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6 関連事業との連携・調整 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所や公益社団法人森林保全・管理技

術研究所では、次に示す調査研究が平成 30 年度から行われているため、必要に応じてこれ

らの調査も参考にしつつ本調査を実施するものとする。 

 

①（国研）森林総合研究所 

課題名：樹木根系の分布特性の多様性を考慮した防災林配置技術の開発 

目 的：最近の災害においては樹木根系の発達特性と樹種、森林の管理状態、植栽方

法との関係について注目されることが多い。とくに、本年発生した九州北部豪雨災

害では、スギ林が植栽された山地で多数の崩壊が発生して流木が問題になるなど、

人工林での崩壊発生が社会的注目を集めている。人工林の根系の崩壊防止機能につ

いては、これまでも防災分野で研究が行われ、近年では北原らによって間伐の影響

や樹種毎の強度特性などについての研究が進み、急速に知見が増えつつある。しか

し、近年発生した災害においては微地形や地質の影響を受けた根系分布の水平・垂

直方向の不均質性が崩壊の発生メカニズムに深くかかわっていることが重視されつ

つあり、比較的一様な立地環境を想定して蓄積されてきた、従来の樹木根系の崩壊

防止機能に関する知見について再検討する必要がある。とくに、2017 年 7 月に発生

した九州北部豪雨では、周囲よりもやや窪んで地下水が集中しやすい O 次谷地形で

崩壊が多発するとともに多数の流木が発生したことから、九州森林管理局では 0 次

谷のような災害が特に起こりやすい場所において、非皆伐施業や治山対策を優先的

に進めることを念頭においた発生源対策の必要性を指摘している（九州森林管理

局・流木災害等に対する治山対策検討チーム中間取りまとめ）。このような発生源対

策を推進するうえで、実際に災害が発生した山林における樹木根系の防災機能を分

析して、立地環境が樹木根系の発達特性に与える影響を理解することが不可欠であ

るが、裏付けとなる科学的知見が十分に得られておらず、研究サイドからの支援が

不可欠である。そこで、本課題では、既存の研究成果のレビューを踏まえ、新たに

学際的な視点から立地環境と樹木根系に関する基礎研究を行い、立地環境を重視し

た防災林の配置技術を開発することで、山地災害の多発化を想定した発生源対策を

支援する。 

内 容： 

・樹木根系の分布が崩壊発生リスクに与える影響 

・樹木根系の成長及び分解プロセスと土壌特性の関係解明 

・微地形評価技術と山地の水文特性に基づいた新たな森林ゾーニング技術の開発 
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②（公社）森林保全・管理技術研究所 

課題名：公益的機能発揮のための森林整備のあり方 

目 的： 2006 年（平成 18 年）7 月の豪雨により、長野県岡谷市の湖南山地で発生し

た土砂災害における未間伐林の被害をふまえ、長野県では「災害に強い森林づくり」

を目指し、レーザ測量による崩壊発生源としての 0 次谷地形の抽出などの先進的な

技術を適用するとともに、森林の公益的機能の理論的な支柱となる樹木根系の土砂

崩壊防止機能の定量的評価に取り組んだ経緯がある。特に、樹木根系の強度につい

ては、引き倒し試験や根系の引き抜き試験等を数多く行い、樹木の水平根の働きが

注目されるきっかけとなった。2017 年（平成 29 年）7月の九州北部豪雨では、谷頭

を起源とする表層崩壊と同時に発生した流木が下流に流出し、平野部に大きな被害

を及ぼしたことにより、これまでの森林整備の考え方を見直し、流木の発生源とな

る谷頭から谷の出口までの渓畔域を一貫してとらえようとする機運が高まっている。

そこで、この間の公益的機能に関する調査・研究成果を整理するとともに、今後の

森林の成熟化に伴い求められる災害に強くかつ流木災害を未然に防止するための森

林整備の実現に資することを目的とした調査研究に取り組む。 

内 容： 

・災害防止と森林整備に関する既往文献調査 

・原位置セン断試験によるセン断域の厚さが根系の崩壊防止機能に及ぼす影響の解明 

・渓畔林等が災害防止機能に及ぼす影響に係る実態調査 

・森林の公益的機能評価手法と機能強化のための森林整備のあり方の検討 
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【巻末資料】 

 

1．検討委員会議事録 

2．既往研究成果の目録 

3．現地調査データ（千葉県） 
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巻末資料 1 検討委員会議事録 
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平成３０年度 

森林整備が表層崩壊防止機能に及ぼす効果等に関する 

検討調査委託事業 

第１回検討委員会 議事録 
 

１．日時  平成３０年１２月１０日（月）１５：００～１７:００ 

 

２．場所  文京シビックセンター５階 区民会議室 会議室Ｃ 

（東京都文京区春日 1丁目 16 番 21 号） 

 

３．議事 

１）調査の内容 

２）その他 

 

４．配布資料 

資料１ 事業の概要 

参考資料１ 既往研究成果リスト 

 

５．出席者（敬称略） 

委 員 日本大学生物資源科学部 教授 阿部 和時 

 宇都宮大学農学部 教授 執印 康裕 

 国立開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

研究ディレクター（国土保全・水資源研究担当） 

大丸 裕武 

 兵庫県立農林水産技術総合センター 

森林林業技術センター 主席研究員兼研究主幹 

山瀬 敬太郎 

発注者 林野庁 森林整備部 治山課 山地災害対策室長 佐伯 知広 

 林野庁 森林整備部 治山課 水源地治山対策室 

課長補佐 

武森 美紀男 

 林野庁 森林整備部 治山課 水源地治山対策室 

課長補佐 

石飛 法子 

 林野庁 森林整備部 治山課 水源地治山対策室 岩田 昌敏 

 林野庁 森林整備部 整備課 業務管理班 

課長補佐 

藤田 聡 

事務局 株式会社 森林テクニクス 代表取締役 田所 雅之 

 株式会社 森林テクニクス 技術顧問 落合 博貴 

 株式会社 森林テクニクス 技術顧問 品川 正義 

 株式会社 森林テクニクス 技術部長 渡邊 悦夫 

 株式会社 森林テクニクス 業務課長 鈴木 貴浩 
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６．討議内容 

 

（事務局による資料 1、参考資料 1の説明） 

 

【文献収集】 

執印委員：根系と崩壊に着目しているのでこのような集め方になっているが、土木学会、

砂防学会等から広く文献を集めた方が俯瞰的に見られるので、ΔＣ（根系による粘着力

増強分）の位置付けや、崩壊現象における森林の立ち位置が明確になる。根系と崩壊だ

けに着目していると、森林をよく知らない者に対しては、文献の集め方として不十分な

のかもしれない。 

大丸委員：根系分布が明らかに違うという研究は増えているので、こういう現象が起きて

いるという事実としてのピン止めがあり、分布の説明ができるかという広域と積み上げ

の両方から行く方が間違いない気がする。また、このような研究はたいへんなため、学

会発表で終わって論文にならないものが多数ある。中には重要と思われる発表もあるの

で集めた方がいい。 

山瀬委員：崩壊防止機能に対して森林の根がどれだけ寄与しているかという場合、ΔＣの

見積について、国内の文献だと ΔＣを求めるときに抵抗力の積算という形で行っている。

しかし、国際的には 2009 年にシュバルツは、単純な積算ではなくて変位、セン断を考え、

いろいろな太さの根が一斉に切れるのではなく、細いものから切れて最後に太いものが

切れて崩壊につながるという論文を出している。そういう意味で国際的な動きも整理し

ておく必要がある。 

阿部委員長：集めた文献は、すべり面を想定して考えた表層崩壊防止機能に関して調査研

究したものである。崩壊の底面と側面のすべり面を考え、根がどういう形で抑止力を発

揮しているかという研究が多いが、そもそもそれが正しいかを考えなければいけない。

また、どうような崩れ方のものを表層崩壊として考えるかということも検討していかな

ければいけない。昨年の九州北部の災害でも、ほとんどの崩壊が表層崩壊に区別されて

いると思うが、表層崩壊にもいろいろなタイプがあり、タイプによっては根の効果が発

揮されない表層崩壊もあるのではないか。朝倉付近の変成岩地帯では、尾根筋の軟らか

い崩積土が崩れたが、根は崩積土上に形成された土壌層中に多数分布し、崩積土の中に

は侵入していない。壮齢林でも根が及ばない深い崩積土であれば当然崩壊が発生するこ

とになる。表層崩壊が一般的にどういうものかということを過去の文献から洗い出すこ

とも必要である。表層崩壊防止機能がよく言われるようになったのは戦後の昭和30年代、

40 年代くらいで、人工林が非常に増えた頃から表層崩壊も非常にたくさん起こってきた。

天然林を伐採して人工林にしたということが背景にあると思うが、森林を伐採すると表

層崩壊が非常に増える。それはいろいろな調査で証明されているが、伐採したときに発

生する表層崩壊を防ぐ力が森林にはあったということだと思う。そういう森林とともに
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形成された軟らかい斜面の一番上に載っている土壌層を保持する力が森林にはあり、森

林の表層崩壊防止機能とは多分そういうことではないかと私は思っている。文献をまと

めて今後の課題を探るときにその辺を注意してほしい。 

文献の収集・抽出・整理の次は、次年度以降の調査内容を決めていくことになる。調

査内容の概要が 14 ページにポンチ絵でまとめてあるが、この辺に関してご意見があれば

如何か。 

 

【調査箇所】 

執印委員：現地の実態を知るにはこのような調査は重要だが、もう一方で、これを調査す

ることによってうまく説明できるかという不安がある。何故かというと、今までいろい

ろなところで調査されているにもかかわらず、森林整備に対しては成果が出ていないか

らだ。3年間という短期間なので、調査箇所を注意して選ばないと、根本的な解決には至

らないかもしれない。事例を増やすだけではなく、うまく整備されていたところは崩れ

ていないが、放置していたところは崩れていたという場所を対象として調査しなければ

ならない。全国からそのような候補地を探して、そこを中心に調査した方がエビデンス

として良く、そこからメカニズムまで踏み込んでいけるはずだ。近年に災害が起きた場

所は注目を浴びているから調査地として良い。しかし、昔起きた時の状態と今の状態は

違っている。例えば九州北部では、土壌層の下から崩れたような状況で、崩壊が起きた

ら森林の整備が悪いからと言われ、多発したときには皆伐したからと言われるが、実は

かなり森林が成林することによって表層崩壊は減ってきており、それは森林の成果だと

思う。ただ、昔起きて最近また起きた事例を比べてみると、森林がどのように変わって

きたのかということを含めて、そこに森林整備の限界はあるが、それを目指した上でさ

らに整備するとどうなるかという話だ。朝倉でも森林が昔の状態であればもっとひどく

なる。あるいは実際に昔も起きて今も起きている。広島なんか実は結構昔から起きてい

る。最近は平成 30 年の災害が注目されているが、かなり前にも起きており、1988 年には

加計町でも起きている。時系列で森林状態を比べることによって、限界がどうなるかと

いうのが見えるかもしれない。最近起きた 1 年間だけをどれだけ詳しく調べてもなかな

か難しい。例えば大丸委員の文献で、昔の崩壊として市房山の状況が載っているが、そ

のようなところから紐解いていった方が良い。実際にこれだけの調査をするのは相当な

労力や経費もかかるが、それであれば勝算ありみたいなところを探した方が良い。 

阿部委員長：例えば、最近伐採して崩れてしまったという所はどこかにあるか。 

執印委員：整備とからめて、ここはかなり放置していたから崩れた、ここはきちんと整備

したから崩れなかったという。ただ朝倉は結構整備していたので痛し痒しだ。 

林野庁：今回の西日本豪雨で相当数の崩壊が発生しているので、データはたくさんあると

思うが、どれだけピックアップできるかどうかが問題だ。 

大丸委員：非多雨と多雨で整理しているが、平均値的な気候ではなく、崩壊を起こした雨
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の強さで整理した方が良い。再現期間 1000 年を超える現象と森林管理で崩壊防止が可能

な再現期間が短い現象は、分けて考えておかないととんでもない話になる可能性がある

ので、気をつけておいた方が良い。再現期間の長い朝倉で調査するとどうしようもなく

なる。 

執印委員：たぶん朝倉での外力は遙かに限界を超えていると思う。多雨・非多雨という整

理もあるが、あるいは普通の 1 年に 1 回程度の豪雨に比べて今回の豪雨がどれくらいの

ものだったのか、豪雨の外力をきちんと評価するという整理の仕方もある。 

大丸委員：土壌雨量指数の順位で整理する仕方もある。 

執印委員：土壌雨量指数を使う方法もある。確率年でやるとある時間を決めて、その時間

に対して何年確率という表現をするが、土壌雨量指数なら変化するので楽だと思う。 

阿部委員長：東広島の大学のそばで皆伐してあって崩れたところがあった。まさに伐採し

たので崩壊が起こったような気がするが、深い基岩は見えてなくて、滑った表面は細か

い土壌でした。このような事例が、表層崩壊防止機能がなくなった場合に発生した表層

崩壊で、森林が表層崩壊を防いでいると考えればいいと思うが、このような事例があっ

て調査できればいいと思う。 

林野庁：今回の豪雨災害に対して、林野庁直轄で広島県等の崩壊箇所を航空レーザー観測

等で網羅的に見ていって、それくらい広域だと雨量の差も出てくるので、雨量や崩壊場

所のデータはかなりあるのではないかと思う。 

阿部委員長：そのようなデータは集めるのは難しいか。 

林野庁：そこをうまく活用できればかなりの数と種類が出てくると考えられる。 

大丸委員：東広島もかなり風化が深いところで発生していて、地質図では花崗岩や流紋岩

となっているが、その後の歴史的背景が非常に効いている。岩でもなく土でもないとこ

ろが表層崩壊を起こしているケースが非常に多い。その整理は研究でもついていないが、

東広島の委員会で整理される可能性があるのと聞いているので、その委員会とも連携を

しながら、記載はしておいた方が良い。 

 

【調査内容】 

阿部委員長：森林が崩壊防止にどう作用していたかということが分かってこないといけな

いが、この調査内容だけで大丈夫か不安がある。調査する場所によって崩れ方がいろい

ろあり、必ずしも画一的な表層崩壊が起こるわけではないので、その場所がどういうタ

イプの表層崩壊を起こすのかということをまず知る必要がある。そこに根がどう関係し

てくるのかということを現地で根の分布を調べて分かればいいと思う。表層土の状態と

根の分布状態、両方の関係がこういう調査から分かってくるといいと思うが、今までの

私の経験で言うと、ほぼ水平根ですがスギの根は地表面から 50 ㎝ぐらいまでのところで

90％ぐらいある。50 ㎝以上深いところとなると残りの 10％ぐらいしかない。たぶん上の

根がたくさんあるところでは、根がたくさんありすぎて表層土が攪乱されて破壊される
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ということはなかなか起こりにくい。その下になってくると土は硬くなるが根の量が少

ないので雨が降って表層土が動き始めたときに歪みの度合いが増えてくる。そういう所

にどれだけ根があるのかが重要だと思う。 

それが一つと、あと崩れるときに従来はすべり面という考え方で、基岩層とその上部

の風化層の境辺りがすべり面になるだろうという想定で研究は行われてきたと思うが、

果たしてそれが本当にいいのかというところも現地調査で分かればいい。貫入試験をす

ると徐々に硬くなってくる。すべり面となるような軟らかい層が貫入試験で出てくるこ

とはほとんど無いと思う。徐々に硬くなるので、上の方が崩れやすいのは当然だが、す

べり面が形成されて崩れるのではなくて、軟らかいところが徐々にたわんで歪んでいっ

て亀裂がたくさん増えてきて崩れ去るというような発想で見ていった方がいいと思う。

そうすると根がたくさん入っていれば、歪みを抑制するような効果が発揮されて、これ

が表層崩壊防止につながるのではないかと思う。そういうことが分かるのは現地調査ぐ

らいだと思う。実際に崩壊させて実験してやればいいが、なかなか難しいので、現地調

査で土壌の状態や根の分布状態から崩れ方を推定していくということになると思う。 

山瀬委員：間伐してから 17 年ぐらい経ったところを調査したことがあるが、立木間中央で

見たときに間伐と無間伐で差が無かった。立木間中央だけでは間伐の効果を説明しづら

く、立木から立木間中央までの間にどれだけ根が入っているかということが重要だと思

っており、そこを把握するような調査方法を組み込まないと立木間中央だけを掘ってい

てもなかなか見えない部分がある。 

執印委員：無間伐のところで崩壊を観察し、間伐したところはそれほどでもないというこ

とが分かれば完璧だ。 

大丸委員：現象のあり方は多様なので、同じ斜面で崩れているところと崩れていないとこ

ろを調べておけば、意味のあるデータになると思う。過去の文献ばかり見ていると、今

回の現場といろいろな条件が違うので使えないケースが多いが、自然の対照実験みたい

なものを捉えれば意味のあるデータが残ると思う。 

また、西日本豪雨の現場には果樹園もある。多摩森林科学園でも最近崩壊が起きてい

るが、執拗に下草を刈っているところなので、太い木本の根系だけを見ていていいのか

ということがある。低層木の根系も馬鹿にならないのではと、そういう事例を見ている

と非常に思う。そうすると収拾がつかなくなってしまうが、起きている現象は起きてい

る現象で重要だと思う。 

14 ページの図では、貫入試験とか林相を崩壊地から外れたところでやるようになって

いるが、もし隣に似たような崩壊していない 0 次谷の地形があったら、その中でやる方

が良いデータが残ると思う。崩れなかったところはそれなりに強かったから崩れなかっ

た可能性があるので、崩れたところのデータを知りたい。 

山瀬委員：私も低木も評価すべきだと思っている。低木にも注目して引抜抵抗力を調べた

ことがある。シカの食害の絡みもあってアセビとミツマタの 2 種類で比較したが、両者
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でかなり抵抗力が違ったので、低木種とその種類が重要な因子になってくる可能性があ

るのと思う。そういう意味では植生標準地調査としては、単に全体の植被率だけではな

く、樹種別に見た方がいいのと思う。 

執印委員：確かに樹種別とかも大事だが、ガイドラインを作成したときに現場の人が使え

るものにしなければならない。収集した情報をどういう形で現場に戻せば使いやすいか

というところにも留意して、5年間の事業を進めていただきたい。 

阿部委員長：林齢と崩壊発生の関連を調べた過去の多くの研究事例によれば、伐採後に崩

壊個数や崩壊率が高くなり 5年生ぐらいでピークとなる。その後 20 年生ぐらいまで表層

崩壊がたくさん発生するが、約 20 年生以降になると崩壊率は落ちてついてくる。間伐は

15 年生以降ぐらいから始めるが、間伐の有無で調査地を選定しても、間伐の影響はなか

なか崩壊には出にくい可能性もある。間伐すれば崩壊抑止効果が大きくなると私もずっ

と思い込んでいるが、実は本当にそうなのかどうかというのは、実際の現象としては難

しいかもしれない。 

執印委員：間伐の効果を示すのは難しい。森林整備をすれば水も増えるし、崩壊防止機能

も高まるという話があるが、実証データから言われたことなのか疑問である。森林に効

果が無いというのではなくて、森林が今まであったおかげでどこまで効果が発揮されて

いて、それを高めるための施業が本当に可能かどうかを検討し、早生樹を活用すればそ

の可能性もあるかもしれない。なかなか難しいと思うが、そのような可能性を探るのが

良い。昔のようにどんどん崩壊が発生していく状態とは今は全く違うので、その中であ

らためて考えてみると、今までの森林の効果を再評価する方が良いと思う。今まで蓄積

されてきた森林の効果が発揮されてきたということがベースにあって、その上でという

ことでそのベースははっきりさせておいた方が良い。どうしても崩れたところしか見て

いないが、これだけ崩れていないという表現の仕方の大事だと思う。 

大丸委員：間伐についてはフレームを最初からしっかりと決めない方が良いと思う。間伐

に一定の効果があるにしても、現場を見ていると間伐をするためにきちんとした作業道

ならいいが、荒く開設されて逆にそこから土砂が出るというケースもある。トータルで

現象を見ないといけないので、まずは起きている現象をきちっと捉えてゴールをあまり

縛らない方が良い。 

阿部委員長：調査対象地の中に間伐の有無で流域だけを取り上げているが、若い 5～10 年

生の林とか壮齢の林とか、林齢を追っていろいろな林齢で根の状況がどうかというのが

分かるといいかもしれない。壮齢の林はほとんど今間伐してあるか。壮齢で間伐してい

ない林は今あるのか。 

執印委員：演習林でもかなり壮齢の木も生えているが、場所によっては間伐がされていな

い所もある。そういう所がたくさん崩れてくれると非常に都合がいいが、なかなかそう

はいかない。 

林野庁：今いろいろな森林があって、林齢的にも ha 当たり本数や径級も様々なものがあっ
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て、その中で崩れにくい森林、これくらいの本数と径級であれば崩れにくいということ

でも分かれば、間伐方法をどうするとかというより、そういった崩れにくい森林を育て

ることにより、崩壊防止機能に寄与しているというまとめ方でもできればと考えている。

今までも言われたように森林はないよりも当然あった方が崩れにくく、成長していく過

程で崩壊が少なくなって理想とする森林、これくらいの密度の森林であれば崩れづらい

と言うことだけでも分かれば、間伐をいつ、どれくらいの伐採率で行うというところま

で示さなくても、こういった森林に仕立てていけば崩れにくいという結論に持って行け

るのではないか。そのために表層崩壊と森林の歴史をよく見ていく必要があると思う。 

それと可能かどうか分からないが、昨年九州で挿し木の話がよく出ていて、挿し木と

普通苗で根系の成長を比べるのは難しいという話はあるが、例えば挿し木で植えたとこ

ろで現地調査をやって、挿し木だと崩れやすい、崩れづらいではなくて、挿し木でも遜

色なく根系が成長していると言うことだけでもうまく示せないかと思っている。 

執印委員：挿し木や実生等の造林の知識が私には無いので、専門家に相談していただいて

実際どうなのか検証しておく必要がある。その上で崩壊防止機能に対してどうなのかと

いうのを見るのは必要かもしれない。 

大丸委員：植え方の影響は、せいぜい数年の観察によるサンプルに限られ、挿し木苗もそ

のまま大きくなっていくわけではないので、それが数 10 年経ったらどうなるかというの

は注意してレビューした方が良い。 

阿部委員長：九州の調査の時もそういう話題はあったが、どこの林分が挿し木苗かという

履歴がしっかりと残っているところはないのではないかという話だった。分かっていれ

ば調べればいいが、どこが挿し木苗で育てた林分でどこが普通の実生で育てた林分か、

それがなかなか検証できないという話なので、調べるのは難しいと思う。 

執印委員：履歴がはっきりしている場所で、森林の生育が分かるところで調べれば、きち

んと見えるが。 

阿部委員長：そのような場所は無いのか。 

大丸委員：福岡県林試の方に聞いたら、あればいいけど無いと言っていた。 

執印委員：履歴が無くても、どのように状況が変わってきたかということは、航空写真等

を使えば分かる。変わってきている中で、雨はどういう降り方をしていて、この状況に

あるときに崩れたというのがあれば、雨に対してどの程度の抵抗力があったかは分かる。

それはまさしく、ここまでの外力なら大丈夫、これ以上の外力があったから崩れたとい

う話もできる。阿部先生が言われたように表層ではなくて深い土壌層の下から崩れたと

いう話もできる。そのような整理の仕方で、調査した方が良いと思う。 

阿部委員長：植生を相手にした調査は単年度とか 5 年で結果が出るようなものではないの

で、研究内容によっては 10 年、50 年、100 年という計画を作ることも必要だ。挿し木苗

と実生苗で林分を作り、50 年経ったら掘り出すという調査を林野事業として行った方が

いいと思う。 
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執印委員：過去の履歴を見て、1箇所そのようなところを調査地に入れておかないと、近年

のものだけではまずい。東広島でも、今回の雨で崩れたけどそれがなければ崩れていな

かったということが、植生が成長してきたことの影響であると言える。今回は限界があ

ったと言い訳するわけではないが、データ的に見るとそうなっている。明らかに雨の影

響が出てきて、温暖化かどうかは分からないが、そのような災害形態になってきている

ということは言えるかもしれないので、長期で見た方が安全だと思う。 

阿部委員長：例えば戦後航空写真が撮影されているが、施業履歴はどうやって調べるのか。 

林野庁：国有林ならまだ履歴があると思う。 

阿部委員長：履歴があれば面白い。 

執印委員：さらに長期データがあればいい。確かに最近流木の問題があるが、昔だって流

木はあったはずなので、どういった所で発生したのか知る必要がある。 

阿部委員長：実際にできるかは分からないが、調査項目として一つそのような調査も入れ

た方がいいかどうか検討してほしい。 

執印委員：すべての調査項目を完璧にとはなかなか行かないと思うが、全部そろったら理

想的である。そのような方針で調査したときに、挿し木か実生か、さらに長期の航空写

真データがあって、なおかつ雨量のデータがあって使えるという場所はなかなか無いか

もしれないが、そのような所をどれが一つ欠けたら駄目だというのではなく、何らかの

工夫で、行えれば理想的だ。幸いなことに東広島や呉周辺には、戦後の一時期は欠けて

いるが結構長期のデータがある。森林はすぐには成立しないから長い視点で見た上でど

うなるかということをきちんとアピールしておくということだと思う。 

阿部委員長：次回の委員会が 2 月ぐらいに予定されているので、それまでの間に次年度以

降の調査計画を詳細に立てておくと言うことか。 

事務局：はい。今日いただいたご意見を踏まえて次回委員会までに調査内容や調査箇所に

ついてさらに検討していきたい。 

阿部委員長：いろいろとたくさん先生方からご意見がありましたが。 

事務局：林野庁は森林整備ということでやっているが、私は新しい知見を得るのは難しい

と思う。例えばシラス地帯の急傾斜では 40 年生以上は置くなと、40 年で伐期を迎えさせ

るとか、土壌厚が厚いところは 80 年まで残していいとか、そのようにすると整理する側

としてはしやすい。間伐をやらないというような結論は出ないと思う。間伐をこのエリ

アだったら 4 回やった方がいいとか、こういう所だったらヘクタール 500 本にしなさい

とか、そのようになるとなんとなく上に載っているボリュームが重いと崩れやすいし、

あるいは人家に近いところだったら重いのがたくさんあると被害が大きいから、そうい

うエリアはそうしなさいとすると、施業者はわかりやすい。その方に持って行くという

ことを考えると、調査方法がまた少し変わってくるような気がしますが、そういう観点

というのは林野庁として意識はないのか。そうすると話がしやすい。今までの知見もま

とめて入りやすいのではないか。今までの議論とちょっと違う議論だが。そうすると林
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野庁も、人の多いところでは木は植えるけど、重いものは植えません。あるいは間に灌

木の広葉樹を混ぜて植えますと、あるいは土壌が薄いところでは根が深く入っていかな

いのでこのようにしますと、そうすれば非常にわかりやすいと思う。今までと同じやり

方ではないと。今までの針葉樹を 3000 本植えてあるいは 2500 本植えて、系統的になっ

て間伐を行うというのを前提にするのではなく、大胆に変えるのだというふうにするな

ら面白くわかりやすいと思うが、その辺はどうか。山地災害危険地区であって、しかも

土崩とか土流というエリアの整備方法はこうするかというようにすると取りまとめもし

やすいのではないか。そういう方法の観点というのはないか。 

林野庁：文献をいろいろ見ると、おそらく表層崩壊防止機能に着目すると林業経営で行っ

ている最終仕立て本数よりも多くなる、というような漠然とした思いを持っていて、表

層崩壊防止機能に強い森林を目的とすると、林業経営を目的とした施業とは若干施業の

方法、最終的な本数や径級が違い、治山事業で行う森林整備は考え方が違うというのが

出せればいいと思っている。また林齢についても最終的に大径木にするよりもある程度

中庸な径級で本数もある程度残っている状態というのが表層崩壊防止にはいいのかなと

思っているので、そういったことが最終的に出せればいいと考えている。そのような状

態の森林になったときに将来的にどうするかという問題も出てくると思うが、将来的に

どうしていくのかも含めて、特に 0 次谷の傾斜が急で崩壊しやすいようなところでは林

業経営とは違う施業が出せればいいかなと思う。 

執印委員：そういう論文はある。SIDLE が書いているけど、0次谷のところは崩れやすい場

所だからなるだけというように書いてあったような気がする。 

大丸委員：今泉さんとか。 

執印委員：今泉もそうだったか。要するに 0 次谷をいじってしまうと崩壊が発生する。な

るだけ長伐期の施業をして、それ以外の所だと中ぐらいの伐期で行った方がいいという

ような話だが、そのような話の文献もある。それは SIDLE が森林施業の専門家でもない

し、崩壊の方から出るので、実際の施業を知っている人がやった方がいいと思う。 

阿部委員長：たぶん出口は田所さんが言われるような所にある。 

事務局： 0 次谷だけど普通林で用材を目的としていると所有者がそこまでやれるかという

ところがあるが、とりあえず保安林のところは治山事業で行うという宣言をすれば、県

はやりやすいと思う。海岸林はヘクタール 10,000 本に技術基準ではなっているので、森

林整備の仕方が違う。海岸林は用材を目的としていないので早くうっ閉するマツを植え

ている。それと同じようなやり方を土砂崩壊防止機能の大事なところで行っていくとい

う新たな整備方法を林野庁が告げるとなれば、それは画期的だし、違いが分かってやり

やすいのではないかと思う。そういう方向を定めれば、受けている方の調査も、それ以

外の調査もやるものの、方向が見えるのではないかと思う。 

林野庁：あくまでも治山事業として整備した方がいいということで、全体に波及すると大

きな話になってしまう。 
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林野庁：森林整備事業の公的主体で対応することも念頭に置かなければいけない。特に公

的主体で行う森林整備というのは今後非常に需要が高まっていくので、その辺の所も念

頭に置かなければいけないかもしれない。林野庁では、私有人工林 670ha の中で 1／3 は

公的主体で整備していく政策を打ち出しており、その中で、治山事業で対応する本数調

整伐と公的主体が担う森林整備事業をどううまく調整していくのか、バランスをとって

やっていくのかということも大きな課題となってくるかもしれない。 

事務局：今 0次谷の話をしたが、0次谷では長伐期施業は行わないとか、そのエリアを除く

とか、そういう仕組みを提言するということもある。 

阿部委員長：私のイメージでは、今言われたような方針をデータなり研究ベースの理論的

なものに乗せてできるようにするということだ。 

そのようなことが非常に重要なのかなと思う。出していただいた意見を考慮していただい

て次回の委員会までに次年度以降の調査方法をご提案いただくということだと思う。ま

とめる段階ではいろいろと相談していただいて。 

事務局：たいへん貴重なご意見をいただいてありがとうございます。今日は時間が無かっ

たので、ご意見の意図するところを確認したいようなこともあると思いますので、個別

に連絡して確認させていただくこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたしま

す。 
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平成３０年度 

森林整備が表層崩壊防止機能に及ぼす効果等に関する 

検討調査委託事業 

第２回検討委員会 議事録 
 

１．日時  平成３１年２月２８日（木）１４：００～１７:００ 

２．場所  林友ビル６階中会議室（東京都文京区後楽１丁目７番１２号） 

３．議事 

１）第１回検討委員会の議事確認 

２）現地調査箇所 

３）調査内容 

４）調査スケジュール 

５）その他 

４．配布資料 

資料１ 第１回検討委員会議事録 

資料２ 第１回検討委員会における意見と今後の対応 

資料３ 既往の研究成果（追加収集分） 

資料４ 現地調査箇所候補地（案） 

資料５ 調査内容及び方法（案） 

資料６ 調査スケジュール（案） 

参考資料１ 千葉県における現地実態調査 

参考資料２ 既往研究成果等による課題の整理 

参考資料３ 齢級と崩壊地の重ね合わせ図（福岡） 

５．出席者（敬称略） 

委 員 日本大学生物資源科学部 教授 阿部 和時 

 宇都宮大学農学部 教授 執印 康裕（欠席） 

 国立開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

研究ディレクター（国土保全・水資源研究担当） 

大丸 裕武（欠席） 

 兵庫県立農林水産技術総合センター 

森林林業技術センター 主席研究員兼研究主幹 

山瀬 敬太郎 
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６．討議内容 

 

【文献収集】 

（事務局による資料 1～3の説明） 

阿部委員長：今までたくさんの文献を収集していただいたが、それを活用することは非常

に重要だ。根系の研究は、戦後間もない頃からいろいろな方が取り組んできた研究成果

が文献として残っている。今説明していただいたのは追加の文献だけだが、根系と言っ

てもいろいろな局面、分野を扱った文献がある。整理すると言っても、系統的に整理し

て行かないと非常にゴチャゴチャになってしまう気がする。戦後間もない頃から崩壊の

実態を調査し、林齢と崩壊面積、林齢と崩壊箇所等の統計資料としてのデータベースを

作って解析した事例がある。林齢の増加とともに森林の崩壊防止機能が高まって、崩壊

が少なくなるという話をしており、崩壊防止機能の根拠となっている研究がある。今で

も根系の効果を話すときのベースとなっており、非常に重要だと思う。塚本先生や、森

林総研にいた秋谷さんが統計の研究を取りまとめた成果も発表している。一つそれが大

きな分野だと思う。1 回目の委員会でも、時系列で森林状態を比べてという話があった。

これも似たようなことで、林齢を追って崩壊がどう変わってくるかという話である。新

しい観点での話で、執印先生の研究だと思うが、一つの場所を何十年と追っていく訳で

ある。林齢は 1 年ずつ増し、その間にいろいろな雨があって崩壊が起こるという、林齢

の増加といろいろな大きさの雨がときどき外力として作用する。それで崩壊がどう変わ

っていくかという時系列の研究成果があるのだと思う。前回の資料の中には執印先生の

資料もあったかと思うが、緑化工学会誌に５回ぐらい掲載されていたが、そのような研

究がある。私が知っているのは執印先生の資料だけだが、ここ数年の広島や福岡の災害

が発生したところでも、そのようなデータを作ることができれば非常に面白い結果が出

てくると思う。それから文献としてはメカニズムの話をいろいろな方が研究されている

が、基本的には、土が動いて山が崩れようとしたときに根が引っ張られて根に生ずる張

力が崩壊防止に役立っているのだと思う。そのようなことがメカニズムの中心になって

いると思うが、いろいろな方がいろいろな方法でメカニズムの話をしているので、それ

をどんな崩壊防止のメカニズムが働いているのかということをまとめあげ、どういうも

のが使えるのかというところを検討して活用していくことがこの文献調査では必要だと

思う。 

山瀬委員：1回目の委員会の時、国際学会誌、砂防学会誌、緑化工学会誌に掲載されている

研究成果のほかに、ただ学会発表で止まっているものもあるという発言もあったと思う。

網羅するとなるとたいへんだと思うが、その辺りはすでに整理されている状況なのか。1

回目の委員会で示されたかもしれないが、両方からの攻め方が大切で、一つは事例を集

めてくるというのも重要だと思う中で、例えば私も都道府県の研究機関の者ですが、都

道府県レベルの研究報告の中で、災害に関連して報告書をまとめているケースも結構あ
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るので、場合によってはそのようなものも参考になる部分があると思う。ただ先ほど阿

部委員長が仰ったように、集めるだけではなかなか難しいので、体系的にまとめていか

ないといけない。相当の時間は必要になってくると思うが、あるものについてはできる

だけ利用する形を取った方が良いと思う。 

阿部委員長：このような研究をされている方は多くないですが、北海道、三重県、福岡県

等の林試があります。 

山瀬委員：最近だと国の森林環境税があるが、都道府県レベルの環境税も多く、都道府県

の環境税の中で災害に強い森を作るという動きもある。長野県や大阪府もそのような動

きを取っているので、データがたくさんあると思う。 

林野庁：今年度は文献の収集に留っているので、今先生方が言われたように、例えばメカ

ニズムに関するもの等、文献をカテゴリー分けしたいと考えている。文献によっては見

解が違うところもあると思うので、来年度以降もう少し文献の中身を読み込み、知見の

違い等を取りまとめていきたいと考えている。来年度も引き続き調査する予定なので、

またいろいろとご助言をお願いします。 

 

【現地調査箇所】 

（事務局による資料 1～3の説明） 

阿部委員長：今の説明に対してご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

山瀬委員：資料 4 の 2 ページで、樹種は「立木の発生源としての注目されている針葉樹人

工林とする。」と絞り込んでいるが、後の方で広葉樹という話も出てきており、その辺の

流れがよく分からない。 

事務局：失礼しました。資料 4 の 1～2 ページは、1 回目の検討委員会を思い出すために資

料を再掲させていただいている。1回目の委員会では針葉樹ということで提案させていた

だいたが、1回目の委員の意見を受け、3ページ目以降に新たな提案を示した。新たな提

案としては広葉樹も含めているということです。 

山瀬委員：広葉樹も対象として入れ込んでいくという考え方なのか。 

事務局：はい。 

山瀬委員：分かりました。その場合にさらに一つ伺いたい。今の話だと樹種は針葉樹に広

葉樹が加わる。そうした中で、資料 4 の 5 ページに、林齢として幼齢林と壮齢林に分け

る際、過去の事例により 20 年生で分けるという話がある。人工林の場合、最近は主伐に

より利用される方向にあり、あまり年数を経ないかもしれないが、一方で、里山の広葉

樹は放置され、かなり年数が経ってきていると思う。兵庫県でも 60 年～70 年くらいの林

が増えてきて、場合によっては 80 年～90 年くらいになっている。今は幼齢林、壮齢林と

いう仕分けにはなると思うが、今後は老齢林も考えておかなくても良いのかと少し気に

なった。兵庫県内でも六甲山系でかなりそのような林が増えてきている。その老齢林を

どうにかしなければならない。本当に問題があるのかということも含めて調査をしてい
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るが、考え方としてはそこの整理をしておく必要があると思う。 

事務局：老齢林と言うと 10 齢級ぐらいか。 

山瀬委員：その定義をどこにするかということだと思う。 

事務局：はい。 

阿部委員長：間伐施業を考えると、崩壊の発生しやすい 20 年生前後以下の若齢での森林効

果というのは非常に重要になってきて、その中で間伐がどう活きるのかということが大

切だと思う。山瀬委員が言われたような老齢林が増える現状の中で、調査項目にある時

系列調査を行えば、必然的に老齢の話も含まれてくるような気がする。あえて 10 齢級と

か 20 齢級の林を選んで根系分布調査をしなくても良いと思う。時系列で航空写真を追っ

て崩壊と林齢の関係がどのように起こっているかという話の中で、老齢の話も当然含ま

れて来るような気がする。 

事務局：時系列調査の一環として老齢林も調査するということで十分ということですね。 

事務局：老齢林の広葉樹はあるのか。針葉樹の中に残っていたものが大きくなる場合はあ

っても、広葉樹を造林している例は、ケヤキ以外はほとんど無い。老齢林を広葉樹で探

すのは難しいと思う。 

山瀬委員：先ほども申しましたが、老齢林の定義をどうするかというところだと思う。通

常老齢林というと 100 年生ぐらいだと思うが、今回話に出ている崩壊という観点から考

えると、実は老齢林という考え方はもう少し若いときに出てくるのではないかと思う。

というのは六甲山の話に戻って申し訳ないが、花崗岩の脆いところだと、70 年～80 年を

超えてきて、風が強く吹くと倒れるという場面もある。そういう意味では必ずしも 100

年超えというのではなくて、70 年～80 年を超えていたら、大径木という考え方で、それ

を老齢林と呼ぶのが良いのかは分からないが、少し別に考えていった方が良いと思う。 

事務局：林ということになると広がりを持つのでなかなか難しいと思う。あるエリアの点

だけ見れば太い木が立っていると老齢木だと分かるので、老齢木に着目するなら探しや

すいかもしれない。ただ老齢林となるとエリアで、天然の原生林みたいなものは無いの

で難しい。 

山瀬委員：あまり単木に絞り込むと、この委員会の議論とは外れてしまうと思うが、大径

木がポツポツとあるようなところを一括りとして老齢林と考えても良いと思う。 

阿部委員長：探してみて、あれば良いが。 

林野庁：今の話は次の説明の所に入ると思う。先ほども説明があったが、今林野庁では広

島、岡山、愛媛等において航空レーザ計測で調査し、崩壊地の位置を落とす作業をして

いる。広島は天然林が崩壊しているところが多い。天然林と言っても広葉樹か松林か分

析しなければならないが、それを活用して調査地をどこにするかということを来年度考

えている。その中で天然林が崩れたところで林齢が分かるところも見つかると思ってい

る。来年度調査した後、どのようなところで具体的な調査をしていくのかといったこと

をまたご相談させていただき、できれば天然林と人工林での崩壊の違いというのも解明
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したいと思っている。 

阿部委員長：ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

山瀬委員：資料 4 の 5 ページの間伐の履歴が有る場所と無い場所とあるが、間伐が有る場

所では、間伐が過去に何回あったのか。1回なのか何回もやっているのかによっても違っ

てくると思うが、間伐の有る場所をどういう考え方で整理していくのか聞かせいただけ

ればと思う。 

事務局：回数までは考えていなくて、とりあえず 1 回でもやったら間伐有りということで

考えている。回数を分けると、いろいろなパターンが出てきて整理するのが煩雑になる

ので、まずは有り無しで単純にやるということを考えている。 

阿部委員長：具体的な調査地はこれから決めるのでしょうが、決める際には森林簿等を用

いて間伐の履歴とか本数密度等のデータも集めていくということか。 

事務局：はい。 

阿部委員長：愛媛はいろいろな調査の対象地として適当だということで選んでいるのだと

思う。古第三紀、中生層または古生層と、いろいろな堆積岩になっているということだ

が、資料 4の 4ページの右側の候補地として、愛媛県は「すべり面明瞭」となっている。

「すべり面明瞭」とはどのような感じかイメージしにくいが、参考資料 1 で見せてもら

った千葉の写真のような状況なのか。 

事務局：千葉は「すべり面ごく明瞭」ということで挙げさせていただいた。千葉の場合は

基岩と表層土がはっきりと分かれている。 

阿部委員長：崩壊面として残っているところが基岩ではなくて、風化層が少しあるという

イメージか。 

事務局：はい。基岩までは到達していない。 

阿部委員長：やや固めの風化土層が崩壊斜面に載っているというイメージで良いか。 

事務局：広島は岩でも土でもないというようなことだが、そこまでは不明瞭ではなく岩で

はなくて風化した土のところで崩れているイメージだ。中央構造線に沿って関東の方に

も同じ地質帯があるので、そのイメージで話をさせてもらった。 

阿部委員長：広島と愛媛がメインの調査地になりそうだが、広島とははっきりした違いが

あって、表層崩壊といっても広島で起こった崩壊とはずいぶん違いがあるということで

いいか。 

事務局：愛媛の文献を見ると、北伊予地方は花崗岩地帯で広島に似ているが、中伊予や南

伊予には中古生代の堆積岩が出てくるので、その堆積岩地帯を候補地として選定したい

と考えた。愛媛県の北部だと広島と同じようなデータになってしまうのではないかと考

える。 

林野庁：愛媛を調査地に入れたというのは、林野庁としてはすべり面や基岩の違いを意識

したものではなく、レーザ計測を広島と愛媛で行ったということで選んでいる。また、

広島は人工林よりどちらかというと天然林が多く、愛媛は人工林での崩壊地が多いとい
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ったイメージがあるので、広島だけではなくて愛媛も入れて人工林での調査をしたいと

いう主旨である。実際にすべり面や基岩については現地調査項目に含めて、今後調査し

ていくものと考えている。 

山瀬委員：参考資料 1 の千葉での現地調査の件だが、今回崩壊させた面の植生の状況を教

えていただきたい。写真の状況では斜面の上部には高木も残っているが、斜面の中部よ

り下は元々あった木を伐採したということか。 

事務局：木は伐採していない。元々疎林である。下層のシノダケは密生して調査しづらか

ったので刈り払った。 

山瀬委員：斜面には手が入っていて小さい木が多かったということか。 

事務局：はい。 

山瀬委員：参考資料 1 の 3 ページの計測項目に「根の長さ」とあるが、どこの部分を測定

しているのか。 

事務局：地表面に露出している部分。先端まで残っていなくて途中でちぎれているものも

あるが、とにかく露出している部分である。 

阿部委員長：現地には私も行ったが、流れ盤のようになっており、流れ盤の層の間に根が

入っていて、上が崩れたときに地盤の中から出てきている根もあった。普通は上から入

っていくが、下から出てきているものも結構多く長く残っていた。 

事務局：根の径は地際と先端部を測ったが、地際の方が太い根もあれば先端の方が太い根

もあった。 

阿部委員長：すべり面としてはそこそこ根があった。あまり太いのはないが。貫入試験の

図が 2 ページにあるが、現場で見るとはっきりと基岩の上に表層土が載っていた感じだ

が、図中の星印を落としている位置を見ると、Nd 値 4～6の結構小さいところに記してあ

る。 

事務局：調査結果は予想と少し違いました。 

阿部委員長：星の位置というのは、崩れた後でないと崩れた深さは分からないが。 

事務局：崩れた後にも地形測量をした。崩れる前にも測量をしていて座標値が分かってい

るので、座標値の位置を復元して高さをもう一度測っている。それで差分が分かる。 

阿部委員長：よろしいでしょうか。質問がなければ次の「調査内容」の説明をお願いしま

す。 

 

【調査内容】 

（事務局による資料 5、参考資料 2，3の説明） 

阿部委員長：ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

山瀬委員：広島県における広葉樹の調査方法だが、資料 5 の 7 ページによれば樹種等を把

握する方法として森林簿を利用することになっている。広葉樹の場合、樹種の判断が難

しいと思うが、どのように樹種を判断していくのか伺いたい。ザツという括りの中で今
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回はやろうとしているのか。 

事務局：加計町でやる資料調査 Aの場合ですか。 

山瀬委員：はい。 

事務局：森林簿ではザツのほか、主要なナラ、ケヤキ等の広葉樹は分けているかもしれな

い。森林簿で表現されている範囲で調査しようと思っている。広葉樹の中でケヤキはダ

ントツに強いという過去の文献もあり、その他の広葉樹は引き抜き抵抗試験をやると大

差ないという話もあるので、広葉樹の中でも特にケヤキを分けられれば問題は無いと思

っている。 

山瀬委員：加計町での資料調査 A はどちらかというとマクロなスケールの話だと思う。一

方で現地調査 A ではミクロなスケールでの広葉樹も種別に調査しなければいけない。最

終的には両者をリンクさせていく話になっていくと思う。一方では粗く調査し、他方で

は細かい調査を行っても、最終的にはなかなかドッキングしていかないと思う。特に広

葉樹天然林を扱うときは問題となってくるとは思う。 

事務局：加計町以外の現地調査 A と称したところは、広島県、愛媛県の広範囲でいろいろ

な目的のために行うが、それは現地に行くので広葉樹でも樹種は判断できる。加計町は

既存データだけで調査しようと考えていたのが、場合によっては広島県内なので現地を

見に行くことも検討したいと思っている。 

阿部委員長：加計町の災害があったところは、人工林の多いところなのか、天然林が多い

ところなのか。 

事務局：それは今後調べる予定だ。 

阿部委員長：やりやすさがあってここを選んだと思うのだが。 

事務局：ここは執印先生からご紹介いただいたところだ。1回目の委員会で具体的に加計町

の名前を執印先生が挙げられている。 

阿部委員長：執印先生がここを選ばれた理由があるのか。 

事務局：広島では去年の災害とか平成 26 年の災害が記憶に新しいが、昭和 63 年という昔

から広島は災害が繰り返し起きている地域だというニュアンスで執印先生は説明されて、

その一環として加計町をご紹介いただいた。 

阿部委員長：この時系列調査では、資料 5の 7ページによると、一番古い雨として 1985 年

がある。34 年ぐらい前からあり、木を植えれば 34 年生になっている。その間に昭和 63

年と平成 30 年の 2回の災害があるが、調査地としてはしばしば崩れが発生しているとこ

ろを対象地として選んだ方が、森林の効果をより評価するようなデータが得られる。加

計町が昭和 63 年と去年の災害だけのデータであるとしたら、まだ多く災害が発生してい

るようなところも選ぶ可能性はあるのかなと言う気がする。 

事務局：もちろん 2 つの時代だけではなくて、昭和 63 年以降、観測史上 1 位の 2005 年と

か、3位の 1993 年等も選んでいく予定だ。 

阿部委員長：こういうところで崩壊が発生しているということか。 
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事務局：加計のアメダスではこれだけ降っているので、そのときに崩壊が発生しているか

も調べる。 

林野庁：時系列の調査も、最初はどうような崩壊地があるかというマクロ的な調査をして、

それから実際の崩壊地とその周辺でミクロ的に調査することになると思う。できれば崩

壊が起きたところの過去の履歴、すなわち、どのような雨が降ったか、今までは崩れて

いなかったか、どのような森林施業をやってきたか、ということも併せて調査すると、

崩壊と時系列の森林状態の関係が分かると思っているので、加計町に限らず、崩壊地で

の調査と併せて時系列調査も行えば良いと思う。 

阿部委員長：現地調査 A を愛媛と東広島で行うとなると、まだ具体的にはこれから決める

のだと思うが、現地調査をやるところでこの時系列調査をやっても良いわけで、あえて

加計町でやらなくても、現地調査と併せても良いかもしれない。 

林野庁：崩壊と森林の履歴をどこまで県で整備しているか疑問はあるが、施業履歴と雨の

履歴を合わせて、それまでは崩れなかったけど今回これだけの雨があって崩れたという

ことが分かってくると、森林の限界の解明に繋がると思っている。 

林野庁：加計町のある安芸太田町には国有林が 2000ha ほどあるので、もし国有林であれば

かなり施業履歴も追える。もしデータ的に不足であれば、国有林は民有林よりもデータ

が充実しているので活用できると思う。 

阿部委員長：時系列調査は何カ所もできるわけではないので、その辺を考慮してなんかと

して、加計町にするのか現地調査と併せてやるのか検討いただければと思う。 

事務局：執印先生が加計町といった理由の一つには、昭和 63 年には豪雨で崩壊が多く発生

したということは分かっていて、その後どんどん森林状態が成熟して崩壊が減ってきて

いるということが念頭にあるのかと思う。 

阿部委員長：崩壊が起きづらくなっている？ 

事務局：森林状態が良くなって崩壊が起きづらくなって、昭和 63 年の時から比較して時系

列でどんどん変わってきたということを見た方が良い。今やろうとしている現地調査 A

というのは昨年度発生した箇所で、それから過去に遡っていって崩壊が発生した時期が

あれば良いが、無かったらどうしようかということがある。確実に古い時代にあったも

のを起点に今の時代まで時系列で調べる方が良い。そう意味合いで執印先生は言われた

と思う。 

阿部委員長：それなら加計町でやった方が良い。 

事務局：国有林ならデータもあるという話もあったので、その方が良い。 

阿部委員長：分かりました。そういう点も考慮して決めていただきたい。山瀬委員が言っ

ていた広葉樹の話だが、例えば北原先生たちのグループはいろいろな樹種について強度

を調べているが、それを今回の森林の崩壊防止機能という意味での広葉樹林を扱う中で、

それを活かすということはなかなか調査のレベルが違って非常に難しいと思う。やろう

と思えば樹種ごとに抵抗力は測定できるが、それを実際の山の崩壊防止機能に広葉樹と
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して適応する場合に、一つ一つの樹種を考慮しながら広葉樹の崩壊防止機能を評価する

というのはなかなか難しいような気がする。それで実態としての広葉樹の崩壊防止機能

をもし空中写真を使った時系列調査から見つけられれば非常に価値のあることだと思う。

今までいろいろな人から針葉樹と広葉樹の違いはどうなのだって聞かれて長年答えられ

るようなデータが無かったので、もしこの時系列調査から分かればそれは良い話だと思

う。ただ 1本 1本の樹種ということではなくて、広葉樹という範疇で良いのだと思う。 

事務局：過去にスギを植えたから崩れると言う話であった。今の時点での一般論としては

針葉樹も広葉樹も根が崩壊を防止するというのは変わらないということで林野庁も対応

していると思うし、研究者の間でもそんなに差があるという認識には立っていないと思

うが、それはそれなりの研究成果があるのかどうか。曖昧な部分もあるということで、

その辺をどういう理解したら良いか。 

阿部委員長：多くの方がスギを対象に研究してきたと思う。ヒノキを対象にやってきたと

いう方は、北原先生が引き抜きでたくさんやっているが、それくらいだと思う。詳しく

は分からないが、例えば引張試験でヒノキとスギで違いがあるかというと、多分そんな

に違いは無いと思う。いろいろな品種があって、立地条件が違うのでいろいろなところ

でデータを取ってくると、そのデータを重ね合わせたときに、スギとヒノキをうまく分

離できるかというとできないと思う。その辺は今あるデータで検証していけば結果は出

ると思うが、多分分離しないで重なると思う。それでスギ、ヒノキの違いは分からない

のが一般的だと私は思う。広葉樹では確かにケヤキはすごく強い。たぶんケヤキはまっ

すぐ根が伸びていて、引き抜くとすごく強度は出てしまう。普通の広葉樹はクニャクニ

ャしていて、曲がっているところで割れてしまう。だからあまり強い強度が出ない場合

が多いが、ケヤキはすごく強い。針葉樹のスギ、ヒノキと広葉樹のデータを引き抜きで

比較すれば、広葉樹のデータは少ないが、統計的に分類できるかどうかということをや

れば、それは出ると思う。ただ、それは引き抜き抵抗力の違いが出るだけで、森林の崩

壊機能としての違いが出るかというと別だと思う。いろいろと既往の研究で出てきたけ

ど、引き抜きだけで崩壊防止を評価して良いかどうかという点が大きな問題であって、

引き抜きだけで評価できるならば、たぶんケヤキが一番強い。針葉樹よりも強い。だけ

ど 1 本 1 本いろいろな広葉樹が単層林として生育するというのはまず無いから、雑多な

広葉樹ということで評価した場合に、引き抜きだけでやってもなかなか区別は難しいと

思う。それと一つ根本的なところで、引き抜きで評価する方法が良いかどうかというと

ころが大きな問題になっているが、その辺をはっきりさせておくべきだ。非常に理論的

に認められるような崩壊防止機能の評価方法というものがもしできれば、それで評価し

なければいけないと思う。ただそれは今できないので、私としては広葉樹と針葉樹を分

けた場合でも、どっちが優れている、どっちが劣っている、ということまでは言えない

段階だと思っている。 

事務局：さらに言えば、スギの適地というのは水分の多いところだ。そういうところに例
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えば同じ 50 年生のスギとケヤキが生えたとき、スギの成長はすごく良いけど、そういう

ことではたして同じような成長をケヤキができるのか。そもそもケヤキは成長が遅い。

50 年経ったときのスギの根の状況と、ケヤキが同じ大きさなら強いのかもしれないけど、

そこに達するのに、ケヤキは 100 年かかるけどスギは 30 年かもしれない。そうするとそ

のときに、50 年経ったときの山の状況、そのエリアの適地適木を考えときに、本当にそ

ういうのが良いのかという議論が出てくると思う。要するに例えば、100 年生のケヤキと

30 年のスギを比べてもあまり意味が無いという話もあり、その辺がグチャグチャになっ

ているので、整理しても良いのかなと一方で思う。このように複雑なのでお伺いした。 

阿部委員長：確かにまさにその通りだと思う。 

事務局：以前、治山研究発表会で広葉樹の方が強いというのが出ていたけど、それはちょ

っと対象の取り方とか林齢とかで違うのではないかということを感じた。 

阿部委員長：確かに人工林だと伐採して植栽してから 20 年生くらいまでの間、本当に崩壊

が多発するという時期がある。それ以降はゼロではないですけどかなり少なくなってお

り、危ない時期は20年程度である。広葉樹を一斉に植栽することはあまりないと思うが、

もしケヤキの林を作ったら確かに植えてから 10年あるいは 100年くらいはあまり大きく

ならないし、もし大きくなったとしても、ケヤキだとすごく立木本数密度の低い林がで

きてしまうと思う。もしそうだとすれば根は所々にしかなく、範囲が狭い。そんなケヤ

キの林になってしまったら、崩壊防止機能がそれでいいのかどうかと言われると非常に

怪しい。 

事務局：ただ治山事業だから本当に広葉樹で良いと言うなら、ケヤキは難しいかもしれな

いが、例えばヤナギということもあると思う。特に崩壊防止機能に着目して治山事業で

やるならば、そういう観点から議論しても良いと思っている。一方、針葉樹を植えたか

ら崩れるみたいな話が今はあまり言われていないが、昔は言われていた。そのようなこ

とも念頭に置きながらやっていかなくてはいけない。 

林野庁：今回広島では天然林が崩れている箇所も多くなっている。先ほどのマクロ的な調

査で、データとして天然林も人工林も崩壊率が変わらないことを示すことができれば良

いと思っている。またスギは沢筋に植えている場合が多いので、沢筋や尾根などの崩壊

発生率のデータと併せて分析し、示せれば良いと思っている。思うような結果になるか

どうかはやってみないと分からないが、データを取ってそのような分析をしたいと思っ

ている。 

事務局：先ほど挿し木の話があったが、一般論としての挿し木と実生の違いというのはあ

るが、土砂崩壊機能としたときに挿し木と実生を比較して、挿し木がどうだと言うのは

危険だと思う。というのは挿し木でもいろいろな品種があって、すごい成長が良いもの

から悪いものまであり、曲がっているのもある。それらをひっくるめて一般論としての

挿し木に持っていき、たまたまある品種だけ見て評価するというのは良くないと思う。

無花粉スギを探すのと同じように、挿し木の中でも上長成長は悪いけど根がすごく太く
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て深根性であって根の発達がすごく良い品種があるというぐらいの議論なら面白いと思

う。一般論として、挿し木間の品種の違いの方が大きく、実生の平均と挿し木の平均で

は比較しても差が無くて意味が無いと思う。そう意味でやるのであれば、森林管理局よ

りも育種センターの方がよろしいと思う。根の形態だけでも写真で撮ってあれば、ある

いは今から切るというところがあれば現地に行って確認できれば良い。 

林野庁：挿し木と実生で崩壊発生率が違うというところまで持って行くのは難しいと思っ

ている。できれば挿し木の根の成長の仕方を取りまとめたものがないか調べたい。もし

そういうものが無ければ、根の生長に関しては上長成長に伴って発達していくので変わ

らないといった文献でもあれば、そういったものを文献の一覧に載せるというような調

査をしたい。 

事務局：履歴というのは、上長成長の履歴ということか。 

林野庁：おそらく上長成長にしたがって根も同じように発達すると思う。 

事務局：たぶん根は調べられない。品種ごとに植えた試験林のようなものを育種センター

が設置している。そこで品種間の上長成長の差は分かると思う。 

林野庁：今のところは挿し木の関係で現地調査を行うことは具体的には考えていない。 

事務局：とりあえず育種センターの方が良いかもしれない。 

林野庁：そのようなことも含めて検討していきたい。 

事務局：森林管理局には森林技術・支援センターというのがあって、文献を調べたらそこ

でいろいろと調査している。 

事務局：ただ基本的には品種は育種センターがホームなので、もちろん森林管理局もいろ

いろと調べていると思うけど、育種センターは自分たちが作った品種を、例えば無花粉

スギなど、熊本の育種センターでもいろいろなものを作っている。熊本には育種場があ

るし、管理局もやっているけども、元々のその部分はセンターでやっている。 

阿部委員長：この調査はたいへんな調査で、挿し木の方の根の発達までやれるか、それ以

前が非常に大切なので、それをやった上で余力があれば挿し木の話もあるかもしれない

が、それ以前の方に力を入れてほしい。 

林野庁：常に問題となるのは人工林地帯で大規模災害が発生した場合、かつ九州でそうい

う災害が発生した場合、もしかしたら災害の発生のタイミングでその必要性が出てくる

かもしれないので、そのときどきで判断すれば良いかなと言う気はする。 

阿部委員長：文献を資料 2 で詳しくまとめていただいていており、各研究でいろいろな課

題があることがこれで分かると思うが、これから一歩進んでそれぞれの研究が取り上げ

た課題で、どういう問題が残されているのかというところが非常に大きいのだと思う。

研究というのはこれで完結しているわけではないので、研究の先にどういう課題がある

かというところを抽出してもらうというところがポイントだと思う。私も共同研究者で

やった掛谷さんの論文がある。まだこのような研究は掛谷さんしかやっていないと思う

が、これは非常に重要なポイントだと思う。北原先生たち、あるいは私も含めて、今ま
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での研究というのは引き抜いたときの力でもって森林の崩壊防止機能を判断してきた。

多くの人がそれでいいのかと思っているが、実は私は間違いだと思っていて、それぞれ

の研究がどういうところまで進んでいて、どういう課題が残されたかというポイントを

つかむことが非常に重要だと思う。掛谷さんの論文は、山が崩れるときに表層土が崩れ

る範囲が薄いすべり面ではなくて厚い土層の全体が歪んできて崩れていくというものだ。

その中に根が入っていて、その根が土の歪みを抑制しているという発想でやっているが、

それぞれの研究はそれぞれいろいろな発想で根を引っ張ったり、セン断したりしている

が、それぞれの研究で残された課題をうまく取り出してまとめていくというのが、既往

の研究成果のまとめとして非常に重要だと感じた。その辺を一緒にやって成果としてま

とめていただければと思う。ほかによろしいか。 

事務局：広葉樹の文献の話で話題になったが、実は伊豆大島の災害の後に地すべり学会で

常緑広葉樹の根系調査を 3 種類 3 本でやらせていただき、阿部先生にご指導いただいた

事例があり、その辺りを先生にまとめていただけるとありがたいと思う。ただ私がそば

で見ていた感想だが、根系の分布が 3 本で全く違うという結果で、根系の分布自体の差

が広葉樹ではさらに大きい。スギだとなんとなく似ているが、広葉樹は樹種ごとに全然

違うので、ひと括りで広葉樹はという言い方はとてもできないと思ったので、その辺り

も含めてやっていただければ良いと思う。 

阿部委員長：安定解析の中での力も入れての話ですね。 

事務局：安定解析の手法自体どうするかという話もありますが。 

阿部委員長：来年度は、加計町での時系列を追った調査を 1 本走らせるのと、現地調査 A

をする場所を選定するというのが大きな作業になるのか。 

林野庁：それを具体的に、ここの崩壊地でやるというところまで詰めたいと思っている。 

阿部委員長：現地調査 A は分かったが、場所選びのための調査というのは資料にはないの

か。 

事務局：それは基礎調査と称して、航空レーザの計測結果を利用して具体的な場所を特定

していきたいと考えている。 

林野庁：それもこの調査の中で行うことを考えている。 

阿部委員長：かなり広範囲から選ぶということか。 

林野庁：広範囲でやると時間も予算もかかってしまうので、崩壊地の集中したところにで

きるだけ範囲を狭めた中で行うことを考えており、その範囲の取り方については予算と

の関係もあるので今後決めていきたいと考えている。ただ全域は難しいと考えている。 

阿部委員長：資料 5 の 4 ページ目の①は広島国際大学近傍の皆伐後に崩壊したところ、及

びそこに近接する崩壊非発生箇所のところだが、その場合の現地調査 A とほかの例えば

⑤の現地調査 Aの調査地は別ということか。 

事務局：基本的には別だが、兼ねられる場合があれば兼ねていきたいと考えている。①と

か⑤というのは目的で、調査内容で分けているので、具体的な現地調査 A というのは場
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所としては同じ場所という可能性もある。当初それを調査パターンという表現で整理し

たが、パターンで細かく説明すると分かりづらくなるかと思い今回の資料では省略した。

兼ねられるところは兼ねていくということだ。 

阿部委員長：調査場所としては 6 ページの現地調査 A という調査方法が書かれているが、

これを 1箇所か。 

林野庁：1箇所ではなく数カ所はピックアップしたいと思う。前回の検討委員会でいろいろ

とご指摘いただいているので、ご指摘も踏まえた箇所の選定ということで考えている。 

阿部委員長：なるべくたくさん調査した方が良いと思う。その中の一つが①広島国際大学

そばということか。 

事務局：はい。 

山瀬委員：4ページの②だが、目的として「森林の限界を把握し、限界を超える整備方法を

探す」という表現だが、これはどういうことを言っているのか。 

事務局：元々森林には崩壊防止機能があって、それがベースになっているが、それでも実

際に雨が降ると崩れてしまっている。それは防止機能に限界があるからだ。だけど相当

の雨が降っても崩れないような、限界を超えても崩れないようなことを目指すためには

どういった森林整備を行った方が良いのかということを探すということだ。限界がある

から諦めるのではなく、限界を超える整備方法はないかということだ。 

山瀬委員：森林整備によって樹木の成長を促して、かつ根の成長を促して強くするという

イメージか。 

事務局：それと時系列で見ていけば、限界が見えてくるのではないかと執印先生は仰ると

いうことだ。 

山瀬委員：時系列の中で、整備内容を出せるのかどうか、入れ込めるのかどうかというと

ころが少し気にはなる。 

事務局：いろいろなパターンの整備を行っているわけではないから、どこまで見えてくる

かはやってみないと分からないところもある。 

山瀬委員：あくまでも目的としてはそういったことでやっているということか。 

事務局：はい。 

林野庁：言い換えれば災害を最小化するということか。限界を超えるというのはかなり厳

しい。限られた森林の機能の中で可能な限り災害を最小化するための森林の整備方法と

いうことで、そこはまた執印先生と確認してください。 

事務局：はい。考えていることは一緒で、表現が違うだけだと思う。 

 

【調査スケジュール】 

（事務局による資料 6の説明） 

阿部委員長：ご質問やご意見をお願いします。 

林野庁：この中で 2019 年度に知見の取りまとめと崩壊地分布重ね合わせ調査を実施するの
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で、ある程度の中間取りまとめ的な取りまとめを 1 回行った上で、それを検証する意味

で 2020 年、2021 年度の現地調査に入っていきたいと考えている。 

阿部委員長：下から 2 行目のところの森林整備との関連で崩壊防止機能の話をするという

ことだが、うまくできれば良いが。 

林野庁：最終的なところでは少しずれることがあるかもしれない。 

阿部委員長：特に間伐あるいは本数調整伐と崩壊防止機能のこととなると、もしかしたら

どうなるか分からない。今までの私の感想では、本数密度は非常に影響してくると思う。

間伐は確かに本数密度を減らしていけるので、本数密度を減らす過程で間伐があるのは

当然なので、その辺でうまく間伐施業が崩壊防止に結びついているという話になれば良

いと思うが、その辺をうまく調査項目を選んで調査をしていけばと思う。 

事務局：土砂流出防止とはよく使うが、土砂流出防止というと表層的なものなので土砂崩

壊防止にしたのか。 

林野庁：土砂流出は表土の流出なので表層崩壊とした。 

事務局：表層崩壊防止というのは重い。 

林野庁：最終的には土砂流出防止のためにも下層植生を生やす。そのために間伐等を行っ

ていくという考え方もあると思う。 

事務局：土砂流出防止は土砂崩壊防止に繋がるから土砂流出防止が大事だというなら繋が

るという感じがするが、いきなり表層崩壊というと大変だと思う。 

林野庁：そのようなところも含めた取りまとめになってくるのではないかとも考えている。 

阿部委員長：ほかによろしいか。広葉樹の話が先ほど出ていたが、人工林でも樹齢が高く

なっていって本数密度が落ちてきて、下層に広葉樹を入れるというような施業方法で森

林の崩壊防止機能を上げるというのも有り得ると思う。立木の中間で根の量が減ると北

原先生も言っているし、そういうところを補完する意味での広葉樹の使い方もあるのと

思う。 

林野庁：針広混交林を推進しているところもあるので、そのような結論になることも考え

られる。 

阿部委員長：そういう話を加えても良いと言う気がした。 

山瀬委員：阿部先生が言われた、引き抜き抵抗力だけで崩壊防止力を説明できないという

部分はそのとおりだと思う。引き抜き抵抗力の話になるが、スギとヒノキでそれほど違

わない、コナラもそんなに変わらないという印象だ。その中でケヤキが強いという話が

あるが、丹波の災害が起きたときに見ていると、シイノキが結構強かった。今回広島で

見る場合に瀬戸内ということで兵庫県に近い植生ではあると思うが、あの辺の植生遷移

を見た場合にアカマツ、コナラがあって照葉樹の構成種としてカシも入ってくるがシイ

が入ってくると思うので、場合によってはアカマツ、コナラ、シイノキぐらいは高木層

という意味での仕分けはしても良いと思う。 

林野庁：実際に今回の広島の災害現場でも多かった。マツがマツクイムシでやられて、マ
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ツになっているはずなのに実際はシイになっているところが結構見られたので、事例と

してはかなり出てくるのではないかと思う。 

阿部委員長：平成 10 年の広島の災害の時も、安佐北区の辺でしたが、マツが枯れていて広

葉樹が森林として成立していた。そういうときから松林ではなくて広葉樹の林になりつ

つあったのだ。その他は何かありますか。 

事務局：事務局としてはございません。 

阿部委員長：ではよろしいですか。今日、いろいろなことを話しましたが、よろしくまと

めてください。では司会をお返ししてあとはお願いします。 

 

 

 

 



 

92 
 

 




