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1.  指針の位置づけ 

1. 1  経緯 
 わが国の人工林は資源が量的に充実しており，これらを有効に利用する観点からも，森林整備や路網

整備などを進める必要がある。 

 一方で，近年，台風等に伴う集中豪雨により，広域の森林において，これまでの想定を上回る規模の

激甚な林地荒廃や林道施設災害等が発生しており，住宅地，公共施設を守る土砂流出防止機能の高い森

林づくりへの国民の要望が従来にないほど高まってきている。 

 しかし，これまでの施業方法の体系は木材生産を主眼とした林業経営主体のものであり，土砂流出防

止機能に着目した施業方法についてはあまり研究が進んでいない。 

 こうしたことから，森林整備及び路網整備の加速化を進めつつ，より一層土砂流出防止機能の高い森

林づくりを推進していくため，平成 24 年度より土砂流出防止機能の高い森林の形態や，そのために必

要な施業について調査・分析を行ってきた。 

 指針の作成に当たっては，平成 24 年 8 月から 3 カ年，合計 9 回の検討委員会での現地調査，各種試

験，議論等を経て，今後の土砂流出防止機能の高い森林への誘導，造成等を総合的に検討した『土砂流

出防止機能の高い森林づくり指針』を作成した。 

 

1. 2  土砂流出防止機能の高い森林とは 
 災害に強い森林とは，森林の機能のひとつである「土砂災害防止機能／土壌保全機能」を有する森林

が該当する。土砂災害防止機能は「森林が根系を張り巡らすことによって土砂の崩壊を防ぐ役割」とさ

れており，根系が伸張・発達することで効果を発揮すると考えられている。また，森林は表層崩壊と従

属的に生じる「土石流発生防止・停止促進機能」も有しておりこれらの機能を持つ森林を『土砂流出防

止機能の高い森林』と定義できる。 

 

 

  

ネット状に広がるコナラの水平根 
30cm ほどを掘り出したもの 土石流を止めたスギ 
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1. 3  本指針の適用範囲 
1. 3. 1  対象とする災害形態 

 本指針で対応できる災害形態は，樹木根系の分布を勘案し，表層崩壊およびこれらによって発生した

土砂が流下する土石流などを主とした土砂災害を対象とする。また，樹木根系の伸張・発達を促す施業

を実施することは，適度な密度で森林を管理することにつながるため，林床植生による表面侵食防止効

果を高めることになる。 

 

  
凹地から起こる崩壊 若齢林での崩壊 

  
立木を巻き込んだ土石流 林床植生が繁茂したヒノキ林 

 

1. 3. 2  施業エリア 

本指針を実施する森林施業エリアは，ゾーニングを行い，土砂流出防止機能の高い森林を実施するエ

リアと，それ以外の通常の管理を行うエリアとを分け，優先順位をつけ整備を実施することを基本とし

ている。もちろん，土砂流出防止機能の高い森林施業の実施は，適切な密度管理が主体となるため，結

果として，生産林の機能を向上させることにもつながる。 
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1. 4  本指針の施業形態 
 土砂流出防止機能の高い森林は，土中に根系が伸長・発達することで効果を発揮する。その効果を発

揮するには，求める森林の機能によって異なるが，高木となりかつ平均胸高直径 20cm 程度が必要だと

考えられる。人工林で考えた場合，これを確保するには，少なくとも 30～40 年生程度の森林というこ

とになる。そのため，土砂流出防止機能の高い森林の施業形態は，長期間にわたる施業が基本となる。 

 

1. 5  土砂流出防止機能の高い森林づくり検討フロー 
 土砂流出防止機能の高い森林整備を実施するためのフローを図 1-1 に示す。 

 

図 1-1 土砂流出防止機能の高い森林づくりフロー 

広域調査(本指針 2章) 

広域の流域単位の広がりから災害が発生しやすい流域を抽出する 

注意すべき立地環境の評価 

・地形 
・地質 
・土壌 

植物生育環境の評価 

・植生図 

・希少種等 

社会環境の評価 

・保全対象 
・法指定区域 
・災害履歴 

土砂流出防止機能の高い森林の必要性について広域的評価 

森林の現況調査(本指針 3章) 

対象地域およびその周辺の状況を把握し，森林づくりのための基礎的資料を得る 

現地立地環境の把握 
・地形 
・土質・地質 
・土壌 
・地下水 

林況の把握 

・森林調査 

・動物・病虫害 

土砂流出防止機能の高い森林づくりの実施(本指針 4章) 

保全対象の把握 

土砂流出防止機能の高い森林の必要性について判断 

整備計画の立案 

整備目標の設定 

・森林の機能区分の設定 
・林種区分の設定 

整備目標の決定 

・森林整備指標値との現況との比較 

森林整備の実施 

モリタリングの実施，評価，改善の実施 
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2.  広域的調査（予備・事前調査） 

2. 1  広域的調査概要 
 

 広域的調査は，地理情報システム(GIS)などを活用し，広域な流域単位の広がりから災害が発生しや

すい流域を抽出することを目的とする。 

 

2. 1. 1  広域的調査の目的 

県全体や市町村などの広域な森林を対象に森林整備を検討する場合，森林の土砂流出防止機能を重視

すべきか，木材生産等といった機能を重視するか，優先順位をつけて整備を進めていくことが効果的な

森林整備につながる。 

本章では，ゾーニングによる優先度の設定および整備方針検討，施業計画立案における樹木の生育条

件（適地適木）を推定するための基礎資料を収集することを目的とし，既存の資料等を用いて対象地域

における広域調査を行う。 

この調査は，広域を対象とするため，地理情報システム(GIS)等を活用し資料を整理していくことが望

ましい。 

 

2. 1. 2  広域的調査フロー 

本章で実施する調査フローを図 2-1 に示す。 

 

図 2-1 広域的調査のフロー 

 

  

立地環境の評価 

2.3 地形予備調査 

2.4 地質予備調査 

2.5 土壌予備調査 

植物生育環境の評価 

2.6 林況・植生調査 

社会環境の評価 

2.7 社会環境調査 

広
域
的
調
査
に
よ
っ
て
整
備
の
優
先
度
を
検
討 

森林整備実施の可能性評価 

2.2 森林概況調査 

地理情報システム 

GIS による整理 
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2. 2  森林概要調査 
 

本指針で検討する内容が，地域森林計画等で示される森林整備の方向性と可能な限り整合して

進められることが望ましい。そのため，地域森林計画に基づき，地域における森林の位置づけ，

求められる公益的機能，既に計画，実施されている森林整備の内容，方針を把握する。 

 

森林はその多様性から，以下のような機能を有するとされている（森林の多面的機能）。 

・生物多様性保全 ・地球環境保全 ・土砂災害防止機能／土壌保全機能 ・水源涵養機能 

・快適環境形成機能 ・保健・レクリエーション機能 ・文化機能 ・物質生産機能 

 

これらの機能は，地域の森林計画において地域の実情に応じてゾーニングされ，整備が進められてい

る。本指針では，各種調査をもとに，より高い土砂流出防止機能が求められる森林を絞り込み，整備を

進めることを目的としていることから，地域で進められているゾーニングおよび整備方針を十分に把握

しておくことが求められる。 

 

2. 3  地形予備調査 
 

地形予備調査は，既存の地形図や数値地図等を用いて，対象地の地形的特性を把握し，侵食・堆積の

形態，地質的弱点，崩壊発生の可能性等を検討するための基礎資料とすることを目的とする。 

 

2. 3. 1  予備調査 

 予備調査は，国土交通省が公開する 20 万分の 1 土地分類基本調査及び土地保全基本調査結果により

対象地域全体の地形の形態や成り立ち，性質などをもとに地形分類を行い，災害と関連性が高い地形的

特性の分布状況や水系の発達具合を把握する。 

 

2. 3. 2  地形計測 

 地形計測は，国土地理院が整備する基盤数値情報や航空レーザ測量成果による数値標高モデル（DEM）

を用いて，対象地の傾斜，縦断面形，横断面形をメッシュにより解析，計測し，災害が発生の手掛かり

となる急傾斜地や凹地等の地形分類，地形の成因，侵食過程，樹木の種類および生育との関連を定量的

に把握する。 
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【参考：曲率】 

メッシュを用いた場合の縦横断面形は，曲率により表現することが可能である。平面曲率は，等高線

方向の地形の凹凸の指標（横断面形），断面曲率は，等高線と直交方向の地形の凹凸の指標（縦断面形）

である。 

表 2-1 曲率による縦横断面形 

c: 曲率 

横断面形 

尾根型斜面 
（c>0） 

直線斜面 
（c=0） 

谷型斜面 
（c<0） 

縦
断
面
形

 

凹形斜面 
（c<0） 凹形尾根型斜面 凹形直線斜面 凹形谷型斜面 

等斉斜面 
（c=0） 等斉尾根型斜面 等斉直線斜面 等斉谷型斜面 

凸形斜面 
（c>0） 凸形尾根型斜面 凸形直線斜面 凸形谷型斜面 

 
なお，本指針が対象とする災害は，山腹崩壊および山腹崩壊を起因とする土砂流出であることから，

空間分解能が高い航空レーザ測量成果が入手可能な地域においては，おおむね 5m メッシュの DEM を

用いて地形計測を行うことが望ましい。航空レーザ測量が実施されていない場合においては，10ｍメッ

シュを用いる。ただし，その際は崩壊規模よりも大きいメッシュを使用するため，災害の手掛かりとな

る地形が表現されないケースもあることを理解しておく必要がある。 
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【参考：航空レーザ測量成果を利用した地形メッシュによるゾーニング】 

 

 これまでの調査結果および知見から崩壊が発生しやすい地形は，急傾斜地（30º 以上），凹地形，谷

地形（特に 0 次谷）とされている。航空レーザ測量成果による標高データ（DEM）を用いて，下表の

ように傾斜度および断面曲率，平面曲率によりこれらの地形を表現できる。この 3 つの地形量を用いて

メッシュによる優先度の設定を実施できる。 
 

表 2-2 崩壊が起きやすいと考えられる地形条件 

データ項目 表現される地形 閾値 抽出される地形 
傾斜度 最大傾斜方向の角度（ﾟ） 30º 急傾斜地（30º 以上） 

断面曲率 
地形の凹凸を表現，特に最大傾斜角方向の凹凸

（凹地，凸地） 
正の値 凹地 

平面曲率 
地形の凹凸を表現するが，特に最大傾斜角に直

交する方向の凹凸（尾根谷） 
負の値 谷地形（特に0次谷） 

※航空レーザ測量成果（LPデータ）がある場合は，その成果を活用する。 

※LPデータの入手が困難な場合は，国土地理院が提供する基盤地図情報 10ｍメッシュを使用する。 

 

 

図 2-2 評価手順の例 

 

 
図 2-3 評価イメージ 

 

横断曲率 

（谷地形） 

縦断曲率 

（凹地） 
傾斜度 

メッシュを基本とした 

評価 

優先度の高い地域（流域）

の選定 

地形図 

流域区分 

加算方式による点数区分 

相対評価による優先度の設定 

優先度 

低い 

高い 
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【参考：流域単位でのゾーニング】 

 複数流域を対象とする場合のゾーニング手法の一例を示す。ここでは，数値化された各地形メッシュ

のうち，表 2-2 のしきい値を満たすメッシュの点数を加算方式により合計点を算出し（最高 3 点），最

高点が多くなる流域を抽出する。 
 

・ 各地形メッシュが表 2-2 のしきい値を満たすメッシュの点数を加算方式により合計（最大 3 点） 

・ 流域の大きさによるばらつきを補正する場合は，最高点(3 点)メッシュの面積と流域面積の比を 

面積率とする（相対的な優先度を評価するため） 

・ 面積率の大きい流域を優先度が高くなるとして，優先度を設定する 

 
 
上記の手法により地形メッシュを用いた広域ゾーニングを実施した事例を以下に示す。 
 使用した地形データは，国土地理院が管理する 1mDEM メッシュを 5m にリサンプリングしたも

のである（図 2-4）。 
 

 
図 2-4 点数メッシュ（左）および流域別の最高点メッシュ面積率（中，右） 

 
流域単位で最高点(3 点)となるメッシュ面積率により相対着色したのが図 2-4 中である。緩斜面が

多い流域では面積率が低くなり相対差が埋もれる傾向が見られたため，20º 以下の傾斜度メッシュを計

算から除外して着色したのが図 2-4 右である。中図と右図で色が変わる流域もあるが相対的な優先度

は概ね変わらない。土砂流出防止機能の高い森林づくりに着手すべき優先度を，このような流域単位で

のゾーニングにより決めていく方法がある。 

ただし，ここでのゾーニングは地表面地形のみを考慮したものであり，地質や断層，微地形等を反映

させたものでなく，地域によっては適当でない場合もある。崩壊は誘引である降雨特性も含めさまざま

な複合要因により発生するものであり，すべての危険箇所の事前予測はできない。着手優先度の決定は

現地の状況を勘案し，種々の観点から検討することが望ましい。 

 

優先度 

低い 

高い 

優先度 

低い 

高い 

本データは国土地理院の航空レーザ測量成果を使用 
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2. 4  地質予備調査 
 

地質予備調査は，地質図等の既往文献をもとに，対象地域における基岩の地質年代，地層の走行・傾

斜等の地質特性の把握し，崩壊が起こりやすい地質の特定や荒廃状況，荒廃の原因および今後の荒廃の

危険性を推定することを目的とする。 

 

災害発生の手掛かりとなる情報として，対象地域における地質情報を把握することは，山自体の崩れ

やすさを把握するための手掛かりとなることから，地質条件を確認する。特に，対象地周辺で過去にボ

ーリング調査，物理探査，サウンディング，土質試験等が実施されている場合は，そのデータを収集し，

詳細な地質特性を把握する。また，地質境界や断層線からの距離が近いほど崩壊が起こりやすいといっ

た知見もあるため，地質境界や断層線に注意する。 

広域的調査では，20 万分の 1 土地分類基本調査による表層地質図および独立行政法人産業技術総合

研究所による 20 万分の 1 日本シームレス地質図などを活用し評価する。なお，一般に表層崩壊が起

こりやすいといわれる地質は，花崗岩類や火山砕屑物（火砕流堆積物，降下火砕物），新第三紀・第四紀

堆積岩（表 2-3）などである。 

表 2-3 表層崩壊が起こりやすい地質 

地質区分 特性 特に注意を要する地域 
花崗岩類 山腹崩壊を発生しやすく，崩壊深度は比較的浅い。マサ化

すると地表から地下数十メートルの深層部まで風化が著し

く進行し，マサ土と呼ばれる深層風化帯を形成し，表面侵

食を受けやすい状態となる。 

長野南部－静岡－愛知，兵

庫，岡山，広島，山陰，北

九州 
（北上山地，阿武隈山地） 

火山砕屑物（火

砕流堆積物，降

下火砕物) 

山腹の中腹以上でかつ土層の比較的浅いところや渓岸侵食

に伴う小面積の崩壊が多発する。特に成層火山では，互層

となっている火山灰堆積層の流亡，安山岩等の崩落後退の

繰り返しによって崩壊が縦方向横方向に拡大し，大規模な

崩壊地となることが多い。 

北海道東北部・西南部－東

北地方の脊梁部，信越－伊

豆，北陸－山陰，中九州－

南九州 

新第三紀・第四

紀堆積岩 
固結の程度が低く，軟質で地下水の浸透により層理面が劣

化しすべり面を形成しやすい。層理面が流れ盤の場合，滑

り面に沿って滑動する地すべりや地すべり性崩壊を引き起

こすことがある。 

北海道道南・道北・道東の

一部，東北地方日本海側－

新潟－北陸，関東 

【平成 21 年版 治山技術基準解説 総則・山地治山編 p.29 加筆】 
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2. 5  土壌予備調査 
 

土壌予備調査は，既往の土壌図等を用いて対象地および周辺における土壌の分布および土壌型を把握

し，適地適木の推定および土壌と地形，特に侵食・堆積様式との関連を把握することを目的とする。 

 

土壌は，風化した岩石が母材となり，地質構造，地形，気象，生物等の条件が関与して長い年月をか

けて生成される。スギやヒノキといった樹種の成長は，土壌型に密接に関係 1

表層土の性質は母岩に支配される。一般に砂質の土壌は崩れやすく，粘土質の土壌は崩れにくい。花

崗岩類を母材として生成されるマサ土は砂質の土壌で崩壊が多いことが知られている

しているため，土壌を把

握することは施業の観点からも大切である。 

2

広域的調査では，国土交通省が公開する 20 万分の 1 土地分類基本調査および 5 万分の 1 土地分類基

本調査による土壌図等を活用しこれらの土壌に該当するか否かを確認する。注意すべき土壌を

。また，しばし

ば台風の来襲を受け，雨量が極めて多く，かつシラス等特殊な火山噴出物等の特殊土壌に覆われている

ために，災害が発生しやすい地帯（特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法によって指定される特殊

土壌地帯）も土砂流出災害が多い土壌と判断される。これらに加え，近年の豪雨災害が発生した，熊本

県阿蘇山周辺，長野県茅野市（霧ヶ峰），など火山砕屑物が厚く堆積し，その上に生育した植物の影響を

受けて生成された腐植を多く含む黒色土（黒ボク土）も土砂流出災害の多い土壌といえる。 

表 2-4 に

まとめる。 

表 2-4 土砂流出災害が発生しやすい土壌群 

区分 土壌名 主な地域 特徴 
特殊土壌地

帯災害防除

及び振興臨

時措置法に

よって指定

される特殊

土壌地帯 

シラス 鹿児島県，宮崎県南

部，熊本県の一部 
多量の軽石を含んだ火山灰土砂でできた厚い層。 
乾燥すると凝固し，水分を含むと崩れやすい。大

規模な崩壊，地すべり，土砂流出が発生しやすい。 
ボラ 鹿児島県 

（大隅半島） 
桜島周辺に分布する火山噴火に伴い噴出した比

較的新しい粗粒の軽石が堆積した層。 
保水力が低く養分も乏しい。 

コラ 鹿児島県 
（薩摩半島南部） 

開聞岳から噴出した細粒の火山噴出物が凝固し

た不透水性の固い層。 
非常に固い層で植物の根を通しにくい。 

アカホヤ 鹿児島，宮崎，愛媛，

高知県の大部分と熊

本，大分県の一部 

浮石質の火山噴出物が風化を受けた土壌で極度

に空隙が多い。 
植物の根の伸長を阻害し，土壌が流亡しやすい。 

花崗岩風化土 
（マサ） 

中国地方の大部分，九

州，四国，近畿の一部，

中部の一部，関東北

部，東北地方の一部 

花崗岩が風化した腐植の少ない黄褐色の砂土又

は砂礫土で粘質に乏しい。降雨による崩壊，土砂

流出が激しい。 
養分に乏しく，干害も起きやすい。 

近年の豪雨

災害から注

意すべき土

壌群 

黒色土 
（黒ボク） 

北海道東部，関東平

野，富士山麓，長野県，

中国山地の日本海側，

九州中・南部 

有機物を大量に含む黒色の火山灰。 
土壌の保水力は高いが，表面流水が発生するとき

わめて侵食しやすい。突固めにより透水係数が低

下し不透水層ができる。 

                                            
1 真下育久(1967)適地適木(森林土壌解説)林業技術(303)，日本林業技術協会，19-23. 
2 下川悦郎(1991)表層崩壊（がけ崩れを含む）・落石の特徴と防止対策，新砂防工学，朝倉書店：51-60. 
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2. 6  林況・植生予備調査 
 

林況・植生調査は，植生図等を用いて対象地域およびその周辺の林況・植生等の状況および特性を把

握し，森林造成，誘導等，施業に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

 

2. 6. 1  林況調査 

 森林簿等の既存資料により，対象地域の林種と分布状況，主要樹種およびその混交歩合，齢級，施業

履歴を把握する。また目的に応じた森林整備のための適地を推定するため，地位・地利も併せて把握す

る。 

 

2. 6. 2  植生予備調査 

 植生予備調査は，対象地域およびその周辺の植生について，特に保全・保護を要する群落や植物種が

あるか既存資料，聞き取り調査によって調査する。 

 既存の植生図および自然環境保全調査報告書等から，対象地域および周辺の植生層，群落の種類，潜

在植生を把握する。また，対象地域および周辺地域において特に保全を要する群落や植物種について，

環境省および都道府県のレッドデータブック等の既存調査および必要に応じて聴き取り調査を実施する。 

 

2. 6. 3  その他 

過去の調査資料および聞き取り調査により，マツ枯れ，シカ害等の病虫害，獣害の情報を把握する。 

 

 
 

植生調査の例 動物（シカ）生態調査の成果など 
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2. 7  社会環境調査 
 

 社会環境調査は，既往災害や保全対象ならびに法規・規制等の各種指定状況等について把握するもの

とする。 

 

2. 7. 1  保全対象の把握 

土砂流出防止のための森林づくりにおける保全対象は，森林が隣接する地域における

 

山腹崩壊危険地

区および崩壊土砂流出危険地区域内に含まれる公用，公共用施設又は人家について，位置や規模を把握

する。 

2. 7. 2  法指定区域の把握 

施業計画に影響すると考えられる周辺の保安林指定状況，森林整備により影響を受けると考えられる

保全対象，治山施設等の施工状況等の法指定状況について，既存の文献をもとに把握する。 

森林施業を行う際に発生しうるさまざまな制限について，対象地域における法指定状況を把握するこ

とで，円滑な森林整備を行うことが可能となる。施業計画立案および施業に関連する法指定の一覧を以

下に示す。 

表 2-5 関連法令等一覧 

法令等 主な調査内容 

森林法 保安林，保安林施設地区（山地災害危険地区） 

地すべり等防止法 地すべり防止区域（地すべり危険地区）等 

漁業法 内水面における漁業権 

水産資源保護法 保護水面 

文化財保護法 史跡，名勝，天然記念物 

河川法 河川区域 

砂防法 砂防指定地（土石流危険渓流） 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律 

土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険地区（急傾斜地崩壊危険箇所） 

自然公園法 国立公園，国定公園，都道府県立自然公園 

自然環境保全法 自然環境保全地域 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律 

生息等保護区 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律 

土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の

崩壊，土石流，地すべり） 

その他 関連自治体の条例，国有林の機能類型，保護林 
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2. 7. 3  災害履歴調査 

過去に発生した山地災害の位置や災害の形態，規模，分布状況等を把握するため，空中写真や既往文

献による災害履歴調査を実施する。 

表 2-6 災害履歴調査項目 

項目 調査細目 調査内容 使用するデータ 

既往災害調査 
・災害の規模・分布

状況 
・形態調査 

空中写真や既往文献により対象地域

における過去の災害事例，災害の形

態を把握する。また過去の空中写真

等が入手可能な場合は，過去の災害

発生箇所も必要に応じて把握する。 

・空中写真 
・地形図 

治山事業実施状

況調査 
・治山事業実施箇所 
・種別 

過去に実施された治山事業やその他

事業は，過去に発生した山地災害の

位置や災害の形態，規模等を把握す

る際の手掛かりとなりうることか

ら，治山台帳等の既存の資料をもと

に事業の実施状況を把握する。 

・治山台帳 
・工事台帳 
・森林簿 
（森林整備の場合） 

 

 
 

災害後の空中写真 治山施設 

 

 




