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コラム（その６）︓表⼟流出を防ぐ間伐⽊の利⽤の効果 
 

間伐で伐倒した樹⽊の林内での置き⽅によっては、森林⼟壌流出を防ぐことができます。その効果

については、置き⽅によって⼤きく異なります。間伐⽊の置き⽅による森林⼟壌流出防⽌効果の違い

について、実験が⾏われた事例があります。 

林床植⽣の乏しいヒノキ⼈⼯林について、本数率で 3 割間伐したあと、3 とおりの伐採⽊の置き

⽅をして、その影響が調べられました。 

下図の 「積上区」とは伐倒⽊の樹幹から枝葉を払い、⽟切った後、枝葉とあわせて林地内に積上げ

たものです。 

「散布区」とは、伐倒⽊の樹幹から枝葉を払い、樹幹は⻑いまま等⾼線⽅向に地⾯に置いて、地⾯

には枝葉を散布したものです。 

「放置区」では伐倒⽊をそのまま放置したものです。 

その結果、1 年間に移動した細⼟の量は、散布区が最も少なく、放置区のおよそ 10 分の 1 でし

た。 

間伐後の樹⽊については、切ったまま放置するのではなく、切った後の処理の仕⽅を少し⼯夫する

だけで、森林⼟壌を守る⼤きな効果が得られることを⽰しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：間伐木の処理方法と細土移動量 

出典︓岐⾩県森林研究所（2015）『ヒノキ⼈⼯林の表⼟流亡を防ぐために』2015 年改訂版

「散布区」の土砂流出量を

「1」とした場合の他の場所

の流出量は以下のとおり 

 

積上区：5.2 

散布区：1.0 

放置区：9.5 

積上区 散布区 放置区 
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３）獣害対策の作業（全国に広がるシカ対策のための作業） 

① シカの獣害とは 

近年、野⽣⿃獣による森林被害が増加し、全国で６千 ha の被害が報告されています。その被害⾯

積のうち 7 割がシカによるものとも⾔われます。 

被害としては、樹⽊の⾷害や剥害だけでなく下草を⾷害する問題も発⽣しています。シカの侵⼊に

より下草が失われると、間伐等で林内を明るくしたとしても、森林⼟壌を保護するものがなくなって

しまうために、森林⼟壌が失われ、⽔源の森林としての機能を⼗分に果たすことができなくなるおそ

れがあります。 

⽔源の森林づくりのための作業を⼗分に効果のあるものとするために、シカの存在には⼗分留意

する必要があります。 

間伐などの⽔源の森林づくりの作業を計画する際には、該当の森林だけでなく、周辺におけるシカ

の被害状況を確認するとよいでしょう。シカの侵⼊の懸念がある場合には、以下に⽰すように、具体

的なシカ対策を⾏うようにしてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：シカの個体密度が高いナラ枯れ跡地 

ナラ枯れで林床が明るくなったにもかかわらず、シカの個体密度が高いために林床が裸地化しています。



32 

② 具体的なシカ対策 

a．シカの侵⼊防⽌（シカ侵⼊防⽌ネット、防⽌柵） 

シカの侵⼊を防⽌するための柵を設置します。シカ⾷害の防御策としては最も安定した効果が得ら

れるとともに、広い⾯積を⼀⻫に守ることができる利点があります。 

しかし、倒⽊の発⽣などで柵に⼀部でも

⽳が開いてしまうと、そこから侵⼊されて

しまい、対策を講じた全範囲が⾷害される

おそれが⽣じることから、こまめな維持管

理が必要です。 

シカはジャンプ⼒が⾼い⽣き物ですの

で、柵の⾼さは 2m 以上が望ましいと考え

られます。シカに⾶び越えることができな

いと思わせるくらいの⾼さを確保するこ

とが必要です。 

 

b．シカが好まない植物（不嗜好性植物）の導⼊ 

林床にシカが好まないシキミやアセビなどの種を撒いたり、苗⽊を植えるなどして、それらを林床

に誘導することにより、シカが近寄らないようにする効果があります。 

ただし、シカが好まないとされる植物でも場所によっては⾷べられてしまうこともあるなど、シカ

が⾷べる植物は地域によって違いがあるようです。シカが侵⼊しているにもかかわらず、⾷べられて

いない植物があれば、それを利⽤するとよいでしょう。シカが好まない植物のみが残っている場合に

は、その場所にシカが侵⼊している有⼒な証拠となります。 

 

c．継続的な捕獲 

 シカの個体数を減らすためには、継続的に捕獲を⾏うことが望ましいといえます。猟銃や罠による

狩猟を⾏うためには狩猟免許が必要ですので、地域の免許保持者等の協⼒を得ることなどが考えら

れます。また、効果的に捕獲を⾏うためには、地域の事情に合った⽅法を検討する必要があります。 

 

※このほか、シカの対策については、林野庁などが別に詳細な対策についてのマニュアルをまとめています。具体的

なマニュアルについては、巻末の資料編をご覧ください。  

写真：シカ対策ネットの設置
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コラム（その 7）︓シカによる影響 
 

地表を覆う下草やリターなどによる林床の被覆率が⼩さいほど、森林⼟壌の侵⾷は⼤きくなると

考えられます。では、シカによって、下草が失われることで、林床にはどのような影響が⽣じるでし

ょうか。 

神奈川県東丹沢堂平地区のブナ林において、シカによって下草が衰退した場所と下草が維持され

ている場所における地表流にどのような影響が⽣じるのかについて、調査が⾏われました。 

この調査は、調査区を 4 か所設置し、そのうち、2 か所はシカ害を防ぐための植⽣保護柵の内側

に設置し、もう 2 か所については、植⽣保護柵がない状態で⾏われました。 

シカの被害が少なく、林床の被覆率が⼤きい場所では、地表流流出率＊は⼩さいものでしたが、下

草がほぼ失われた場所（No.3）では、地表流流出率は⾮常に⼤きいという結果となっています。植

⽣保護柵に守られて下草が残っている場所（No.2）では、安定して地表流流出率は⼩さいままでし

た。植⽣保護柵に守られた場所（No.1）では、調査開始時点では被害が⽣じていたものの、下草が

再⽣するにつれて、地表流流出率は⼩さくなっています。  

＊地表流流出率＝地表流流出量/樹冠通過⾬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ︓海 ⻁、⽯川 芳治、⽩⽊ 克繁 他 （2012） 「ブナ林における林床合計被覆率の変化が地表流

流出率に与える影響」⽇本森林学会誌 94 巻 4 号  

図 林床被覆率と地表流流出率の関係 
図 試験プロット配置図 
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４）林内における道づくり 

 森林づくりのためには、作業現場に⾏くための道づくりが必要となることがあります。林内の道づく

りは、樹⽊の伐採、除根や、路⾯を作るための切⼟や盛⼟など、地形の改変が伴います。その際、⼟砂

流出や濁⽔の発⽣などの周辺環境への影響も考慮する必要があります。 

⾃然の地形を活かし、必要最⼩限の規模とするよう配慮することで、その森林にとって負担が少なく

丈夫で⻑持ちし、維持管理も容易な道を作ることになり、道を作る作業上の安全にもつながります。 

このため、実際に道づくりを⾏うに当たっては、事前に、⼊念な下調べをしておくとよいでしょう。 

 道づくりの際には、以下の点に注意する必要があります＊。 

 

① ⽔対策について 

 道づくりの際には、道にかかわる⽔の取り扱いが極

めて重要です。 

⽔が集まりやすい場所があると、森林⼟壌の侵⾷が

⼤きくなり、場合によっては道そのものが壊れてしま

うことがあります。 

 道づくりの過程で、地中の⽔が湧き出ることもあり

得、そうして湧き出した地下⽔により、道が崩れてし

まうことがあるかもしれません。森林内に道を作る際

には、たとえ遠回りになったとしても、⽔が湧き出て

いるような場所は避けなければなりません。 

そのため、道づくりでは、路⾯に集まる⽔や湧⽔を安全、適切に処理することが重要です。 

⼀か所にまとめて流す必要がある場合には、安全に排⽔できる箇所 （沢、尾根）をあらかじめ決め

ておくことが重要です。細やかな分散排⽔のため、路⾯の横断勾配 （道の左右の傾き）を⽔平にした

上で、縦断勾配 （道の登降坂⾓度）を緩やかな波状にする、横断排⽔溝を設置するなど、きちんと⾬

⽔などの排⽔を⾏う必要があります。曲線部で分散排⽔を⾏う場合には、曲線部上部の⼊り⼝部分で

⾏い、曲線内部への⾬⽔の流⼊は極⼒避けます。集⽔した⽔をゆっくりと流すよう沈砂池を作る場合

には、周りを枝条で囲むと、濁⽔中の⼟砂流出を防ぐ効果が期待できます。また、横断排⽔施設の排

⽔先には、岩⽯や丸太などで⽔たたきを設置して排⽔施設が壊れないように⼯夫することも重要で

す。 

⽔の流れが発⽣する降⾬時に作業を⾏うことについては、⼟砂や濁⽔が下流へ流出しやすくなる

だけでなく、思わぬ事故の原因ともなりますので、できるだけ避けるようにします。 

写真：路網での水対策の例 

トレンチ(溝）を掘って、路面に水が滞留し

ないようにします 

＊森林施業の実施に当たり作設される森林作業道の留意点を記述しています。林道や林業専用道の作設については

林道規定や林道技術基準等を参照してください。 
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切土

盛土

道（路面）
法面

法面

地山

② 道づくりを避けたほうが良い場所について  

傾斜のきつい斜⾯に道を作ると、⼭を削ったり盛ったりする量が多くなります。そのため、道づく

りの際には、できる限り緩い斜⾯の場所を選んだほうがよいでしょう。また、道の勾配 （道の登降坂

⾓度）が⼤きいと、⼟砂の流出が起こりやすくなります。 

 

③ 地形改変（切⼟・盛⼟）について 

 道づくりにおいては、「切⼟」といって斜⾯や⾼い地盤を切り取って、平らな場所を作る、また 「盛

⼟」といって⼟を盛ることで、地盤を⾼くする等の作業を伴います。切⼟や盛⼟によって作られた⼈

⼯的な斜⾯のことを、「法⾯ （のりめん）」といいます。このような地形改変は、できる限り⼩さくす

るように計画を⽴てることが望ましいです。 

 法⾯では森林⼟壌侵⾷が⽣じやすくなるため、対策が必要な場合があります。法⾯で森林⼟壌侵⾷

が⽣じにくくするように、草や低⽊などで緑化を⾏うとよいでしょう。 

切⼟については⾼さを、できる限り⼩さくすることが望ましく、また、路体については、締固めを

適切に⾏うことで、⾬⽔の浸透を防ぎ、⼟の軟化を防ぐ効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 道の維持管理について 

道を作った後は、切⼟法⾯などで多少なりとも侵⾷が発⽣します。道を⻑期間、安全に使うために

は、侵⾷で⽣じた堆積⼟砂を除去したり、⽔が⼤量に集中する箇所を改善するなど、こまめに道をメ

ンテナンスすることが重要です。  

図 4-2 道づくり関連図 
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コラム（その８）︓崩壊しない道づくり 
 

 道づくりに当たっては、経済的、能率的であることが求められるのはもちろんのこと、地形の改変

を伴うことから、⼟砂や濁⽔の流出などによる周辺環境への負荷が少ないことも求められます。 

切⼟法⾯は、侵⾷ ・崩壊を続けることで、⼤量の⼟砂発⽣につながります。切⼟法⾯の崩壊箇所を

調査した結果によると、崩壊の 8 割以上が、切⼟⾼が 150cm 以上の場合に起こっています。また、

地⼭傾斜が 30°を超えると崩壊が多くみられるようになっています。 

道づくりに当たっては、⼟砂を流出させない道づくりのための対策のひとつとして、傾斜の緩い斜

⾯を選び、切⼟法⾯を低くしていくことに留意する必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

出典︓独⽴⾏政法⼈森林総合研究所・⽯川県農林総合研究センター林業試験場・岐⾩県森林研究所 

 (2012)『森林作業道開設の⼿引き－⼟砂を流出させない道づくり―』6 ページ 

写真：切土法面の侵食・崩壊 

(提供：森林総合研究所） 
図：切土法面の侵食・崩壊箇所数 

(提供：森林総合研究所） 
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第 5 章 ⽔源の森林づくりに関する事例紹介 
 全国の先駆的な⽔源の森林づくりの取組事例を４つ紹介します。 

 

（１）北海道 道⺠の森・神居尻地区牧野跡地 
場所 北海道⽯狩郡当別町 

取組の主体 北海道 

関連情報掲載サイト http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/suigennomori.htm 

○⽔源の森林づくりのいきさつ 

当別町 （北海道⽯狩郡）には約 314ha の牧野跡地があり、これを北海道が買い取って 「道⺠の森」の

⼀部としました。この場所はもともと、「道⺠の森」神居尻地区及び牧場南地区にそれぞれ隣接していま

した。この場所の 43%に当たる約 135ha は平成 15 年まで牧草地として利⽤されていたため、道有地に

なってからは「道⺠の森 神居尻地区 牧野跡地」と呼ばれています。 

 牧野跡地は、⻑期間にわたって牧草地として利⽤されてきたことから、⽔源涵養機能が低下している

ものと考えられました。⼀⽅、牧野跡地が位置する当別川流域には、札幌圏における⽔資源の確保のた

め、道有林を中⼼に約 21,700ha の⽔源涵養保安林が整備されています。そこで、これらの保安林と⼀

体となって⽔源地域としての森林機能の回復 ・維持を図るため、平成 20 年から、牧野跡地に主に植栽に

よる⽔源の森林づくりが開始されました。 

 

○⽔源の森林づくり活動・作業の内容 

 森林づくりの活動は、企業 ・団体が 5 年間の協定を締結

して⾏っています。具体的な活動内容としては、⽴地条件

の改善のための地拵え、郷⼟樹種を利⽤した植栽、植栽⽊

の保育のための下刈りなどがあります。5 年を超えて活動

を⾏う場合もあり、その時は改めて 5 年間の実施計画を策

定します。また、道⺠ （個⼈）も植栽を⾏っており、道が

⼭採りした稚樹を育成した苗⽊などを使⽤しています。 

 

○⽔源の森林づくりの状況・実績等 

平成 29 年度末現在、15 の企業 ・団体と協定を締結し、延べ 1 万 1 千⼈が活動に参加しています。植

栽⾯積は合計で 38ha、植栽本数は 8 万本に達しています。 

企業・団体の活動は 5 年間の全体計画、年度ごとの実施計画書及び実施報告書によって取組の状況を

確認しているほか、指定管理者が巡視を⾏うことにより現場の状況を把握し、必要に応じて企業 ・団体へ

指導・情報提供などを⾏っています。 

植栽地の様子：植栽後、数年経過している区画

は、植栽木が大きく成長してきています 
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（２）サントリー天然⽔の森 
場所 熊本県上益城郡嘉島町など 15 都府県 21 箇所 

取組の主体 サントリーホールディングス株式会社 

関連情報掲載サイト https://www.suntory.co.jp/eco/forest/ 

○⽔源の森林づくりのいきさつ 

 地下⽔を汲み上げて酒類や飲料を製造する企業が、事業を持続可能にするための取組として⾃社⼯場

が⽴地する場所の⽔源涵養エリアを対象に⽔源の森林づくりを 2003 年から開始しました。 

○⽔源の森林づくり活動・作業の内容 

 「天然⽔の森」の設置に当たっては、Research（森の特徴・状態・課題の調査）、Plan(森に適した中

⻑期的な活動計画⽴案)、Do （各専⾨家による整備作業）、Check （結果の検証）、Action （改善点の抽出、

再調査の検討）の R-PDCA サイクルに基づき、まず、⽔⽂、地形･地質、気候、植⽣、⼟壌、⿃類など、

多様な分野の調査を⾏ったうえで、整備⽅針 （ビジョン）を⽴案しています。ビジョンでは、その⼟地の

森林で確認された課題と解決策を整理して、実際に森林整備を⾏う森林組合等に提⽰しています。 

 ビジョンを達成するための課題には、放置⼈⼯林対策のほか、

シカ害対策や⽵林繁茂対策などがあります。特にシカ害は、ほぼ

すべての「天然⽔の森」で対策が必要となっており、シカ柵の設

置や不嗜好性植物の植栽を⾏っています。 

シカ害が弱い場所では、野⿃が種⼦を運んでくるため⾃然に下

層植⽣が発達します。野⿃は害⾍を捕⾷することで、病⾍害が広

がることも防いでくれます。サントリーは愛⿃活動の⼀環として

バードサンクチュアリも設置しています。植栽をしなければいけ

ない場合には、地域の遺伝⼦系統に配慮して、流域内の種苗を⽤

いています。 

 森林内に作業道を作設する際には、地形や⽔の流れを極⼒改変しない丈夫な作業道を作設しています。

また、こうした技術が森林組合などに定着するよう、各地へ指導者が出向いて、中堅、若⼿へと指導を⾏

う⼈材育成のシステムづくりにも⼒を⼊れています。 

○⽔源の森林づくりの状況・実績等 

 森林⽔⽂学などの専⾨家と協⼒して、⽔源の森林づくりの効果を測定しています。 

 当初の 「⼯場で汲み上げる量以上の地下⽔を⽣み出す森を育む」という⽬的は達成され、現在は 「⼯場

で汲み上げる量の2倍の地下⽔を⽣み出す」という新しい⽬標を⽴てて取組を広げることとしています。

まず該当の森林の調査を行い、その土

地の森林が抱える課題を調べ、その解

決策を検討します。 
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（３）東京都⽔道局「⽔道⽔源林」 
場所 東京都多摩川上流域 

取組の主体 東京都⽔道局⽔道⽔源管理事務所 

関連情報掲載サイト https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suigen/antei/03.html 

○⽔源の森林づくりのいきさつ 

 東京都の⽔源である多摩川上流域は、明治期には伐倒、開墾、焼き畑などにより⼀部の森林が荒廃し、

下流域の渇⽔や⽔質悪化が発⽣しました。そのまま放置すると東京市⺠の飲料⽔の安定供給が困難にな

ることが懸念されたため、1901 年に東京府が多摩川上流域の⽔道⽔源林の経営に着⼿しました。 

 現在、多摩川上流域において、その全域を⾒据えた森林の育成 ・管理により、安定した河川流量の確保

及び、⼩河内貯⽔池 （奥多摩湖）の保全を⽬指して、森林のもつ⽔源涵養や⼟砂流出防⽌などの働きを⾼

めるための活動を⾏っています。 

○⽔源の森林づくり活動・作業の内容 
 東京都⽔道局所有の森林のうち、⼈⼯林について地元の造林業者に委託して間伐や枝打などの整備を

⾏っています。さらに、多摩川流域全体を⾒据えた森林の育成 ・管理の視点から 「多摩川⽔源森林隊」と

いうボランティア団体を設⽴し、⼿⼊れの⾏き届かない⺠有林についても整備を⾏っています。 

 ⽔道⽔源林の⼿⼊れを造林業者に依頼する際には、「⽔源林保全作業標準仕

様書」という仕様書を作成し、下刈の際には指定した広葉樹を残すことや、伐

倒⽊は原則として枝を払って⽟切りし、移動しないように残存⽊の根元に横

伏せすることなど、⽔源涵養林として配慮すべき事項を記載するようにして

います。 

 間伐の際には、道沿いでない限りは搬出せずに、等⾼線に合わせて、横伏せ

を⾏っています。その際、きちんと枝払いをしたうえで、地⾯と間伐⽊の間に

隙間が⽣じないようにすることで、⼟砂流出防⽌の効果を⾼めています。 

 林道などの作業路はあまり敷設せずに、管内 11 路線の森林管理単軌道 （愛

称 ︓森レール）を敷設することで作業を⾏っています。森レールの⼤きなメリ

ットとして、開設時に樹⽊の伐採や地形の変更などが⽣じにくいという点が

挙げられます。 

○⽔源の森林づくりの状況・実績等 

森林づくりの効果は⼀概には測れませんが、東京都⽔道局では⼩河内貯⽔池の堆砂率を⽔源林の⼟砂

流出防⽌効果の指標の⼀つとしています。建設から 60 周年を迎えた⼩河内貯⽔池の堆砂率は 3%台

で、他のダムと⽐べても極めて低い数値を⽰しています。  

森林管理単軌道 

（愛称：森レール） 

伐倒木の横伏せの様子 
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（４）豊⽥市⽔源林 
場所 愛知県豊⽥市 

取組の主体 豊⽥市 

関連情報掲載サイト 新・豊⽥市 100 年の森づくり構想 

http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/sangyo/1024463.html

○⽔源の森林づくりのいきさつ 

 豊⽥市は、現在、市域の約 7 割 （約 63,000ha）と森林率が⾼く、そのうち約 57%に当たる約 35,000ha

が⼈⼯林です。⽔道使⽤量 1 ⽴⽅メートル（1 トン）当たり 1 円を積み⽴て、⽔道⽔源保全事業に活⽤

するなど、⽔源林整備に強い関⼼を持って取り組んできました。 

平成 12 年の東海豪⾬において⽮作川上流市町村では沢抜けや⼟⽯流が発⽣し、市街地付近が浸⽔被害

を受けたことなどから、流域の森林整備の必要性に対する地域住⺠の意識が⾼まっていました。平成 17

年には、周辺 6 町村と合併し、森林整備の取組みが⼀層広がりました。 

○⽔源の森林づくり活動・作業の内容 

 市内の森林を⽬的に応じて、⽊材⽣産林、針広混交誘導林、利⽤天然林、保全天然林というようにゾー

ニングしたうえで、いずれも⽔源涵養機能等の公益的機能が発揮されるように整備を⾏っています。 

そのような森林整備を⾏っていくうえで、林床の明るさの確保が重要でしたが、それまで間伐が⾏われ

ていない過密林では本数で 2 割程度の間伐ではあまり変わらないという課題がありました。そのため、

場所ごとに間伐率を変えて、豊⽥市における最適な間伐率を調べるための調査を実施しました。 

その結果、5〜6 割の超強度間伐では⾵倒被害が発⽣することや、1,000 本/ha 未満の森林の場合には

下層植⽣のカバー率が概ね 100%になり、1,600 本/ha 以上になると下層植⽣のカバー率が⼤幅に下が

ることも明らかになりました。 

実際の森林整備では、⽴⽊密度をコントロールするだけ

でなく、将来の森の姿(⽬標林型）を⽬指した施業が不可⽋

となります。そのための⼈材育成が必要で、岐⾩県⽴森林⽂

化アカデミーなどと連携しながら、森づくり⼈材の育成に

取り組んでいます。 

○⽔源の森林づくりのの状況・実績等 

 調査の結果に基づき、最適な間伐率として樹⽊の本数を下層植⽣が発達する 1 ヘクタール当たり 1,000

本未満の状態を健全ステージと定め、2038 年までに市内のすべての⼈⼯林を健全ステージに誘導するこ

とを⽬指す森づくり構想を策定し、取り組みを進めています。 

1,000 本/ha 未満で、下層植生豊かな森林を実現
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第６章 資料編 
⽔源の森林づくりを進めるうえで参考となる既存のマニュアルや⼿引きなどをご紹介します。 

 

【全般】 

神奈川県 環境農政局緑政部⽔源環境保全課『⽔源林整備の⼿引き』平成 29 年 

 

【森林⼟壌流出防⽌】 

神奈川県⾃然環境保全センター『丹沢⼤⼭⾃然再⽣⼟壌保全対策マニュアル』平成 20 年 

岐⾩県森林研究所『ヒノキ⼈⼯林の表⼟流亡を防ぐために』2015 年改訂版 

 

【シカ対策】 

 林野庁 『森林における⿃獣被害対策のためのガイド －森林管理技術者のためのシカ対策の⼿引き』 

   平成 24 年 

 

【病⾍害対策】 

 ⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会『ナラ枯れ被害対策マニュアル 改訂版』平成 27 年 3 ⽉版 

 

【作業道整備】 

林野庁「森林作業道作設指針」 平成 22 年 11 ⽉ 17 ⽇ 林整整第 656 号 林野庁⻑官通知 

林野庁「森林作業道作設ガイドライン」平成 27 年度版（上記指針を補⾜するもの） 

独⽴⾏政法⼈森林総合研究所・⽯川県農林総合研究センター林業試験場・岐⾩県森林研究所 

『森林作業道開設の⼿引き－⼟砂を流出させない道づくり―』2012 年  
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【主要参考⽂献】 

恩⽥裕⼀ 編（2008）『⼈⼯林荒廃と⽔・⼟砂流出の実態』岩波書店 

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 

岐⾩県森林研究所（2015）『ヒノキ⼈⼯林の表⼟流亡を防ぐために』2015 年改訂版 

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 

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 

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 

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 

独⽴⾏政法⼈森林総合研究所・⽯川県農林総合研究センター林業試験場・岐⾩県森林研究所(2012) 

『森林作業道開設の⼿引き－⼟砂を流出させない道づくり―』 

海 ⻁、⽯川 芳治、⽩⽊ 克繁 他 （2012）「ブナ林における林床合計被覆率の変化が地表流流出率に

与える影響」⽇本森林学会誌 94 巻 4 号 

⽮作川森の健康診断実⾏委員会（2016）『森の健康診断の 10 年』東京⼤学演習林出版局 

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 『広葉樹林化ハ

ンドブック 2012』 

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 

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 

Xinchao Sun et al.(2014)"The effect of strip thinning on tree transpiration in a Japanese 

cypress",Agricultural and Forest Meteorology 197. 

Xinchao Sun et al.(2015)"The effect of strip thinning on forest floor evaporation in a Japanese 

cypress plantation",Agricultural and Forest Meteorology 216. 

 

※この他の関連する⽂献につきましては、別に取りまとめている⽂献リストでご覧いただけます。 
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