伐率と林内照度の平均的維持期間に関する補足調査の必要性＞

文献等により、間伐率の下層植生の回復、樹冠うっぺいまでの時間等に関する知見とともに、林業

地域を中心としたスギ、ヒノキに関する同様の調査を実施し、平均的間伐率とその効果期間を求める。

＜13齢級以上の間伐手遅れ林分の発生率の推定＞

①森林生態系多様性基礎調査データを基に、地位級が低く植被率の低い森林の相対頻度を求め

る。

②林業地域を中心に、13齢級以上でそれまで間伐されずに放置された森林の地域における割合

を調査する。

以上の調査結果を基に、13齢級以上の手遅れ林分の割合を求める。

＜試算１：間伐の効果期間5年間の場合＞

①過去5年間の3齢級から12齢級までの年間間伐面積 50万 ha
②今後5年間の同齢級間の年間除間伐面積 50万 ha
③現状の3齢級から12齢級までの面積 850万 ha
④現状の13齢級以上の面積 114万 ha
⑤5年後の13齢級以上の面積 203万 ha
⑥13齢級以上の手遅れ林分の割合 35%
⑦全森林面積 980万 ha
現状の良好な森林の割合＝過去5年間の3齢級以上12齢級以下の除間伐面積の割合＋

現状13齢級以上の森林割合－

現状13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

＝(250万 ha＋114万 ha－114×0.35)/980

=３４％
5年後の良好な森林の割合＝今後5年間で3齢級以上12齢級以下のの除間伐面積の割合＋

5年後の13齢級以上の森林の割合－

5年後の13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

＝（250＋203－203×0.35）/980

＝３９％

今後5年間間伐をしない場合の良好な森林割合＝5年後の13齢級以上の森林の割合－

5年後の13齢級以上の間伐手遅れ林分の推定割合

＝（203－203×0.35）/980

＝１３％

間伐の効果期間を5年間とし、13齢級以上の間伐手遅れ林分の発生割合を35％とした場合、

現状の良好な森林の割合は、34％であり、今後5年間で250万 ha の間伐を実施した賭した場合
には39％まで上昇し、間伐をしなかった場合には13％にまで低下する。

＜試算２：間伐の効果期間10年間の場合＞

過去10年間の毎年の除間伐面積を50万 ha とする以外は、試算1と同様の条件とする。

現状の良好な森林の割合＝(500万 ha＋114万 ha－114×0.35)/980
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=59％

5年後の良好な森林の割合＝(500＋203－203×0.35）/980

＝64％

今後5年間間伐をしない場合の良好な森林割合

＝（250＋203－203×0.35）/980

＝３９％

間伐の効果期間を10年間とすると、現状の良好な森林の割合は59％、5年後には64％に上昇し、

5年間間伐をしなければ、39％に低下する。

今後、13齢級以上の森林の割合が上昇していくことから、3齢級から12齢級の除間伐面積が減少

し、13齢級以上の面積が急激に増加する。ちなみに10年後には、3齢級から12齢級の人工林育成単

層林面積は634万 ha と減少し、13齢級以上の面積は、345万 ha と増加する。3齢級から12齢級の面

積は30％減少するので、今後5年間の毎年の除間伐面積も30％減少するとして35万 ha とすると、現
状の割合は約74％、その後5年後の割合は82％と上昇する。13齢級以上の面積が急激に上昇するた

めに良好な森林の割合も上昇する。13齢級以上の森林が増加すると、恐らく、手遅れ林分の割合も上

昇すると考えられることから、仮に35％としている発生率についても、将来は高くなると想定される。

このように、実績データと、平均的間伐効果期間、手遅れ林分の発生割合の調査推定値（仮に高

齢林高密度林分係数）とによって算出可能であると考えられる。

一方、手遅れ林分についても、更新、混交林化が必要なことから、この算定手法に育成単層林から

育成複層林への誘導率等を付加することによって、育成複層林も含めた良好な森林の割合を算出す

ることも可能であろう。

３）育成複層林化、治山事業による復旧再生森林等の事業成果を含める場合

下記のように対象森林を拡大して、その割合を、現状成果指標に付加する方法である。

①今後5年間で育成単層林から育成複層林に誘導される森林面積・・・分母は育成林面積

成果指標④森林の多様性の維持増進の育成単層林から複層林への誘導した面積を付加する。

②成果指標②山崩れの復旧と予防における危険地区森林面積のうち、一部概成以上となった地区

の森林面積を付加。

４）除間伐以外の施業実績を付加する場合

上間伐以外の施業実績を付加することを検討する必要がある。

①造林面積についての検討（育成単層林を対象）

○（過去5年間の皆伐面積）ー（過去5年間の再造林面積）＝（現状の造林未済地）

○（今後5年間の皆伐面積）＋（現状の造林未済地）ー（今後5年間の再造林面積）

＝（5年後の造林未済地）

○造林未済地が増加すれば、良好な森林面積は減少

○造林未済地が減少すれば、良好な森林面積は増加

②下刈りは対象外

③枝打ちは、落枝落葉を増加させ林地被覆度を高めるので、枝打ち面積を付加
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①造林面積についての検討（育成単層林を対象）

○（過去5年間の皆伐面積）ー（過去5年間の再造林面積）＝（現状の造林未済地）

○（今後5年間の皆伐面積）＋（現状の造林未済地）ー（今後5年間の再造林面積）

＝（5年後の造林未済地）

○造林未済地が増加すれば、良好な森林面積は減少

○造林未済地が減少すれば、良好な森林面積は増加

②下刈りは対象外

③枝打ちは、落枝落葉を増加させ林地被覆度を高めるので、枝打ち面積を付加

- 88 -

５）保安林と保安林以外を区分する場合

現行成果指標では、育成単層林を対象としており、保安林指定等の制限林の区分はしていない。

保安林、中でも水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林は、この成果目標その

ものであり、保安林として森林整備されていることから機能は発揮されていると考えられる。このことか

ら、成果指標を対象森林別に二つに区分する方法が考えられる。一つは、保安林以外の育成単層林

についてであり、これは現状と同じとする。保安林については、整備目標と達成率で示す方法である。

図2―5は、森林資源現況調査を基に、林種体系別の保安林面積を、第3期基礎調査データ（4カ年

分）により推定したものであり、面積に保安林指定の重複はない。育成単層林のうち保安林面積は約4

04万 ha 、普通林は622万 ha程度と推定される。

図２－５ 保安林面積の推定（重複なし）

６）ソフト面の参考指標案について

ソフト面における関連事業を参考指標とする案である。

○森林経営計画の策定率。

○林業指導・間伐推進等の対策をとっている市町村数、森林組合数

都道府県を通してアンケート調査による調査が必要。

７）目標整備面積、整備率を参考指標とする場合

地域森林整備計画における目標除間伐面積。

整備率

間伐対象森林面積に対する目標除間伐面積の割合

要間伐森林面積に対する目標除間伐面積の割合

８）管理主体別に目標を設定する案

公共事業の管理主体別に成果指標を設定する案である。

○国が直接管理している森林

単位：千ha
第3期（4カ年分）基礎
調査データより推定

普通林（育成単層林）
60.6%

育成単層林 育成単層林 6,220
10,079 10,264

保安林（育成単層林）
39.4%

人工林 育成林 4,044
10,269 11,271

普通林（育成複層林）
36.7%

育成複層林 育成複層林 370
189 1,007

計画対象森林 保安林(育成複層林）
H24現況調査 67.3%

23,617 678

育成単層林
185 普通林（天然生林）

49.6%
天然林 育成複層林 天然生林 6,123
13,348 818 12,344

保安林（天然生林）
天然生林 50.4%
12,344 6,221
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国有林野事業、直轄治山事業、水源林造成事業

○都道府県、市町村が直接管理している森林

○私有林等の森林

（２）山崩れ等の復旧と予防

１）ハード面の参考指標

○目標施設整備数に対する整備率・・・現行指標においても提示

○危険地区の森林面積に対する一部概成以上の森林面積の割合

○管理主体別の整備率

国直轄事業

都道府県管理による事業

○復旧地区・予防地区別整備率

東日本大震災の復旧は現行成果指標

大震災以外の復旧整備率

予防治山事業の整備率

２）ソフト面の安心対策に関する参考指標

ハザードマップの作成市町村

避難計画の策定市町村、避難訓練の実施市町村数

危険地区・避難方法の周知対策の実施市町村数

（３）飛砂害、風害、潮害等の防備

１）病虫害対策に関する参考指標

病虫害（マツクイ虫）被害面積と対策面積を参考指標とする案であるが、林野庁が実施している森

林被害報告調査では、被害森林について海岸林を区分していないことから、新たに被害森林に海岸

林を付加する等の調査方法の検討が必要である。

２）飛砂防止柵等の老朽化対策に関する参考指標

飛砂柵等の老朽化対策、長寿命化対策等の実施状況を別途調査する必要がある。

３）海岸林の総合利用状況の参考指標

海岸林が公園、観光地、景勝地として利用されている面積、利用者数等を別途調査する必要があ

る。

（４）森林の多様性の維持増進

１）高齢化、人口減少に伴って手入れが困難となる森林状況を参考指標化

別途調査が必要であるが、国土のグランドデザイン2050の主要テーマとなっている無住化問題にも

関係しており下記のような調査による推定結果を参考指標とすることが考えられる。

○森林整備が困難となっている森林面積の現状及び将来状況の推定

市町村、森林組合等へのアンケート調査により推定

２）育成複層林への誘導対策に関するソフト指標

○上記対策として複層林化等を進めている市町村数等

（５）森林環境教育の推進
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１）森林空間総合利用状況の参考指標

外国からの観光客数が1,000万人を超えており、観光立国を目指し、倍増の計画もあることから、森

林自然環境を観光目的とする入込者数について成果指標として検討する必要がある。

２）森林環境教育の指導者数、教育を実施している学校数等については、市町村へのアンケート調

査により把握可能なことからも指標化が可能ではないかと考えられる。。

（６）森林資源の循環利用の促進

１）利用可能資源量の増加量に対する利用量の割合についても参考指標として検討する必要があ

ると考えられる。

２）木材利用等資源の需要量の将来見通しが重要であり、国産材の見通しを示すことも必要ではな

いかと考えられる。その上で、木材利用の推進施策、循環利用推進施策等の積極的な取組を行って

いる市町村数等も別途アンケート調査等により推計し、参考指標とすることが考えられる。

（７）森林資源の平準化の促進

１）目標造林面積に対する達成率を指標とする方法

仮に90年輪伐期の法正林を想定すると、対象森林面積の１／９０が毎年の造林面積となる。現状の

森林構成がどのような状態であっても、目標とする輪伐期までの期間に毎年１／９０の面積を伐採・造

林すれば、90年後には法正林状態に移行する（田中委員からの提案意見）。このことから、目標造林

面積の設定と達成率を指標とする方法が考えられる。

２）循環利用対象森林面積を絞り込む方法

図２－５を参考に、育成単層林のうち保安林については皆伐をしない更新方法によるものとすると、

現状では普通林の622万 ha が対象となる。この森林がすべて循環利用されるとして、上記考え方で9

0年輪伐期を仮定すると、毎年約7万 ha （基本計画の目標造林面積にほぼ一致する）の伐採・造林面
積が理想的な目標となる。現状の再造林面積は年間2万 ha 程度であるが、長期的な木材需給の見
通しが立てられる期間における目標再造林面積を設定して、達成率で評価する方法が考えられる。現

状の齢級構成は、ほぼ正規分布に適合する山型であるが、将来的には、この山型の形のまま、利用

が進むに従って山型の形が縮小する。１）の考え方と同じであるが、対象森林を限定することにより、

目標面積は大きく異なる。地位級の低い普通林等を除外することにより、さらに目標造林面積は少なく

なる。この成果指標を目標造林面積と達成率とする場合には、基本計画で示されている木材需給量

の長期見通しによって目標造林面積を推定することが必要である。

（８）森林資源を活用した地域づくりの推進

１）全国森林計画（平成25年10月）（平成26年4月～平成41年3月）との関係

全国森林計画の間伐による伐採材積量は、今後15年間で43,777万 m3 であり、今後5年間の間伐

伐採材積量は、14,592万 m3となるが、この目標に対して上位の流域（目標流域数）による伐採材積量

の割合等も参考指標となると考えられる。

２)流域での搬出間伐、木材利用の推進状況を示すソフト指標として、森林・木材産業振興等積極

的な取組を行っている市町村数をアンケート調査等により把握し、参考指標とすることも可能と考えら

れる。
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