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第 1 章 はじめに 
 （１）本ガイドブックの⽬的 

森林は、河川の流れや地下⽔など私たちの⽣活に⽋くことのできない⽔の循環に深く関係してい

ます。この点において森林のあるべき姿が我が国の法律や計画の中にも位置づけられ、森林の持つ⽔

源涵養機能を⾼めるために⽔源の森林づくり活動を⾏うことが重要であるとされています。 

具体的には、森林 ・林業基本計画 （平成 28 年 5 ⽉閣議決定）では 「ダム上流の重要な⽔源地等の

保安林等については、浸透 ・保⽔能⼒の⾼い森林⼟壌を有する森林の維持 ・造成を推進する」とされ、

全国森林計画 （平成 30 年 10 ⽉閣議決定）では 「ダム集⽔区域や主要な河川の上流に位置する⽔源

地域周辺の森林並びに地域の⽤⽔源として重要なため池、湧⽔地、渓流等の周辺に存する森林は、⽔

源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする」とされています。 

その他にも、平成 26 年 （2014 年）に制定された⽔循環基本法第 14 条には、「国及び地⽅公共団

体は、流域における⽔の貯留 ・涵養機能の維持及び向上を図るため、⾬⽔浸透能⼒⼜は⽔源涵養能⼒

を有する森林、河川、農地、都市施設等の整備その他必要な施策を講ずるものとする」とあり、森林

の⽔源涵養機能を⾼めるための取組みの必要性が明記されています。また、各森林には、地域の状況

や地形、地質等の諸条件に応じて複数の機能の発揮が期待されますが、中でも⽔源涵養機能は、多く

の森林において発揮が期待される機能です※。 

こうした事情を踏まえ、⽔源の森林づくりに取り組む多くの皆様が、森林づくりにおける作業と森

林の公益的機能の発揮との関係についての理解を深め、⽔源の森林づくりの活動が適切かつ有益な

ものとなるように、本ガイドブックを取りまとめました。⽔源涵養機能の発揮に留意した作業の事例

や、各作業に対する理解を深め、現場に合わせた応⽤を進めるため、最近の森林の研究で明らかにな

ったことや、先進的な取組事例における有⽤な情報を盛り込んでいるのが特徴です。 

まず第１章 （本章）で、本ガイドブックの⽬的と⽇本の森林の歴史的経緯をご紹介します。次に第

２章で、⽔源の森林づくりの基本的な考え⽅と望ましい森林の姿を例⽰しています。第３章では、第

２章に係る科学的な根拠を森林内の⽔の動きに着⽬して解説しています。第４章では、⽔源の森林づ

くりにおける作業の留意点を解説しています。また、どのような作業が必要かを確認するための 「森

林の状態チェックシート」も掲載しています。先⾏的な取組事例は第５章に、研究論⽂やガイドブッ

クなどの⽂献は第６章で紹介しました。 

本ガイドブックが、皆様の⽔源の森林づくりの活動を、より効果的にするうえで参考になれば幸い

です。 

※「森林と生活に関する世論調査」や「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」等における「森林に期待する

役割」として、「水資源を蓄える働き」は昭和 55 年以降常に上位 3 位までに入っている。 
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（２）⼭地荒廃と復旧の歴史について 

 平成 29 年 （2017 年）現在、⽇本の森林⾯積は国⼟⾯積の 3 分の２にあたる約 2,500 万 ha です

が、過去には現代よりも森林が少なく、荒廃していた時期もありました。 

時代をさかのぼってみると、幕末に⽣じた混乱に対応するために、多くの藩が森林を伐採すること

で資⾦を調達しました。さらに、明治政府が進めた国有林の⺠間への払い下げや、⺠有林の伐採⾃由

化が過剰伐採や乱伐などを引き起こし、これらも森林を荒廃させる原因となりました。 

 このような問題を受けて、明治 30 年 （1897 年）に森林法が制定され、保安林制度の創設などに

より、森林の伐採が本格的に規制されることになりました。その後、明治 44 年 （1911 年）に 「第

１期森林治⽔事業」が始まり、荒廃地を復旧し、再⽣するための取組が計画的に⾏われるようになる

など、⼭地の荒廃を防⽌するための動きが進みました。 

しかし、戦中は戦争の拡⼤に伴い軍需物資として、戦後は復興のために、⼤量の⽊材が必要とされ

ました。このような事情で⽣じた戦中・戦後の森林の⼤量伐採の結果、⽇本国内の森林は再び荒廃

し、昭和 20 年代から 30 年代にかけて、台⾵や豪⾬により、多くの⼟砂災害や⽔害が発⽣しました。 

このような中、昭和 20 年代には、造林事業が公共事業に組み⼊れられることで、造林が積極的に

推進されるようになりました。さらに 「森林法」の改正に伴い、森林計画制度が創設されるとともに、

⺠有林の適正伐期齢未満の伐採が許可制になるなど、森林を適正に維持管理するための仕組みが整

備されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：明治期のはげ山 
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（３）拡⼤造林政策と放置⼭林の増⼤ 

昭和 30 年代以降、⽯油、ガスへの燃料転換により薪炭需要が低下するとともに⾼度経済成⻑の下

で建築⽤材の需要が増⼤する中、薪炭林などの天然林を⼈⼯林に転換する 「拡⼤造林」が進められま

した。それにより、⼈⾥から離れた奥⼭も含め、⾮常に広い範囲の森林が⼈⼯林へと転換されまし

た。現在では、⽇本の森林の４割に相当する約 1,000 万 ha が⼈⼯林となっています。 

しかし、昭和 50 年代に⼊ってからは⽊材需要が頭打ちとなり、⽊材価格が下落傾向で推移する⼀

⽅で、⼈件費や資材等の経営コストが上昇したことから、林業経営の採算性が⼤幅に悪化し、林業⽣

産活動が停滞するようになりました。そのため森林所有者の林業⽣産意欲が低下し、さらに⼭村の過

疎化が進むなどして、植えられた森林の間伐が⾏われない、主伐跡地に再造林が⾏われないなど、森

林管理が⼗分に⾏われないことが課題となってきました。 

最近では、国産材の需要が顕著な伸びをみせていますが、それでも林業を取り巻く状況が⾶躍的に

改善されているとはいえません。森林の管理が⼗分に⾏われておらず、⽔源涵養機能や⼟壌保全機能

など、⼈にとって役⽴つ森林の機能が⼗分に発揮されていない森林もみうけられます。 

近年、全国的に⾮常に⼤きな⾃然災害が多発し、問題となっています。平成 29 年 7 ⽉九州北部豪

⾬、平成 30 年 7 ⽉豪⾬や度重なる台⾵などでは、⽔害や⼭地災害により地域住⺠の⽣活に⼤きな影

響が出ました。⽔害や⼭地災害は、気象、地質や地形などの様々な条件が絡んで発⽣します。このよ

うな⽔害や⼭地災害を防⽌するための⼀つの⼿段としても、全国の⽔源の森林づくりを進めていく

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

写真：間伐が行われなかった森林で生じた風倒木  
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第２章 ⽔源の森林づくりに関する基本的考え⽅ 
（１）本ガイドブックにおける対象とする森林と⽔源の森林づくりの⽬的 

⽇本では、拡⼤造林後の⽊材価格の低迷等により、森林に経済的な魅⼒を感じる⼈が減ってしまいま

した。所有者が分からなくなってしまっている森林も少なくはありません。このような事情から、⼿⼊

れをしたくてもできない森林が増え、全国的な問題となっています。 

特にアクセスが難しい奥⼭などは、⼿⼊れが⾏われにくくなっています。しかしこのような奥⼭は、

⽔源地として重要な役割を果たしています。⽔源の森林が健全な状態に保たれ、⽔源涵養機能等を⼗分

に発揮しているかどうかは、川下への⽔の供給、ひいては⽔循環にも関わってきます。 

このような状況を踏まえ、本ガイドブックにおいては、⽔道⽔源林や特に⽔源涵養機能の向上に対す

る期待が⼤きな森林を対象とすることとします。 

森林の公益的機能の発揮が期待される保安林を中⼼にとても多くの森林が対象となると考えられま

す。森林の持つ⽔源涵養機能やその機能を保持するための⼟壌保全機能は、下流に暮らす⼈々の暮らし

や安全、社会 ・経済を守るうえで、とても⼤切なものです。このため、⽔源涵養機能の維持 ・向上を１

番の⽬的にして森林づくり活動が⾏われている森林に限らず、⽊材⽣産や景観づくりなどを第１の⽬

的として整備が⾏われている森林であっても、⽔源涵養機能の発揮が期待されるのであれば、対象とな

り得ます。 

ただし、実際には、何を⽬的とし、どのような森林を⽬指すのかや、森林の状態によって、必要ある

いは望ましいと考えられる作業は異なります。このことから、本ガイドブックにおける記述は、対象と

するすべての森林において適⽤されるべきとは限りませんが、⽔源涵養機能や⼟壌保全機能の発揮が

懸念され、その機能の回復を図るべき⽔源の森林において、⽔源涵養機能等の向上を図ることを⽬的と

して⾏う森林づくりの仕⽅や留意点を確認するために参照いただくことが可能です。 

本ガイドブックは、そのような⽔源の森林づくりにかかわる皆様が、保安林の指定施業要件などの規

定事項を踏まえた上で、森林が⽔源として果たす役割についての理解を深めつつ、⽔源の森林づくりの

作業において活⽤いただくことを想定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真：階層構造が発達した渓畔のヒノキ人工林  
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（２）どのような状態の森林を⽬指すべきか 

⽔源の森林づくりでは、どのような状態の森林を⽬指して作業を進めるべきでしょうか。 

平成 28 年 5 ⽉に閣議決定された森林 ・林業基本計画において、森林の有する多⾯的機能の発揮に関

する⽬標を定めるに当たり、森林の主な機能ごとに望ましい姿が例⽰されています。そこでは、⽔源涵

養機能を発揮する森林の望ましい姿は以下のとおりとされています。 

下草とともに樹⽊の根が発達することにより、⽔を蓄える隙間に富んだ浸透 ・保⽔能⼒の⾼い森林⼟

壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林 

このように、⽔源の森林においては、浸透・保⽔能⼒の⾼い森林⼟壌がとても重要です。 

森林⼟壌の状態は、森林ごとに異なります。場所によっては、森林⼟壌の流出が既に深刻化している

場所もあるかもしれません。間伐により森林内を明るくして樹⽊の下層にある植物（⼀般に「下層植

⽣」といいますが、本ガイドブックでは以下 「下草」とします）が⽣えやすい環境を作ったとしても、

シカの⾷害によって、作業の効果が⼗分に発揮されないこともあり得ます。 

そのため、森林ごとに、まず、どのような問題があるのかを知り、すぐに実現できる⽬標と、時間を

かけなければ到達できない⽬標とを分けて考えながら、それぞれの⽬標実現のために必要な作業を⾏

うことが重要です。 

⽔源の森林づくりとして⼿を⼊れるべき森林の状態とは、図 2-1 で⽰すような森林です。⼿⼊れ不

⾜の針葉樹⼈⼯林がその代表といえるでしょう。このように⽴⽊密度が⾼く、林内が暗く下草が⽣えて

いない森林は、森林⼟壌が貧弱になりがちです。これに対し、望ましい姿の森林とは、適度な⽴⽊密度

で、太陽の光が林床に届いているため、下草が豊富で、⽔を蓄える隙間に富んだ浸透 ・保⽔能⼒の⾼い

森林⼟壌が保持されている森林です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細⻑い⽊が密⽣
している

下層植⽣が衰退し、
裸地化している

林内が暗い

下層植⽣が発達
している

多様な樹種・樹齢
で構成されている 林内が明るい

図 2-1 手入れが不足している人工林の姿 図 2-2 水源の森林づくりで目指す森林の姿の一例 

⾬が樹冠等に遮られて蒸発

し、林床に⼗分到達しない。 

林床まで直接届く⾬の量が多い 
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図 2-2 に⽰すような、広葉樹と針葉樹の、できれば複数樹種で構成された、特に下草の多い森林が、

⽔源の森林づくりで⽬指す森林の姿の⼀例です。これは、針葉樹単⼀の森林だとリター （樹⽊から落ち

た葉や枝の堆積物）が流出しやすく、針葉樹と広葉樹が混在している⽅が、リターが豊かで流れにくい

という調査結果1によります。複数の樹種があると、それぞれに根の張り⽅が異なるために、総合的に

みた森林⼟壌の保持⼒が⾼くなることも期待できます。多くの植物種の⽅が単⼀樹種の場合に⽐べ、多

様なリターが林床に供給され、それを分解する⼩動物 ・昆⾍ ・微⽣物の種類も増え、林床あるいは地表

付近の森林⼟壌中で活発に活動できるようになり、これが森林⼟壌の構造を豊かにしてくれます。 

また、樹冠と樹冠がこすれ合うことで、やがては 「樹冠の譲り合い」（Crown shyness）と呼ばれる

隙間が⽣じ、林内に射し込む光の量が増すと考えられます。林内の明るさが増すと、多くの種類の樹⽊

や下草が⽣えやすくなります。 

このような森林は⻑い年⽉をかけてできる森林ですが、そこへ向かう第⼀歩として、例えば、林床に

リターがないのなら、リターが溜まることを⽬指し、下草が乏しいのであれば、下草が⽣えることを⽬

指すなど、状況に応じて順次対策をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：下層植生に乏しいヒノキ人工林 

林床に植生がほとんど認められず、水源林として望

ましくない状態となっています。 

写真：低木層・草本層が発達したヒノキ人工林 

適切な間伐の繰り返しにより、低木層・草本層が発達し

ているヒノキ人工林です。 

  

                                                  
1 具体例としては、和田覚、金子智紀(2012)「V-２ 広葉樹の定着と土壌保全機能」（独）森林総合研究所四国支所『広葉

樹林化ハンドブック 2012』、恩田裕一 編（2008）『人工林荒廃と水・土砂流出の実態』、岩波書店がある。 
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第 3 章 森林が有する公益的機能と⽔循環の仕組み 
森林は、⾬や雪などの降⽔を貯留したり、河川に流れ込む⽔の量を調整したりすることで、洪⽔を緩

和し、また、河川の流量を安定させるなどの機能を有しています。また、降⽔が森林⼟壌を通過する過

程で⽔質を浄化するという機能も、森林にはあります。これらの機能は、総称して、森林の⽔源涵養機

能と呼ばれています。森林の⽔源涵養機能は、森林の中での⽔の動きによって⽣じています。 

⽔源の森林づくりにおいてどのような作業を⾏えばよいのかを検討するためには、森林の中での⽔

の動きを知ることが⼤切です。この章では、作業⽅法を検討する上で重要な森林内の⽔の動きと、⽔源

の森林として望ましい森林の状態及びその理由を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：高齢スギ人工林 

低木層と草本層が発達しており水源涵養機能が高い状態です。 
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（１）森林の中の⽔の動き 

 空から森林に降り注ぐ⾬や雪は、樹⽊の枝葉の⽣い茂る部分である樹冠や幹に付着するものと、樹冠

や幹に付着せずに森林内の地表（林床）に到達する「樹冠通過⾬」に分かれます。 

樹冠と幹に付着した降⽔は、そのまま蒸発する 「樹冠遮断蒸発」、樹幹を通じて流れて林床に届く 「樹

幹流」、樹冠から⾬滴として林床に落ちる 「樹冠滴下⾬」の３つに分かれます。樹冠通過⾬と樹冠滴下

⾬を合わせたものを「林内⾬」と呼びます。 

林内⾬及び樹幹流として林床に到達した降⽔は、森林が健全な状態であれば、多くが森林⼟壌に浸透

します。森林⼟壌にしみ込んだ⽔の⼀部は、樹⽊や下草の根から吸収されて、植物の成⻑に⽤いられま

す。残りの⽔は、徐々に深くまで浸透して地下⽔となり、その⼀部は河川に流⼊します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 森林内における水の動き 

 

ここで特に重要なのは、森林内の下草やリターに覆われた森林⼟壌の働きです。農地や住宅地であっ

ても地⾯に降⽔が浸透し、下流域に流れるのは同じですが、森林は、その豊かな森林⼟壌や植物の根系

等の働きにより、河川流量を平準化する作⽤を有しています。さらに、森林⼟壌に⽔が浸透する過程で

⽔質を浄化する機能もあります。  



9 

（２）森林も⽔を消費する 

重要ポイント 

１．森林は⽔を貯めると同時に、⽔を消費します。 

２．森林が消費する⽔には、樹⽊等の蒸散により⼤気に放出される⽔と蒸発で失われる⽔があります。  

 

 前ページでみたように、森林に降った⾬がすべて森林⼟壌に浸透して地下⽔になるわけではありま

せん。⼤気中に放出されて、地下⽔や河川の流⽔にならない⽔もあるのです。ここでは便宜的に、この

ような⽔の動きを「森林が消費する」と考えることにします。 

実は、この森林が消費する⽔の量は、決して少なくありません。 

森林の⽔消費のひとつに、樹⽊や下草が森林⼟壌中の⽔を吸い上げて⼤気中に放出する蒸散があり

ます。植物は根から森林⼟壌中の⽔を吸い、導管を通じてその植物のすみずみに⾏き渡らせます。この

⽔を利⽤して植物は⽣育していますが、余分な⽔分は最終的に葉の裏にある 「気孔」と呼ばれる⽳から

⼤気中に⽔蒸気として放出されます。この作⽤が「蒸散」です。 

 もうひとつは、気孔を経由しない蒸発で、これは樹冠や幹に付着した降⽔がそのまま蒸発する 「樹冠

遮断蒸発」と、いったん地⾯に到達した⽔が林床の表⾯から蒸発する 「地⾯からの蒸発」があります。 

森林が混み合うと、森林が消費する⽔の量も多くなります。 

このうち樹冠遮断蒸発によって、どれくらいの⽔が消費されているのでしょうか。急に⾬が降ってき

たときには、⽊陰でしばらくは⾬宿りができることからも分かるとおり、樹⽊が受け⽌める⾬⽔の量は

決して少ないものではありません。国⼟交通省の 『平成 30 年版 ⽇本の⽔資源の現況』によると、⽇

本の年平均降⽔量は約 1,718mm です。⼀⽅、地域や降⽔⽇数などによっても異なりますが、⽇本国

内の場合、年 200mm〜400mm の樹冠遮断蒸発量の場所が多い2といわれています。決して無視でき

ない量の降⽔が、地⾯に届かないまま蒸発しているのです。 

このような樹冠遮断蒸発により、たくさんの樹⽊が混みあった森林では、その分、森林に消費される

⽔の量が増えることになります。 

たとえば、⽇本のスギ・ヒノキ林の場合、1 ヘクタール当たり 2,000 本の樹⽊がある森林と 1,000

本の樹⽊がある森林を⽐較すると、2,000 本/ha の森林の⾬の遮断率（降⽔量に対する樹冠遮断蒸発

量の⽐率）はおよそ 24%程度、1,000 本の場合にはおよそ 17%程度になるという調査結果がありま

す。その差は 7%ですが、年間 2,000mm の⾬が降ると仮定した場合、地⾯に到達する⾬の量は年間

で 140mm もの差となります。 

                                                  
2 近藤純正 他（1992）「日本の水文気象(2):森林における降雨の遮断蒸発量」水文・水資源学会誌第 5 巻 2 号 
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この場合、仮に⽇本の⼈⼯林の⾯積であるおよそ 1,000 万 ha のうち 6 割が過密な⼈⼯林であると

仮定して換算すると、その差は 84 億㎥に及び、2015 年の⽇本全国の⽣活⽤⽔使⽤量である約 148 億

㎥の 6 割近い値に匹敵します。⼀般的に、森林は⽔を貯める作⽤を持つといわれていますが、実際に

は、このように蒸散と遮断蒸発という形で、森林もたくさんの⽔を消費しています。森林には、いった

ん貯めた⽔を蒸発させてしまう作⽤もあるため、森林が⽔を貯める作⽤は、⼈間にとって常に都合良く

働くとは限らないのです。 

   

図 3-2 遮断率と立木本数の関係  

出 典 ： Hikaru Komatsu, Yoshinori Shinohara, 

Kyoichi Otsuki （ 2015 ） “Models to predict 

changes in annual runoff with thinning and 

clearcutting of Japanese cedar and cypress 

plantations in Japan” Hydrological Process. 29

 日本全国のスギ、ヒノキ林を調べた

ところ、1 ヘクタール当たりの立木本数

が多いほど、樹冠遮断蒸発量が多いこ

とが明らかになりました。 遮
断
率 

1 ヘクタール当たりの立木本数 




