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２２２２．．．．検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会

２－１ 検討内容

（１）第１回検討委員会

日時：平成23年7月12日（火）10:30～16:00

場所：神奈川県南足柄市（現地検討）

小田原市生涯学習センター会議室

議題：(1) 今年度調査計画について

(2) 森林整備手法のアンケート調査について

(3) その他

出席者：

委 員：恩田委員、小杉委員、鈴木委員（座長）、（50音順）

林野庁：益田課長補佐

事務局：埋橋代表取締役、竹内研究顧問、桐部主任技師、野田主査技師

（議事要約）

○最大浸透能で評価するのではなく、実際に発生する可能性の高い降雨量での流出

量で表現して評価することが現実的であり、重要である。

○恩田委員、小杉委員に浸透能や土壌物理からの解釈についてのコメントをお願い

する。

○今年度の試験地は、スギ林ではまだまだデータが少ないので、良い林分と悪い林

分のそれぞれで、同じ林分の中で複数の場所で測定し、ヒノキ林は植生のある場

所と植生がない場所で測定する。

○スギ林試験地の散水強度は300㎜/hrを基本として一部は200㎜/hrも重ねて測定す

る。

○整備手法についてのアンケート調査はあまり意味がない。各都道府県がマニュア

ルとか指針に関してどういうものを作っているかという情報を集めるべきだ。

（２）第２回検討委員会

日時：平成23年10月24日（月）13:00～15:00

場所：文京区障害者会館会議室Ａ

議題：(1) 今年度調査結果について

(2) 調査報告書作成方針について

(3) その他

出席者：

委 員：恩田委員、小杉委員、鈴木委員（座長）、坪山委員、藤森委員（50音順）

林野庁：益田課長補佐、湯浅係長
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事務局：竹内研究顧問、桐部主任技師

（議事要約）

○この実験は間伐によって浸透能がどう変化するかを把握することなので、間伐の

前後で浸透能がどうなったかを示すことが大事で、設定した条件や測定結果を淡

々と記載するべきである。

○得られたデータは、データの範囲がどの辺にあるのか分かり易く示すためにグラ

フ化して表示する必要がある。

○スギ林では間伐の前後で浸透能の差はそれほど大きくないが、浸透能が変化する

には少し時間がかかることだ。浸透能ということだけではなく、水土保全全体と

しての議論につながるようにまとめるべきだ。

（３）第３回検討委員会

日時：平成23年12月19日（月）13:30～16:20

場所：文京区民センター、２－Ｂ会議室

議題：(1) 調査報告書（案）について

(2) 来年度調査計画について

(3) その他

出席者：

委 員：恩田委員、小杉委員、鈴木委員（座長）、坪山委員、藤森委員（50音順）

林野庁：中西室長

事務局：埋橋代表取締役、竹内研究顧問、桐部主任技師、野田主査技師

（議事要約）

○本事業のこれまでの経過を記述すること。

○図・表の説明･凡例等を分かり易く表示すること、グラフの表示方法等もう少し

工夫すること。

○相関や標準偏差はデータが正規分布していることが前提なので、見直すこと。

○第４章の図・表の降雨強度の表示は、一定の値に換算したものを表示して、比較

出来るようにすること。

○ヒノキ林は間伐をしないと浸透能が低下する危険が顕在化するが、スギ林は潜在

的な浸透能低下の危険が多々ある。

○まとめを再整理して来年度の調査計画を検討すること。
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２－２ 本調査の意義

（１）散水試験を用いた浸透能について（筑波大学教授恩田裕一）

浸透能とは、土壌が降雨による水を吸収する水分フラックスのことをいう。しかし

ながら、ある地表面は異なる浸透能を持つ部分の集合である。したがって、その地表

面全体の平均の浸透能以下でも、部分的に表面流が発生しうると想定される。一般に、

散水装置を用いた浸透能測定では、降雨強度が大きくなるほど測定される浸透能も高

くなり、やがて一定値に落ち着く（村井・岩崎、1975）。すなわち、ある地表面の最

も浸透能が高い部分よりも大きな降雨強度を加えたときに、その地表面全体に表面流

を発生させることができることを示している。

散水実験では、一定の散水強度で表面流出水量を計測し、散水強度と流出量の差分

から単位時間当たりの浸透強度を算出する。浸透強度は時間の経過とともに一定の値

に漸近する。この一定となった浸透強度を最終浸透能という。単に浸透能という場合、

多くはこの最終浸透能を指している。

一方で、この最終浸透能は、降雨強度が強くなるにしたがって高くなることが指摘

されている（村井・岩崎、1975；Hawkins、 1982）。村井・岩崎は農地、林地で散水実

験を行い、浸透能の高い地点は、1:1 の直線に沿って上昇する直線型で近似し、低い

地点は変曲点が認められる直線型で近似した（村井・岩崎、1975）。これに対し、ホ

ーキンスは異なる浸透能を持つ地表面の割合を考慮したモデルを考案し、浸透能は降

雨強度に対し、対数的に増加することを示した（Hawkins、1982）。降雨強度が増大す

るにしたがって一定の値（最大最終浸透能 FIRmax）に漸近することを示しており、ダ

ンらは FIRmax を地表面全体の平均浸透能として用いている（Dunne et al.、1991）。

図 1．降雨強度と最終浸透能との関係 (Murai et al.、 1975).
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図 2 Hawkins式による降雨量と見かけの浸透能の関係 (Dunne et al.、 1991)

最近、田中・時岡は、振動ノズル式散水装置を用いて元牧草地、公園グラウンド、

公園の自然状態の平地、山地斜面において浸透能測定を行い、降雨強度と浸透強度の

関係が以下の双曲線関数で近似できることを示した（田中・時岡、2007）。

(1)

ここで、 は実験で得た最終浸透能、 は降雨強度を十分に大きくした時の

最終浸透能を表し、R は実験の降雨強度を表す（単位は全て [mm/h]）。例えば FIRmax

が 100 mm/h の土壌に 75 mm/h の降雨を与えた場合、最終浸透能 FIR は 65 mm/h 弱で

あり、10 mm/h の降雨余剰が発生することになる。すなわち、村井・岩崎（1975）が

指摘した浸透能より小さい降雨強度であっても、表面流が発生することを示している。

また、式 (1) は土地利用にかかわらず、現地実験から得られる R と FIR のみで FIRmax

の算出が可能であることを示している。異なる降雨強度で実施された散水実験の浸透

能を比較する場合、最大最終浸透能で比較する必要がある。
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図 3 降雨強度と安定浸透強度の関連。

近似曲線は、田中・時岡式による (田中・時岡、2007)

他方、最大最終浸透能を用いた場合、非常に高い値を示すことがあり、実態に乖離

したケースも多い。その場合は、むしろ、降雨強度 50 mm/h や 100 mm/h といった実

際の降雨量に対する浸透能について、田中・時岡式や、Hawkins 式等を用い、FIR50、

FIR100を用いる方が実態に即しており、わかりやすいことも多い。
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（２）この調査の調査方法等を含めた意義（京都大学准教授小杉賢一朗）

前項で見たとおり、降雨強度が強くなるにつれて最終浸透能は増大する。この現象

の土壌物理学的な解釈を行う為に、簡単な数値シミュレーションを実施した。

勾配30°の斜面上の斜距離30㎝の範囲を対象として散水実験を行った状況を想定し

た（図1）。数値シミュレーションでは、縦断面内の二次元水分移動の計算を行った

ため、横断方向への水の移動は考えていない。地表面から深さ5㎝の範囲には、雨滴

衝撃等の影響を受けて形成された難透水層を設け、その下部に高い透水性を持つ森林

土壌層（厚さ15㎝）を設けた。また地表面上には、厚さ2㎝のリター層の存在を仮定

した。リター層ならびに森林土壌層の透水性・保水性に関するパラメータには、それ

ぞれKosugi et al.（2001）とKosugi（1997a）に示されている値を与えた。それぞれ

の飽和透水係数は図1に示した通りである。難透水層の飽和透水係数は5㎜/hと仮定し

（図1）、他の透水性・保水性に関するパラメータは森林土壌層の値を基にKosugi

（1997b）の方法で算定した。

リター層の表面から、強度10～60㎜/hの一定強度の降雨を段階的に供給し、地表面

（リター層と難透水層の境界）を斜面方向に流下して流出する成分を表面流として算

出した。また、森林土壌層の下端から流出する成分を浸み出し流として算出した。浸

透強度は、散水実験と同様に、降雨強度と表面流出強度の差として見積もった。難透

水層と森林土壌層の上下流端では、水の出入りが起きないと仮定した。計算では、領

域を三角形のメッシュに区切った上で（図1）、有限要素法を用いてRichards式の数

値解を求めた。

リター層（2cm）

難透水層（5cm）

森林土壌層（15cm）

10-310-4 10-2

透水係数（cm/s）

158,400

608

5

飽和透水係数飽和透水係数飽和透水係数飽和透水係数（（（（mm/h））））降雨降雨降雨降雨
10～～～～60 mm/h

浸浸浸浸みみみみ出出出出しししし流流流流

表面流表面流表面流表面流

浸透浸透浸透浸透

図-1 数値計算の概要
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図2は、与えた降雨強度と、計算された表面流出強度、浸透強度の時系列を示した

ものである。各ステップで、表面流出強度と浸み出し流の強度を合計した全流出強度

は、最終的に降雨強度に等しくなるまで上昇しており、各ステップ終盤には平衡状態

が達成されていたといえる。浸透強度は、降雨強度を上昇させる度にスパイク的に上

昇しているが、これは、リター層内部の雨水貯留分増加が見かけの浸透強度に加算さ

れている為である。

図2の各ステップにおいて、一定値に落ち着いた浸透強度を抽出し、そのときに与

えた降雨強度との相関を取ったものが図3である。浸透強度は降雨強度に伴って上昇

しており、前項で見た散水実験による結果と同様の傾向を示している。ただし、強度

40㎜/h以上の降雨では、浸透強度の増加量は少ない。また、難透水層の飽和透水係数

を5㎜/hに設定しているにも関わらず、浸透強度はそれを上回る値となっている。

図3の結果を解釈するために、図4には、降雨強度60㎜/hの条件下で平衡状態に達し

たときに斜面下流端で算定された、縦断方向の圧力水頭分布を示した。地表面（リタ

ー層と難透水層の境界）では圧力水頭がゼロとなっており、飽和地下水面が発生して

いることを示している。これに対して難透水層と森林土壌層の境界の圧力水頭は、

-10㎝ほどの値であり、不飽和状態であることがわかる。これは、森林土壌の飽和透

水係数が大きい（図1）ため、60㎜/hの降雨強度の下では、不飽和状態において全て

の雨水を浸透させることができる為である。以上の結果、難透水層内では、圧力水頭

が深さと共に大きく減少しており、大きな圧力水頭勾配が生じていた。浸透強度は、

透水係数と圧力水頭勾配の積で求められるため、この大きな圧力水頭勾配によって、

飽和透水係数よりも大きな浸透強度が得られたものと考えられる。さらに、降雨強度
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が増加すると、難透水層と森林土壌層の境界の圧力水頭が増加することで、難透水層

内部の圧力水頭が全体的に増加する。これは、圧力水頭勾配の減少を引き起こすが、

圧力水頭の増加による透水係数の増加がそれを上回るため、結果として浸透強度が増

加するものと考えられる。
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１：１

図-3 降雨強度と浸透強度の関係
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図-4 圧力水頭の鉛直分布
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次に、難透水層における浸透強度の空間的な不均質性（バラツキ）が与える影響を

調べる為に、難透水層の飽和透水係数を0.5～50㎜/hの範囲でランダムに与え、上記

と同様の数値シミュレーションを行った。この際、難透水層の飽和透水係数の幾何平

均値は、図1と同じ5㎜/hとしている。得られた降雨強度と浸透強度の関係を図5に示

した。飽和透水係数を不均質に設定した場合に、浸透強度の絶対値が大きくなってい

るが、これは飽和透水係数の算術平均値ではなく、幾何平均値を均質の場合と等しく

した為と考えられる。均質の場合と同様に降雨強度の増加に伴って浸透強度は増加し、

前項に示した結果と一致している。詳しく見ると、その増加率は均質の場合よりも大

きくなっており、浸透強度の空間的な不均質性が、浸透強度の降雨強度依存性を増大

させる結果となっている。

以上に見たように、斜面における浸透能は、地表面近傍の土層の保水性・透水性だ

けでなく深部の土層の保水性・透水性にも依存しており、さらに空間的な不均質性の

影響も受けている。これらの複雑な場の条件を積分した結果として、浸透強度と降雨

強度の関係が導かれるのである。現場における散水試験は、このような場の複雑性を

総合的に評価して斜面の浸透能を定量化できる、有用な手法であるといえる。
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