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(1)  

 データベースの整理を行った 25 流域から、小流域を選定し、このスケールでの様々

なデータの重ねあわせによって、小流域レベルでの保安林配備状況の特徴を把握すると

ともに、当該小流域内の実際の指定解除事例をもとにした実務参考資料の作成を行う。 
対象とする、小流域の単位は、単一林班〜複数林班程度の範囲で、地域の特徴が捉え

やすいスケールを適宜選択する。 
小流域の選定にあたっては林野庁との協議や 、都道府県への聞き取り調査、候補流

域における直近の保安林指定調書の確認結果等を踏まえて決定する。留意点としては、

下記のような点が挙げられる。  
• 過去の災害履歴と現在の土地利用状況より保安林と保全対象との間に変化が生じて

いる可能性のある場所 
まず、林野庁との協議や都道府県への聞取り調査結果より、候補流域を絞り込む。さ

らに候補流域内の保安林指定箇所から、指定の新しい最近の指定箇所の保安林指定調書

を確認し、過去の経緯等から保安林指定箇所と受益対象との間に特徴的な変化があると

思われる箇所を選定する。 
変化としては、保安林指定箇所と受益対象の周辺で開発が発生する等で、相対的な災

害発生リスクが増加している等、物理的な変化が生じているケースと、近年増加傾向に

ある局所的豪雨（ゲリラ豪雨）により災害が発生して、受益対象にある住⺠の防災に関

する意識が変化している等の社会的な変化が生じているケースが考えられ、これらにつ

いて、指定調書と指定に関わった担当者等への聞取りにより経緯を確認する。  
• 再生可能エネルギーの開発動向より開発対象と⾒なされやすい立地条件を含む場所 

東日本大震災の発生を契機として、再生可能な自然エネルギーへの関心が高まりを⾒

せている中、尾根筋の平坦地等は、風力発電等の立地条件の適地として開発対象と⾒な

されやすいと考えられる。このような場所は、小流域における源頭部にあたり、崩壊等

の発生源ともなることから、保全上の重要性が高い場所であるが、面積的には小さい場

所であることが多く、⾒過ごされているケースもあると想定される。このような場所が

もれているかどうかを確認するために、CS 立体図の活用が考えられる。CS 立体図では、

尾根筋の平坦地は白い色で表示され、このような場所と保安林や山地災害危険地区とを

重ね合わせすれば、指定状況等とのギャップが明らかになる。 
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• 保安林指定箇所の特徴、保安林担当者の取組み 
 林野庁との協議、都道府県への聞取り結果により、保安林指定調書を確認し、様々な

工夫による特徴的な取組みが行われている事例を抽出する。特徴事例としては、たとえ

ば治山施設の施工地を含まない土砂流出防備保安林等が指定されている場合、多数の所

有者に対し指定承諾をスムーズに得ていると思われる場合等が考えられる。抽出した事

例については、指定に関わった担当者に工夫点をヒアリングする等して、実務参考資料

にとりまとめる。  
表 3-1-1 選定した小流域一覧 

流域名 都道府県名 市町村 特徴 

木曽川流域 岐阜県 東白川村 林業地域における事例 

木曽川流域 岐阜県 白川町 林業地域における事例 

鈴鹿川～宮川流域 三重県 津市 治山施設施工地を含まない土砂流

出防備保安林の広域的な事例 

淀川流域 京都府 宇治市等 都市近郊地域における事例等 

一ツ瀬川流域 宮崎県 美郷町 指定施業要件を一部禁伐としてい

る事例  
(2)  

  

役職：森林総合研究所契約職員（元水保全研究室⻑） 

聞き取り日時：2015 年 3 月 12 日（⽊）午前 10：30〜11：30 
場所：森林総合研究所  
水源かん養機能全般 
 水源かん養を定量的に推定する指標として、「保水容量」と「流域貯留量」がある。 
 両者とも森林流域が候雨中に雨水をどれだけ流域内に一時的に貯留できるかとい

う概念に基づくものである。 
 保水容量は土地利用に由来するもので、河川工学の分野ではあまり用いられていな

い。 
 一方で、流域貯留量は水文分野として扱われており、河川を管理する部署と議論を

する場合に共通の土台となる。 
 森林に対する水源かん養機能の期待は高いが、実際に水文データで検証した例は少
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なく、経験や概念をもとにしている場合が多い。  
流域貯留量関連 
 貯留を規定するのは不飽和帯（貯留層）と呼ばれる構造物で、土壌と A0 層を含む

表層風化岩砂層（表層地質）で構成される。 
 森林の役割は貯留層を保全するものとして重要である。 
 一方で、森林の蒸発散量も貯留量に影響を与える。 
 水源かん養機能を発揮する地域を抽出するためには、土壌深度、表層地質に加えて

土地被覆の状態（森林か否か、下層植生の状況など）や立地環境（傾斜など）など

から総合的に判断するべきである。 
 簡易に貯留量を求める場合、既存の土壌図調査報告書を用いて、 

土壌タイプ別の孔隙貯留量×土壌深度×面積 
で計算できる。  

対象スケールについて 
 保安林整備計画流域は一級河川の水系規模に準ずるものであるので、森林外の土地

利用を含み、水源かん養機能を評価するのには不適である。 
 50〜3、000ha 程度の森林域の単位流域を対象とするのがよいであろう。  
水源かん養機能評価の難しさ 
 例えば、伐採は森林管理に求められる作業であるが、作業道開設や機械化を伴う伐

採については、水分を保持するのに必要な土壌孔隙を破壊したり、下流で濁流を発

生させる可能性があり、水源かん養的な視点からは適切な規模が求められる。 
 現在、水利用が効率的になっており、渇水発生は減少している。水源かん養を説明

する場合、流量を増やすことに焦点をあてるのではなく、森林保全による流量の現

状維持を示したほうがよい。  
参考資料 
藤枝基久（2007）森林流域の保水容量と流域貯留量．森林総合研究所研究報告．Vol 6．No.2. p101-110 
藤枝基久（2008）水源かん養機能の指標－保水能、浸透能の意味と流域貯留量について

－．山林．1495 号、p26-33  
  

役職：森林総合研究所水土保全研究領域水保全研究室任期付研究員 
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聞き取り日時：2015 年 3 月 12 日（⽊）午前 11：30〜12：30 
場所：森林総合研究所  
渇水指標について 
 背景として、水資源の需要量に対する水源かん養機能としての森林の存在について

評価するところにある。 
 すなわち、需要量が供給量を超える場合の対策としては、森林を維持しつつ、供給

量の平準化のために水利ダムの必要性が回答となる。 
 計測データの間隔などの制限により、最低 1km 四方についての推定になる。 
 より多くの種類の計測データを用いることで計算精度は高まるが収集が困難。例え

ば、土地利用変化による水資源需要量の変化や、降雨量の年変動など。 
 上記のことからピンポイントの指標を計算することは難しい。  

  

役職：東京農工大学大学院教授 
聞き取り日時：2015 年 3 月 16 日（⽊）午後 1：00〜2：30 
場所：日本森林技術協会  
森林の山地災害防止機能について 
 山地災害防止機能は立⽊による物理的な土砂や土石流の停止により発揮される。 
 上記の流出を止める力は立⽊の大きさ（直径、樹高（土石流での土石のとびはね高

は 2m 程度が推定されている））、立⽊密度、傾斜に依存する。 
 立⽊の土石流に対するねばりは直径と関係する。ねばりを計算して災害防止機能を

保持する森林を抽出することも可能だが、土砂及び土石流が停止することを目的と

しているので、立⽊が倒れたとしても土石流が停止すれば問題ないと考えるため、

森林の存在が重要である。 
 作業道を開設するために浚渫土砂を斜面に放置するなどを起因とする人為的な土

砂崩壊については森林帯が 20〜30ｍあれば抑制効果が高いという実態が報告され

ている。このような場合は低⽊でも停止効果があるが、一般的に前述の森林帯で十

分とは言い切れない。 
 石川氏により森林のあるなしによる土石流の到達距離について研究した例がある

（約 20 年前）。  
対象地域 
 危険地区は土砂流出及び崩壊の予測地域という前提に立つと、上記のことから、土
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崩及び土流防備保安林は危険地区よりも下流部の人家との間の森林域を指定する

ことが効果的と考えられる。 
 沢での土砂流出は治山施設で停止することが可能だが、沢に挟まれた尾根で発生す

る場合、治山施設（ダム）は構造的に設置が難しいので森林整備で対応し、対象地

域は治山施設で対応できる集水域単位というよりも、上記の範囲をベルト状に考え

た方がいい（図 3-2-1）。 

 
図 3-2-1 望ましい土砂流出防止及び土砂崩壊防止保安林の配置  

自由討議 

 手入れ遅れ林の林内は細い⽊が多く、上記の土砂及び土石流停止機能が十分に発

揮されない。 
 下流は森林経営をしている可能性が高い。 
 人工林以外（広葉樹などで構成されているいわゆる里山 2 次林）などを先に対象

にするのはどうか？ 
 まずは生産森林組合の保安林に含まれる里山を対象に治山伐を行うという整備

を進めるのはどうか？ 
 2 次林からの伐出ぼくは市場価値がないので損失補償できないかもしれないが、

一方で、公的整備をすることにより発育不良⽊を択伐することにより、残存⽊に

価値が発生し、うまく循環していく可能性も考えられる。 
 土崩及び土流防備保安林は択伐が原則だが、禁伐でなくてもいいか？ 
 上記の通り適正な管理が必要。 
 現状では危険地区内の保安林指定状況が約 4 割であるがこれについてコメントは

あるか? 
 同地区での指定を進めるよりも上記の「下流部の人家との間の森林域を指定」す

ることの方が効果的であると考える。 
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 山口県ではこのような考え方で指定を進めようとしている。 
 上流部の国有林内よりも上記のような地域での指定を進めることが望ましい 
 現在の全国の土流防備保安林の面積は十分と考えられるか？ 
 広島の例を⾒ると足りないかもしれない。 
 都市部の手入れ不足広葉樹林（元薪炭林など）で災害が発生する可能性がある。

 空中写真などで都市域（市街化区域）周辺の危険な地域を抽出することは可能か

もしれない。まずは中核都市などで試行してみるのはどうか？ 
 土砂崩壊の原因となる土壌浸食はリター、下層植生、傾斜などに由来する。 
 これらを考慮して危険地区の指定ができ、かつ、上記のような保安林指定ができ

ると効果的であると考えられる。 
 効果検証として、上記のような場所に設定された保安林をモデル地域としてさら

に検討を進めるとよい。 
 地方分権による県知事による保安林解除については、局所的な場合は OK かもし

れないが、県をまたいで連続的に設定してある保安林などについては注意が必

要。 
 過去に災害が発生した地域では繰り返し災害が発生する可能性があるため、設置

から年数がたったといえども治山施設周辺保安林の解除については慎重である

べきである。  
(3)  

  

実務参考資料は 2 章において整備したデータベースを用いて多様なデータ郡を GIS 上

で多角的に比較することにより、保安林の配備について、より客観的な指定や整備に向

けての検討のための資料となることを目的としている。 
 次節に詳細を記すように、有識者へのヒアリング及び収集した文献から、保安林種ご

とに注目すべき立地環境及びスケール（単位）が異なることが示された。そこで、実務

参考資料ではまず、 1．保安林整備計画流域を対象範囲とした保安林指定の状況 2．保安林種別の適切なスケールに即した保安林指定の状況 
について、検討を行ううえで必要な材料を地図化してある。 

あわせて、実態を把握するため現地確認を行い、そこで得られた情報を記載している。

現地確認では、保安林指定の担当者への調査対象保安林の指定時の状況についてヒアリ

ングを行うとともに現地調査を行い、保安林及び周辺状況の確認を行った。 
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有識者へのヒアリング及び収集した文献から、保安林種ごとに注目すべき立地環境及

びスケール（単位）が異なることが示された。したがって、保安林の配置状況について

検討する際には、保安林種ごとの適正なスケールで観察した場合、望ましい立地環境に

保安林が設定されているかを確認することが検討の第一段階だと考えられる。 
以下にヒアリング結果及び第２章で収集したデータをもとに、実務参考資料に向けた

保安林種別の配置を検討する際の方針を提案する。  
  

 森林の水源かん養機能は、洪水の緩和、流量の調節・平準化、水質の浄化等の機能が

複合的に発揮されることで実現する。これらの影響を検討すべきスケールは、かなり広

域であるが、そのスケールは様々な範囲を取り得る。例えば、水源かん養保安林におい

て考慮するスケールの範囲は、大スケールでは保安林整備計画流域、小スケールでは、

国土数値メッシュ流域データにおける単位流域が考えられる。 
 保安林整備計画流域は、数万〜数 10 万 ha と面積が大きく、とくに重要流域は複数県

にまたがる場合が多いことから、このようなスケールでは、個々の森林の配置よりは、

流域内における森林の総量でその機能を評価することになる。 
 単位流域のスケールで考える場合は、個々の森林の立地条件（標高、傾斜、地質、土

壌等）や森林の状態（林種、樹種、林齢）に着目するとともに、森林の地理的な配置状

態にも配慮する必要がある。 
その中から、ヒアリング及び既存データの収集から水源かん養機能を検討するのに資

する項目として渇水指標、土壌、表層地質が抽出された。各項目に対応するスケールは

表 3-3-1 のようにまとめられた。各検討項目の詳細については表以降で説明する  
表 3-3-1 水源かん養保安林の配置の検討項目及びスケール 

検討項目 
対応するス
ケール 

材料の入手可否 適地と判断する傾向 

渇水指標 
保安林整備
計画流域 

公開データから導くことが可能 
（複数時点の変化により
渇水リスクの相対的増減
を把握） 

土壌 単位流域 
公開データを利用することが可能。ただ
し、単位流域に対して土壌図の縮尺が小
さい（解像度が低い） 

黒色土>褐色森林土 
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表層地質 単位流域 
公開データを利用することが可能。ただ
し、単位流域に対して表層地質図の縮尺
が小さい（解像度が低い） 

花崗岩･火山灰>変成岩類
>堆積岩･火山岩 

土壌深度 単位流域 
断面図かつ印刷地図のため直ちに利用
するのは困難 

厚いほうがよい 

土地被覆の状態 
（森林か否か） 

単位流域 森林GISで確認可能 森林であるほうがよい 

土地被覆の状態 
（下層植生の状
況） 

単位流域  
下層植生被覆率が高いほ
うがよい 

傾斜 単位流域 公開データから確認可能 不明  
 

 保安林整備計画流域スケールで、水源かん養保安林の量的な判断を行う場合の指標と

して、渇水指標に着目する。後述するように、渇水指標の時系列的な変化を渇水指標比

とすることにより、水源かん養保安林の指定促進を検討する際の参考資料として用いる

こととする。 
ここで渇水指標（Falkenmark、1988）は、 

   = = ×  
で定義される。ここで RWSは渇水指標、D は水資源需要量、S は水資源供給量、AFは対

象流域の森林面積、Q は水高換算した森林からの流出量である。 
 渇水指標は、ある流域における水資源の需要と供給のバランスを示したものであって、

この指標は流域によって大きく変動する。ここで、本項では過去ある時点における渇水

指標と現在の渇水指標の比をとり、「渇水指標比」と定義することにする（図 3-3-1）。 
  渇水指標比 = 現在の渇水指標

過去の渇水指標
=   
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図 3-3-1 渇水指標比の概念  

渇水指標や渇水指標比は保安林の配備状況の適切性を直接に指標するものではない

が、例えば流域単位で渇水指標比を⾒ることにより、渇水リスクの相対変化を把握する

ことが可能となる。 
渇水指標比が 1 以上：渇水リスクが相対的に増大。 
渇水指標比が 1 よりも小：渇水リスクが相対的に減少。 
比較対象とする時点は、第 5 期保安林整備計画以降現在までの変化を把握するため、

原則として第 5 期保安林整備計画の最終年である平成 15 年度と平成 25 年度の比をと

ることを考える。それぞれの年に対応する既往の統計データが必ずしも利用できるわけ

ではないが、できるだけ時点の近い情報を利用することに留意する。 
 

渇水指標の算出にあたっては、水資源需要量と水資源供給量をどのような方法で算出

するかが課題となるが、公表されている既往の統計資料等から比較的容易に算出できる

手法として、澤野真治氏の方法（2006）を参考にして計算を行った。算出に必要な情報

を水資源需要量と水資源供給量に分けて考える。  

過去（第5期保安林整備計画時等） 現在

渇水指標 渇水指標

渇水指標比

森林 森林

水系
水系

利水地域 利水地域

渇水指標比≧1 → 渇水リスクが増大
渇水指標比＜1 → 渇水リスクが減少

非森林 非森林
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１）水資源需要量の算出 
 水資源の需要量は、「生活用水」「農業用水」に限定して算出する。算出方法は原単

位法とし、算出手順は下記のとおりである。 
１）－１ 流域人口の計算 

生活用水は、流域に掛かる市町村を特定し、その市町村の人口に人口 1 人あたりの水

需要の原単位を掛けることにより求める。 
まず、森林 GIS ソフトを用いて対象流域に含まれる市町村を選択する。選択した市町

村の一部が流域に含まれる場合は、その面積割合を GIS 上で計算して、人口への割当率

を計算する。流域内にすべて含まれる市町村の場合は割当率 100%とする。 
次いで、対象とする時点に直近の平成 12 年度及び平成 22 年度の国勢調査データか

ら、対象市町村の人口データを取得する。対象流域に一部のみ含まれる市町村の人口は、

面積割合で案分する。なお、市町村合併等が発生している場合は、現時点（合併後）の

市町村を計算の基準にする。 
１）－２ 耕地データの整理 

耕地面積の計算においては、農林水産省が公表している「耕地及び作付面積統計」の

データを用いる。用いる時点は、利用可能な直近データのある第 5 期保安林整備計画が

完了した平成 15 年（2003 年）と平成 23 年（2011 年）とする。 
水田の面積としては「田耕地面積」を用い、畑の面積としては「畑耕地面積」を用い

る。人口の場合と同様、対象流域に一部のみ含まれる市町村の耕地面積は、１で計算し

た面積割合で案分し、市町村合併が発生している場合は現時点（合併後）の市町村を単

位とする。 
耕地利用率は、平成 15 年時点は市町村ごとのデータがあるため、これを利用する。

平成 23 年については、市町村ごとの値がないので、平成 15 年の値を準用した。平成15 年以降の合併が発生している市町村の耕地利用率は、各市町村の耕地面積によって

加重平均する 
１）－３ 水需要量原単位データの整理 

国土交通省の「日本の水資源」に示されている「生活用水使用量」「農業用水量」の

データから、水需要量の原単位データを求める。用いるデータは、直近データのある平

成 15 年版と平成 23 年版とする。 
生活用水の原単位量は、一人一日当たりの平均使用量（単位：リットル／人日）とす

る。これは全国一律とする。 
農業用水の原単位量は、農業用水量を耕地面積で割った値とする（単位：m3/ha）。

農業用水は用途別、地域別にそれぞれ公表されているので、これを考慮した値を計算す

る。 
１）－４ 水需要量の計算 

生活用水の水需要量は、市町村別人口（面積割当率補正済み）に、生活用水の原単位
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量を掛け、さらに 365 倍して年間値としたものの合計とする。 
農業用水の水需要量は、耕地面積（面積割当率補正済み）に、耕地利用率と農業用水

の原単位を掛けたものの合計値とする（水田と畑は個別に計算される）。 
総水需要量は、生活用水需要量と農業用水水需要量（水田用水需要量+畑地用水需要

量）の合計値とする。  
２）水供給量の計算 

ある広域流域の森林における水資源供給量（=水資源賦存量）は、以下により計算す

る。 
水資源供給量＝降水量（P）－蒸発散量（E） 
降水量は、気候値メッシュデータ（3 次メッシュ）による 30 年平年値の月別降水量

を流域で集計した値とする。 
蒸発散量は下記により求める。 = +  = + =  ∆/(∆+ ) +  （なおα= /  、 = / ） 

ここで、Et を樹冠が乾いているときの蒸散、Ei を樹冠が濡れている時の遮断蒸発、Eeq
は平衡蒸発量、Δは飽和水蒸気圧曲線勾配、γは乾湿計定数（≒0.66）、Rn は月純放射

量、αは Priestly-Taylor 係数、βは遮断蒸発率、P は月降水量を示す。なおここでは融

雪プロセスは考慮しない。月純放射量 Rn は月全天日射量の 80%とする。 
 また、非森林域の蒸発散量は、Priestly-Taylor 式の係数α=0.54 とする。 

計算は、流域内の気候値メッシュデータを抽出し、月降水量、月平均気温、全天日射

量のデータから、上記式より降水量と蒸発散量をメッシュごとに計算し、その差分から

水資源供給量を計算する。 
森林である場合と非森林である場合で蒸発散量が異なるため、メッシュ内の森林割合

を地域森林計画区ポリゴンをもとにメッシュ内の占有率を計算し、蒸発散量を案分する。

さらに、流域内の森林面積が 2 時点で変化していることを反映するため、対象とする保

安林整備計画流域に含まれる森林計画区の森林面積について、平成 14 年度森林資源現

況調査及び平成 24 年度森林資源現況調査結果より森林の変化率を計算し、この比率で

メッシュの森林面積を補正した。 
３）渇水指標と渇水指標比の計算 

１）及び２）で計算した水需要量と水供給量から平成 15 年と平成 25 年の渇水指標

を計算する。さらにこの比をとって渇水指標比を計算した。  
 

ここで、鈴⿅川〜宮川流域、淀川流域、一ツ瀬川流域について渇水指標比を算出した。 
鈴⿅川〜宮川流域の渇水指標は 0.979、淀川流域では 1.001、一ツ瀬川流域では 0.946 と
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なった。 
 淀川流域で渇水指標比が 1 をわずかに超える結果となった。淀川流域は、三重県、滋

賀県、京都府、大阪府、奈良県と複数府県にまたがる広大な流域であり、大阪市、京都

市等の大都市が流域内に所在することから、下流部における水需要が相対的に大きい条

件下にある。流域内に大都市圏を抱える流域では、このような指標を用いて水源かん養

保安林指定促進の緊急度を評価するといったことが考えられる。  
 

ヒアリングの結果から、水源かん養機能を検討する際の対応スケールは単位流域であ

るということが示された。したがって、水源かん養機能の評価項目である土壌に関して

も単位流域での判断が適していると考えられる。 
国土交通省国土政策局国土情報課が運営しているインターネットサイト「国土調査」 
（http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/download/index.html）

では GIS データとして、50 万分の１土地分類基本調査土壌図がダウンロードできる。

「本調査は、国土全域の自然的要素（地形、表層地質、土壌）の類型区分を概括するた

め」（同サイトより）のものである。そこで、実務参考資料では、同土壌図を検討材料

として背景図に用いることとした。 
藤枝(2007)の報告によると、相対的に⿊色土は褐色森林土より保水力が大きいとして

いる。なお、褐色森林土に保水力がないわけではない。したがって、ある保安林が水源

かん養保安林として適当であるかどうか判断する際には、⿊色土や森林褐色土上に存在

しているかが基準のひとつとなると考えられる。なお、その他の土壌が水源かん養保安

林として適しているか否かについては本調査では情報を収集しきれなかった。 
土壌は小さい面積で入り組んだ分布をしているわけではなく、土壌の境界は図 3-3-2

のように保安林整備計画流域スケールで現れる。実務参考資料で取り上げた宮崎県美郷

町内水源かん養保安林を例にすると、図 3-3-3 のように単位流域スケールでは褐色森林

土で占められており、水源かん養保安林に適していると判断できるであろう。 




