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（３）⽔が浸透する森林⼟壌の働き 

重要ポイント 

１．森林内に隙間に富んだ森林⼟壌があることで、多くの⾬⽔をしみ込ませ、貯めることができます。 

２．森林⼟壌を守るために、林床が落葉や下草などで覆われた状態をつくることが重要です。 

３．林床のリターや下草は⾬滴の衝撃エネルギーを和らげ、隙間の多い森林⼟壌構造を守ります。 

 

 リターや下草に覆われている森林⼟壌には、たくさんの隙間があります。樹幹流や林内⾬として林床

に届いた降⽔は、こうした森林⼟壌の隙間に浸透し、貯留されます。森林⼟壌の隙間は、空気と⽔とで

満たされています。降⾬後には、⽔の占める割合が⾼くなり、その分、空気の割合が減ります。森林⼟

壌中にしみ込んだ⽔の⼀部は地下⽔となります。 

 そのため、森林に浸透する⽔の量を増やすためには、隙間の多い森林⼟壌をつくり、維持することが

とても⼤切です。そして、リターや下草は、隙間の多い森林⼟壌を守る働きをしています。それはどう

いうことなのでしょう︖ 

 樹冠が閉鎖した森林では、林内⾬の⼤半が樹冠滴下⾬です。樹冠滴下⾬は、降⽔が樹冠に付着して集

合し、滴下するため、⾬滴の直径が降⽔に⽐べて数倍、⼤きくなります。成熟した単層林では、この⾬

滴の落下距離は 20 メートルを超えるため、⾬滴が林床に衝突するエネルギーは降⽔の数⼗倍にもなり

ます。林床がリターや下草で覆われておらず、⼟壌表⾯が露出している場合は、この⾬滴衝突エネルギ

ーにより、⼟の粒が砕かれて細かくなり、それが森林⼟壌表⾯の隙間をふさいでしまいます。隙間がふ

さがっていくと、やがて、⾬⽔が森林⼟壌中に浸透しにくくなってしまうのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 森林土壌の特徴 
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 森林⼟壌にしみ込まずに林床を流れる⽔を 「地表流」と⾔います。地表流の移動速度は地下⽔の移動

速度より速く、⼀気に河川に流⼊します。地表流が⽣じると、⽔源涵養機能の維持に重要な⼟や落葉な

ども⼀緒に流出してしまい、⼟が⼤量に流れ込んだ河川が濁る原因にもなります。 

 実際に森林の中で⼈⼯の⾬を降らせた際に、どれくらいの量まで林床に⽔が浸透するのか （浸透能）

を調べた実験も⾏われています。その結果、図 3-4 と図 3-5 で⽰すように、下草やリターの量が多い

ほど、浸透能が⼤きくなることが明らかになっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 3-4、図 3-5 出典：恩田裕一（2014）「人工林の放置、荒廃による水流出への影響と、間伐による効

果」蔵治光一郎・保屋野初子編『緑のダムの科学 －減災・森林・水循環－』築地書館、77 ページを

もとに作成） 

 

このように、下草やリターは⼤変重要な役割を果たしていますが、森林内で樹⽊が混みすぎている

と、林床まで光が届かなくなり、下草が育ちにくくなってしまいます。 

リターについては、根がある下草と異なり、⾵によって⾶ばされてしまったり、地表流で流されて

しまったりするなど、林床から失われやすい側⾯があります。 

しっかりと根を張った下草には、リターや森林⼟壌が流れて失われることを防ぐ⼒があります。そ

のため、リターで地⾯が覆われた状態を作るためにも、下草の存在はとても重要です。 

また、下草は、⼀年⽣植物など⽐較的短い期間で枯れてしまうものもありますが、枯れてしまった

図 3-5 リターと最終浸透能の関係図 3-4 下草と最終浸透能の関係
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後も、リターとして森林⼟壌を守り、枯れた根は⼟壌中に隙間を形成する働きもあります。 

下草がササの場合、樹⽊の実⽣ ・稚樹の⽣育阻害を招いたり、他の林床植物の⽣育地を奪うなど、

林業や⽣物多様性の観点からマイナスの影響が⽣じることが懸念されます。しかし、⽔源涵養機能の

観点から⾒ると、下草がササであっても、⾬滴による衝撃を抑え、森林⼟壌が失われることを防ぐこ

とが期待できます。 

なお、リターが林床を覆うようにするためには、森林に⽣えている樹⽊が落葉樹でなければならな

いというわけではありません。スギやヒノキのような常緑樹であってもリターは発⽣します。ただ

し、落葉後、葉が細かくなりやすいヒノキなどの葉は、地表流で流されやすいという側⾯がありま

す。樹種によってリターの量や⼤きさは異なり、林床をリターで覆いやすいかどうかについては、樹

種によって違いがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ササが林床を被覆するヒノキ人工林 

ササが林床を被覆しているため、生物多様性は高いといえませんが、表土は保全されます。 
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コラム（その１）︓落葉の持つ重要な役割 
 

森林の⽔源涵養機能は、林床の状態に⼤きく左右されます。林床に下草が⽣え、落葉などのリター

に覆われていれば、森林⼟壌に⽔がしみ込む能⼒を維持することができます。 

では、林床に落葉がある状態とない状態では、どのように⽔の流れが異なるのでしょうか︖ 

愛知県の森林の A （1.42ha）、B(1.19ha)の 2 流域において、6 年間かけて、落葉の有無による影

響を確認する調査が⾏われました。6 年の調査期間のうち、後半の 3 年間について、B 流域における

林床の落葉を毎年剥ぎ取りました。その量は 3 年間でおよそ 44 トン分にもなります。6 年間、流域

末端に設置した堰で流出量を計測したところ、図に⽰すように、森林が消費する⽔の量を表す損失量

は、 落葉を剥ぎ取った後に減少していました。落葉を剥ぎ取った後の B の 3 年間の⽐流出量 （単位

流域⾯積当たりの流出量）は、落葉を剥ぎ取らなかったと仮定した場合の B の同じ 3 年間の⽐流出

量の推定値に⽐べて 80.3mm も増えました。 

さらに⾬が降った後のピーク流出

量 （瞬間最⼤流出量）を⾒ると、B で

は、1 時間当たりの流出量が 0.4〜

1.0mm の時が A の 1.5 倍、1mm 以

上の時は A の 1.4 倍にも増えました。 

これは、落葉が林内⾬を遮断するこ

とにより、⼤⾬の際などに流れ出す⽔

の量を減らし、洪⽔を緩和する効果が

あったことを意味します。なお、通常

時や渇⽔時の⽔の流れには⼤きな変

化は観測されませんでした。落葉で遮

断される⽔がなくなったことで、地中

に浸透する⽔量は増えましたが、⼀⽅

で、地⾯からの蒸発が剥ぎ取り前より

も増加した可能性があります。 

出 典 ︓ Mie Gomyo, Koichiro Kuraji (2016) ” Effect of the litter layer on runoff and 
evapotranspiration using the paired watershed method ” , Journal of Forest 
Research ,Volume 21, Issue 6 
五名美江、蔵治光⼀郎(2016)「リター層が流域スケールの⽔収⽀と流出に及ぼす影響」⽔利
科学 No.351  

図 落葉の剥ぎ取り前後の年損失量の関係 

（赤の斜線は落葉剥ぎ取りを行わない場合の年損失量の推

計値。図内の数字は調査年）（出典：五名・蔵治、2016） 
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Ｂ
流
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●落葉剥ぎ取り前  〇落葉剥ぎ取り後 
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（４）緑のダム 

重要ポイント 

１．森林が⽔循環に及ぼす作⽤は、まるで森林が⼈間の都合に合わせて河川の⽔量を調節しているよう

に⾒えることから、その働きをダムに例えて「緑のダム」と呼びます。 

２．緑のダムの機能を発揮させるには、森林⼟壌の流亡を防ぐ必要があります。 

 

 森林がないはげ⼭では、⾬⽔は地中に浸透しにくく、地表流になって流れ出てしまいます。⽇本の降

⾬量には季節によって変動があります。そのため、⾬⽔がすぐに河川に流れてしまうと、⾬の多い季節

は洪⽔の危険性が⾼くなり、⾬の少ない季節では⽔不⾜が起こる危険性が⾼くなります。 

 しかし、隙間の多い森林⼟壌が保たれている森林では、地表に到達した⾬⽔のほとんどは⼟の中に浸

透していき、そのうち多くは地下⽔となります。地下⽔が流れる速さは地表流より遅いので、⾬が降っ

てから河川に流れるまでに時間差ができます。 

 このように、⾬⽔を⼟壌中に⼀時的に貯め、ゆっくりと流出させる森林の働きは、あたかも私たちが

利⽤しやすいように⽔量調節をしているようにも⾒えます。このような森林の働きのことを「緑のダ

ム」機能と呼びます。 

  

 

写真：草本植物が多い広葉樹天然林 

下草が育つなどで、隙間の多い森林土壌が保たれている場所では雨水を土の中に浸透させやすくなります。 
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コラム（その２）︓ 森林⼟壌の持つ洪⽔緩和機能に限界はあるか 
 

森林が貯めることのできる⽔の量については、排⽔⼝の開いた湯船にたとえられます。 

排⽔⼝を開いたまま⼀定の勢いで⽔を湯船に⼊れると、時間当たりに⼊ってくる⽔の量と出てい

く⽔の量が均衡して、湯船の⽔位は⼀定の⾼さで安定します。時間当たりに⼊ってくる⽔の量を増や

した場合、⽔位は⼀時的に上昇しますが、やがて、再度⼀定の⾼さで安定します。湯船の中の⽔位が

⾼いほど、時間当たりに出ていく⽔の量が多くなります。どのくらいの⽔位で安定するのかは、排⽔

⼝の⼤きさに左右されます。 

時間当たりに⼊ってくる⽔の量が増えても、⽔位が⾼くなるまで時間がかかるので、時間当たりに

出ていく⽔の量が増えるまでには時間差が⽣じます。 

同じようなことが、森林でも⽣じています。森林⼟壌に降⾬が浸透し始めてから、河川に流れ出る

⽔の量が増えるまでには時間差があります。そのため、森林には洪⽔の発⽣を遅らせる効果があると

⾔えます。 

もしも、広⼤な森林斜⾯に位置する森林⼟壌

が、地⾯まですべて⽔で満たされている状態で

あると仮定すると、図のステップ B のように、

浸透した降⾬による⽔圧がすぐに伝わって地

下⽔を押し出し、地下⽔由来の⽔が河川の流量

を増やしてしまいます。これは、⽔道の蛇⼝に

つないだホースがあらかじめ⽔で満たされて

いる場合、蛇⼝をひねって⽔を出すことで、ホ

ースの中に⽔圧が伝わり、瞬間的にホースの先

から⽔が⾶び出すことに似ています。 

ただし、そのような⼤⾬は⾃然現象としてありえない現象です。現実の森林では、⽔で満たされて

いない箇所が斜⾯中のどこかに残り、常にステップ A の状態になりますので、どのような⼤⾬でも

森林の洪⽔緩和機能は発揮されるということができます。 

 

出典 ︓⾕誠 （2014）「豪⾬時に森林が⽔流出に及ぼす影響をどう評価するか」蔵治光⼀郎 ・保屋野

初⼦編『緑のダムの科学 －減災・森林・⽔循環－』築地書館 

⾕誠（2013）「森林の保⽔⼒はなぜ⼤規模な豪⾬時にも発揮されるのか︖―その 2 森林の

取扱いから考える―」森林科学 67, pp.26-31  

 

図 注水量変化の排水量変化への伝わり方

（出典：谷、2013） 
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第 4 章 ⽔源の森林づくりのための森林整備 
（１）⽔源の森林づくりの対象とする森林の状態を確認するためのチェックシート 

 ⽔源の森林づくりを進めるためには、まず、対象地の森林の状態を知ることから始めます。表⼟流亡

など⽔源涵養機能を損なう現象が⾒られないか、樹⽊の本数や樹種はどうか、地⾯がリターや下草で覆

われているかどうか、傾斜度はいかほどか、シカの侵⼊の有無など、森林の状態を知ることで、作業の

必要性、改善すべき点や必要な作業内容等を確認します。 

 どのような作業を⾏うべきかについては、対象となる森林の条件や状態によって異なり、画⼀的に⽰

すことはできません。1 ヘクタール内にある樹⽊の本数を何本にすればよいかという点についても、そ

の⼟地の気候や樹種、それまでの成⻑の度合いなど様々な事情に左右されます。作業後に、思ったとお

りの効果が得られないことや、新たな問題が⾒つかることもあり得ます。 

 そのため、⼀度作業を終えればそれで終わりというわけではなく、継続して森林の状態を確認してい

くことが望ましいと考えられます。 

次ページに⽔源の森林づくりとしての⼿⼊れを⾏うべき状態かを確認するための⽬安として、チェ

ックシートを⽰します。 

 実際に状態を確認するときは、チェックシートに含まれないその地域ならではの課題があることも

考えられますので、チェックシートの事項にかかわらず、広い視点で現状を⾒る必要があります。 

 

 

写真：調査枠を設定して立木を測定し、下層植生や地面の状態を観察する  



18 

【着眼点１︓森林内の状態】 

□ 

林外と⽐べて、林内が⾮常に暗い状態にある 

（林外に⽐べ明るさがおおむね 5 分の 1 以下。⾬の多くが樹冠に遮られてい

る。） 

樹⽊対象の作業 

20 ページへ 

【着眼点２︓樹⽊の状態】 

□ 

⽊の本数が多くて混み⼊っている 

（はっきりしない場合は、相対幹距や林分形状⽐調査を⾏ってください。） 

※具体的な調査は次ページのコラム参照 

樹⽊対象の作業 

20 ページへ 

□ 
⽊の成⻑が⼗分でない 

（林齢や⽊の⾼さのわりに、⽊の幹が細く、ひょろひょろの状態である。） 

樹⽊対象の作業 

20 ページへ 

□ 
獣害がある 

（シカなどが樹⽪を剥ぎとったり、傷つけた痕跡がある。） 

獣害対策の作業 

31 ページへ 

【着眼点３︓下草の状態】 

□ 森林内が暗く、下草が少ない 
樹⽊対象の作業 

20 ページへ 

□ 
埋⼟種⼦が流されてしまって下草が少ない 

（林内は明るい。森林⼟壌侵⾷が激しい。） 

林床対象の作業 

27 ページへ 

□ 
⾷害により下草が少ない 

（林内は明るい。周囲でシカ等による獣害被害が⽣じている。） 

獣害対策の作業 

31 ページへ 

【着眼点４︓林床の状態】 

□ 
リターが少ない、あるいは存在せず、地⾯が露出してしまっている 

（傾斜が急、あるいは地表流が発⽣している。） 

林床対象の作業 

27 ページへ 

□ 
リターがなく、地⾯に森林⼟壌流出の跡がある 

（⼟柱や、根の露出が⽣じている。） 

林床対象の作業 

27 ページへ 

□ 
リターがなく、地⾯の⼟の隙間がつぶれて膜で覆われた状態になっている 

（⾬の際に⼟の中に⽔がしみ込まず、地表流が発⽣している。） 

林床対象の作業

27 ページへ 

※（ ）内は、上述の状況を確認するためのポイント 

※作業時の道づくりの留意点については、34 ページの路網整備をご確認ください  




