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第１回検討委員会

（（（（１１１１））））資料資料資料資料のののの提示提示提示提示

今年度の調査計画をまとめ、調査内容及び調査候補地に関する情報を各委員に提

示した。

（（（（２２２２））））第第第第１１１１回検討委員会回検討委員会回検討委員会回検討委員会

第１回検討委員会は以下の要領により開催した。

日 時：平成23年7月12日（火）10:30～16:00

場 所：現地検討、神奈川県南足柄市、南足柄市外二ヶ市町組合地

会議、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）

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 恩田裕一

東京大学大学院農学生命科学研究科教授（委員長） 鈴木雅一

京都大学大学院農学研究科准教授 小杉 賢一朗

（関係機関）

林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室企画係長 益田健太

（事務局）

株式会社森林土木施設研究所代表取締役 埋橋一樹

株式会社森林土木施設研究所研究顧問 竹内美次

株式会社森林土木施設研究所主任技師 桐部和義

株式会社森林土木施設研究所主査技師 野田 龍

委員会当日は、午前中に浸透能測定試験地の候補地として挙げた森林の状況を踏

査して試験地として適しているか確認を行った。その後会議室に移動して、上記の

議題について議論を行った。
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【 議事概要 】

１．開会

２．挨拶

３．資料説明

（（（（事務局事務局事務局事務局））））資料の説明。議事の進行についての説明。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））本年度の１回目ということなので、議事に入ります。「１．本年度調査計

画について」事務局から説明を願う。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））「資料－３」の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今年度の計画があって、そのうちでいくつかどうしようかという部分があ

るということでご審議いただきたい訳ですけど、その前にそれを議論するもう一歩

手前ぐらいからの議論が必要な所があると思う。私が思った課題を言うので委員の

先生方ご検討をいただければと思う。

まず、1頁の調査内容、一つはこれまでに何がわかっているかということをもう

少し押さえておく必要がある。この計画では今年のデータを出してから他のデータ

も含めて分析するという訳だが、まず初めに昨年までのデータや他機関のデータで

何がわかったかということを確認する、合意しておいてその上で今年の計画を立て

るのがいいのではないか。私の理解している他機関でのデータと昨年までの結果を

言うと、とにかくヒノキ林は浸透が悪いというのがあって、ヒノキ林について実験

をするということでその実験方法は従来確立されてきて、200㎜の雨をかければい

いということになっている。それで、どういうときにはだいたいどれくらいという

目途が山口県や石川県他のデータで見当がついている。それと整備をするとどうな

るかというデータもかなりある。

それに比べてスギ林というのはほとんど従来はデータがなかった。それで、一昨

年ヒノキ林のかけ方でスギ林に対してやったら、とても良く潜るという結果が出て

きて、ほんとにスギ林がどこまで潜るかということをやるには、300㎜でやらなけ

ればダメだということがあって、昨年は200㎜と300㎜の両方かけた。両方かけてヒ

ノキ林と同じやり方をした時の答えとスギ林用に開発した強さの雨をかけた時の答

えが、どう違うのかということが比べられるようなデータの採り方をしていて、ど

ちらのやり方をしてもスギ林は良く潜るという結果を出した訳だ。

ただ、まだまだヒノキ林に比べるとスギ林のデータは少ないということと、比較

的悪そうなところでやった結果というのはあるけれど、良いスギ林のデータがまだ

無いのではないかというのがある。従来の結果をまとめて、そんなところで間違い

ないでしょうか？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））まだ公表されていない石川県のデータを見たところ、やっている内容と

してはアテと合わせて40箇所でスギがその中で25～30くらい、間伐履歴とか地域も

変えてやっているが、微妙に良くなっているが非常に良いという状況で、夏の水学

会に県の試験場の人が発表する予定である。森林学会で発表する予定であったが学
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会が流れたから。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それで、このうえでまだ確認というか議論がいるのは、いわゆる散水型の

浸透試験で、潜らないというヒノキ林でも結構は潜る、ある程度は潜って実際に雨

で降るぐらいの強さの時にはかなり潜るという数字が出てくる。だからそれについ

て散水型の浸透試験をした結果と、実際の山腹斜面で起きる現象とがどういうふう

に対応するのかというのをどう理解するかというところで、小杉先生、恩田先生は

いろんな答えを持っているだろうけど、世の中ではまだそこに十分わかってないと

ころがある。一つは実験してしみこむのはそこそこしみこむのだから、実際に降る

雨の強さでいえば十分しみこむのだから、そんなに心配しなくてもいいのではない

か、それを頼りに公共事業をやるのは無駄遣いだという意見が一つある。

もう一つは、そうはいっても表面流というのは発生するのだから、ヒノキの場合

はきちんとこれが起きないようにしなければいけないという意見があって、今まで

のヒノキで散水実験したデータを踏まえて、どうなのかというのは、今はどうです

というのをどこかで一回書いてから、そもそもこの調査が今度はこうしましょうと、

こういうのがある。そこのところを少なくとも今年の報告書を書く時にはしっかり

書いていただかなければいけない。

それから、その次にスギをやるということになった時に、スギは悪いといわれる

ところでも潜ってしまうので、ヒノキの時以上にもう十分しみこむのだから問題な

いのでは無いかという意見が多く出てくる。それで、さらに森林が良くなった時に

もっと潜るというデータが、まず一つは出てくるかどうかということ、出てこなか

った時でもスギは問題ありませんよっていう話なのか、手入れをしたことによって

もっと良くなった時に浸透能が上がったから事業の効果があったという言い方をす

るのか、浸透能が上がってもとうてい実際には起きない降雨強度のレンジで起きて

いる話だから、それは見かけのことですと、それは結果として良くしみこむように

なるけれど、実際の現象にはそれはほとんど影響を与えていないという評価をする

のか、そこの場でどういうふうに説明するかというのを、これはちょっとどこかで

腹をくくって書かなきゃいけない。

それから、先ほど益田さんからご指摘があった、この結果を公表して広く知らし

めていくと。で、事業に資するという時に今言ったような十分潜るからいいじゃな

いかというのか、あるいはスギはどんな真っ暗でも良くしみこみますよというよう

なことの意味がどうなのか、意味をどういうふうに捉えるのかという所をそろそろ

書かなきゃいけない。といったことについて、恩田先生と小杉先生の見解をまずい

ただきたい。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））最大最終浸透能というような形で理論的な最大値なので、そこが十分し

みこむというふうなところだけ見られて、それはそれで理論的な取扱い上はいいけ

れど、一般に示す時にそれでほんとにいいのかどうか。それでちょっとまだ最終結

果は出てないが、石川県で議論したのは金沢市内でゲリラ豪雨による洪水が出た時、

時間雨量相当だと120とか150近く降るという非常に高い降雨強度を記録して、スギ
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でも森林整備によって変化があるのか無いのか知りたいということがあって、結局

横軸に降雨強度、縦軸に浸透量のカーブを描くと、こんなカーブが去年も何カ所か

でやってまあそこそこ引けますので、結局その時に100㎜の時の流出量、200㎜降雨

の流出量という形で表したらどうか。理論値である最大浸透能が300㎜であったと

しても、100㎜であるときも90何㎜はしみこんでも10㎜ぐらいは出てくる。それが、

たとえば、最大値が200㎜が300㎜になるとそれはほとんど関係ないのではないかと

いうことになる。100㎜降雨量に対応すると、たとえば15㎜出てたのが5㎜減るとい

うような形で表すことができるので、100㎜降った時何㎜出るかという形で基準化

してその辺はそれなりに、・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だから、そういう解釈の仕方とかそういう説明も報告書の中に必ず入れて

おいてということですね。こう実験したらこういう数字ができました、昔の数字と

重ねるとこうですというのに加えて、このデータの読み方はこういう読み方がまず

できるけれども、もう一つ100㎜で揃えて、あるいは大雨の時に時間雨量100㎜降っ

たとするとそれはそれぞれの森林でこういう数字を意味してますと、で、こことこ

こが違うのがわかりますとか、そういう文章を後につけるというのが、この計画で

いうまとめ方の所の3番とか5番の所にはそういうことも入れる。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））特に林野庁の委託である事業ですのでそういった読み方を提案するとか、

箇所数をたくさんやれる訳じゃないので、地方自治体も箇所を4つくらいやってい

るんですが、ここでは読み方をしっかり出すということをやれば、石川の時も既往

最大降雨があって実際ここで起こっているので、それは有意に評価できる、スギで

はですね、200が300になるとそういうのが出てくるとなんですが、流出量で計算す

るとそれなりの意味のある値にはなると。方法だけ、方法も同じようで、この委員

会でもそこが重要なところで、下層が生えてきたやつ、今まではそのままの状況で

量ってたんですが、従来から下層植生を50㎝とか80㎝でも効かないと、雨滴緩衝効

果に効かないというふうにいわれていますので、その辺でばっさり切っちゃうと、

50㎝まで切っちゃうとかそういうやり方も提案してやってもいいかなと思います。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））恩田先生が最初に言われた雨の強度と浸透能の関係が出てきた時の、恩

田先生が言われたのは100㎜とか150㎜とか基準を決めてそれに対する浸透能と表面

流の比較する、そういう指標が現実的には簡単に評価できますし、重要と思うんで

すが、私自身は降雨強度が強くなると浸透能が増えるというのが単純にカラム実験

の浸透実験で出てくる土壌物理的な概念とはちょっと違う概念になっていて、何で

そういう現象が起きるのかっていうこと自身がちょっと研究上の話になってしまう

が、興味があるというか、それが結局単に土のカラムに雨をかけて浸透の実験をす

ると、浸透しきれないものはあふれるだけなので、降雨強度が強くなった時に浸透

度が上がるっていう現象自身はカラムで水をかけるものとしては、理論的には出て

こない関係なのですが、実際実験を現場の斜面で実験をするとそういう関係が出て

くるということは、出た表面流が流れ下っていく時の何らかの現象を拾っているこ

とになっていると思うんですね。その辺が物理的な解釈にどこまで踏み込むのかと
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いうのがこの報告書の中ではそこまでは必要ないのかなと思うのですが、ただ実際

に現場で雨が降るのが、石川ですと100㎜を超えるような雨が降ったという、その

現場の雨の降り方自身も一定強度でずっと降っている訳ではなくて、降雨波形、強

いのが降ったり、降雨強度が弱まったりまた強くなったりというのを繰り返した時

に、実際こういう実験で出てきた浸透能というのが、どんなふうに効いてくるのか

というところは、あまりメカニズムに踏み込みすぎたらそれは論文、学術論文的な

話になってしまうので、報告書の趣旨とは変わると思うが、解釈の仕方などを少し

どのくらいまで、興味としてはやってみたい気がするが、報告書でどこまでやるの

かというのはそこまでやらなくても良いかなと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そこまでやらなくて良いとは思わないで、事務局の方では小杉先生に報告

書に2頁でも3頁でも10頁でもスペースを上げるから、小杉先生の土壌物理による理

解というものを執筆をお願いして、原稿料をそれなりに準備するということを考え

たら如何かなと思います。

それで、たとえば去年のデータでもいいし、今年のデータでの解釈でもいいけど、

論文だと思わないで土壌物理からこれを解釈するとこういうふうな説明はここでで

きて、この点とこの点は土壌物理学的に謎があるというようなことを書いておいて

いただくのがよろしいかと。それは、もしかするとこの報告書本体とは分けるとい

うか、コラムみたいに章の外に外して書いてもらってもいいと思うけれど、この結

果、水をかけた結果をコメントするという形で書いていただければ大変参考になる

のではないかというふうに思うので、今年の結果を待たずとも去年の結果を見て、

多分似たようなものが出てくるでしょうから、そろそろコメントを書き始めていた

だけないかと、私も早く勉強したいなと思います。

それで次なんですが、ご提案いただいたのが、まず、森林整備が行われて浸透能

がどう変わるかという時系列をスギ林、ヒノキ林で見たいと言っておられるんだけ

ど、まず、今日見た所でもスギもヒノキも下層植生がない所がありますね。無い所、

森林整備した直後で無い、整備してないから下層がない、スギはそうでしたね。ヒ

ノキは整備した直後らしくて無いという所がありました。そこはとりあえず、悪い

方としてやる。それでわかるのは、ヒノキは従来他の地域でやられている多数の例

に比べてどの様なものが出てくるかと、こういうことでしょうし、スギ林は昨年や

ったのと同じようなヒノキとは大部、悪いといっても違いますよという答えが蓄積

すると、そこまで期待できる。

それからヒノキ林のもうちょっといい所をやるというのは、今2段階ぐらいお考

えのようだけど、すぐとしばらくしてというのを考えたようですが、じつはたぶん

どちらか1個で下層が入った所でやって、間伐して下層が入るとこれだけ、このく

らいですよというので、過去の他の事例と比べてどうかという議論はできる。それ

から、他で従来やっているのに比べれば、ここでやると樹齢が大きくて、胸高直径

も大きい、あるいは密度が低いかもしれないという所でのデータができて、施工し

たら、手を入れるとこうなるよというのは、そのくらいでできるのではないか。上
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で見たヒノキについては。

それから、スギについては、山北町の大野山でいい所があるからやると言ってい

るが、むしろ、そこまで行かないで今日見た範囲で悪い所といい所の2つぐらいや

って、むしろここにあるように悪い所は箇所数的に、大野山をやめるとすると、箇

所数として同じ悪い所でも1箇所でかけるのではなくて、2箇所ぐらいでかけて繰り

返しを増やした方が、特にスギ林の場合は、石川県でデータが増えたとは言え、ま

だまだデータが少ないから、同じ場所、同じ林分の中で複数の場所でやって、この

くらいですよと、場所を動かさないから設定が簡単になるということだったら3箇

所ぐらいやって、偏差がどのくらいあるかというのをスギ林については見る価値が

あるのではないか。ヒノキ林は他にもたくさんデータがあるので、繰り返しは要ら

ないけど、スギ林はせっかくやるんだったら、良い所で2回とか悪い所は3回とか、

そういう繰り返しでやる手もあるのかなというふうに思う。それが全体の初めのス

トーリーと比べて何が変わるか。

もう一つは、散水強度300と言ってるけれど、他との比較しようと思うと200と30

0と2段階かけるのが要るのではないかと思うが、2段階は去年やって卒業したから

今年は300だけで良いとは必ずしも言えなくて、他のヒノキ林一般でやってるので

もやりましたよと、それでこうですと。で、それだと良くしみこむところは精度が

低くなるので300もやって、その結果こうですと両方データがあると、他と比較す

る時に良い比較になるのかなと。それで、手間は2段階かけたら増えるけど、場所

を減らしても2段階かけた方が良いと思うことと、下草がある所で下草を刈るとい

う話があったが、私はこれは賛成で、これも最初から刈って量るのではなくて、有

る状態で一回量ってそれから刈ってから量ると、これは300㎜の強い雨の方で下草

刈る前後で比べるのが良いのかなと思うけれど、そんなことで場所は減らすけれど

も、繰り返しであるとか雨の強さであるとか、下草を刈る刈らないというところで

もう少し時間の許す限り繰り返しが増えないかなと思う。

で、これについてもそういう考えが妥当なのか、もっといい手があるのか、恩田

先生、小杉先生コメントお願いします。こういうのでやって欲しいというのがあれ

ば。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））今日見た最後の地点で十分良いんじゃないかなという感じはしている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これ、元々大野山は切って悪い所と、やってすぐと、やってずっと経った

所というシリーズで比べたいからですよね。でも、やってしばらくして下草が生え

た所というのは、もう10年経った所と同じぐらいの、良さそうというか、そこをや

ってもそんなに違いが簡単に出てきそうもないという、でも良い所もやった方が良

いのかな？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））結局別の条件が入ってくるから、地質とか土壌条件とか入ってきて、な

かなかやったとしてもこれをどう取り扱う・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ここのデータが、これが大野山だからなのか、良いからなのか区別がつか

ないだろう、ここだけでやっても。
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（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））その他にたくさんデータをとれば別ですが、この感じではできない感じ

なので、先生の言われた箇所を増やすというのはそういった面でも賛成でして、ス

ギの特徴は悪い所でも現地を見れば、リターが厚い所と薄い所があるので、リター

の重さは量ると思うが、そんなバリエーションを持たせた形でやったらいいのかな

と。悪い所ですね。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうするとスギの悪い所はリターが厚そうな所、中くらいの所、薄そうな

所、あまり考えないで3箇所、で、後で量って違いがあるかどうかを見るぐらい。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））見かけでぱっと見て、ここ・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））スギの悪い所はそうで、ヒノキの悪い所はそうやる必要ないか？。ヒノキ

は1回やれば良いか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））1回やればいい、だいたいは良いかなあと。降雨強度はここがたぶんそ

れ、できれば一番いいんですけど、水運ぶ手間とか何か考えてしまうと、時間とか

・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））200、300やるっていうのは贅沢ですか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））贅沢というか、たとえば・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ヒノキは200だけで良いんだよね。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））ヒノキはたぶん、それで十分で・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ヒノキは良いとこも悪いとこも200でいい？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それは大丈夫だと思うが、スギが最後の地点だとものすごく時間掛かり

そうな所もあって、だけど、林道から下におろす所であれば水を運ぶ手間はほとん

ど無いので・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だから、スギの悪い所だけは回数も、場所も3箇所だけど、強さも200と30

0でやってもらうとか。そのうちのどこか1箇所は。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））そうですね。そういうような手間を工夫する中で先生の提案を生かして

・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だけど、大野山をやめるというのは負担の軽減だから、その分このスギ林

で降雨強度2種類やるとか、頑張る余地はあるのかなと。大野山でかけるはずだっ

た1回分と、場所を動く手間の無いのを雨1回分にするとか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それは十分、実際手間暇はかからないと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））で、下草切るのはどうしますか？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））これを完全に刈り取るのか（50㎝で切るのか？；委員長）、それは決し

てたぶん方法として、一番下まで刈っちゃえば雨滴侵食になる。逆にそれは従来や

っているような話に近くなってしまうので、今後ここの手法のいろいろな所ででき

ることを考えても、実際2ｍの下草をどうかけるかという技術的な問題もあるので、

50㎝とかで切るか両方やってみるかどっちか。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））この下草刈りとってというのは、もともと下草がある、スギもヒノキも悪

い所は下草が元々無いから、この話はないですよね。で、今日見たスギの良い所と

いうのもあそこである限りはそんなに下草が背が高い訳じゃないから、そこそこあ
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るっていうくらいのものだから、あんまり関係ないですね。そうするとここやるの

はヒノキで下草がある場合、そうすると今日ヒノキで下草がある所というのは見た

のは、元々のヒノキ整備林の経過という所と、それから、脇にあった所と2箇所で

すよね。そうすると、林縁直近以外はそんなに背が高くなかったようには思うけれ

ども、2ｍもありましたか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））ないです。密度の少ない所の高い方で1ｍから1ｍ50くらいだと思います。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうするとやはりかけるのが元々難しいから、1ｍくらいで刈ってからや

るっていうのもありですか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それは決めないと、たぶん他がやる時に、評価する時に従来の研究でた

とえば50㎝とか80㎝以下は効かないから切っちゃうとというような・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））あれはだれだっけ？、雨滴衝撃力でいくと１ｍ以下とか1.5ｍ以下だった

らそんなにコンパクションがないとかということではなかったか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））50㎝とか、三浦さんが50㎝・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））三浦さんは、腰の高さぐらい、1ｍぐらい。とにかく全部地際で刈っちゃ

ったら今度はもろに雨滴衝撃が出ますよね。そのデータもとる必要があるかどうか。

意味がない？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））意味はもちろんあるんですけど、たくさんやれれば一つのバリエーショ

ンとしてはあるんだと思うんですけど。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、一つはこれからの散水型浸透実験のルールとして、高い下草

があった場合は1ｍ以上のものはかけるのにも邪魔だから、1ｍを超えたものについ

ては切って外した後でやるとか、50㎝より高いのは外してやるとかっていうルール

を作るということか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））たぶんその方が林野庁の委員会ということでは良いのではないか。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それは、50なのか1ｍなのかっていうことは三浦さんの論文を準拠したら

いいのですね？。で、こうしなさいというのは恩田先生にお墨付きを与えていただ

けばたぶんそれでよろしいということで。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それはこの委員会でそういうふうに・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、今ここのご提案のところは、「なお、整備されたスギ林の浸

透能の測定については」って、第1案、第2案があるけど、悪い所については現況で

やるということだから1案も2案もなくて、スギにしてもヒノキにしてもだけど、下

草がある所だったら、まず、50だか1ｍだかそれは追って恩田先生からご連絡があ

るそうですが、それよりも高いのは外して散水実験をしましょうと、こういうこと

ですね。

で、それから、さらに地際まで切って繰り返して後でかける必要性はないと。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それだったら、たとえば１ｍだったらそのままでやったものと50㎝でか

けたものと変わるか変わらないかという・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））下層植生の量の影響、葉の影響みたいなものを見る、

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））だから、50㎝より上は効かないから、切って良いのかどうかということ
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を。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、それが、そういう作業があるとして、ヒノキの下層がある所、

スギの下層がある所、マックス2箇所ぐらい。小杉先生何かこのあたりは。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））いや、もう・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））私は300と200と両方かけて欲しいなと思うんだけど、恩田先生どっちかで

いいって言うから、

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））いや、水の得やすいところだったら、水の得やすいところでやるってい

うなら・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））水で苦労している時にはとにかく最低限300はかけて下さいよっていうこ

とですか。それで少しでも余力や時間があれば、200でかける実験もやって下さい

というぐらいですか。

それから、ご提案の中身で、他は何かコメントありますでしょうか？。調査計画

の検討、こんなところでよろしいですか？。

調査計画の検討はだいたい以上のような議論になろうかと思いますが、益田さん

何かこんな議論でよろしいでしょうか？。もっとああいうのも調べないと林野庁は

困るとか。やっぱり、これ、やる前、やった直後、しばらくして良くなった後って

いうのを期待して3つ比べるっていうのも、調査計画を立てる時にはかなり強力な

意志があったと思うんですよ。だからそれを尊重はしたいのだけど、うんと良い所

と下草がそこそこ生えたところっていうのは、差を作るのは、差がありますよとか

良くなったというにはよっぽどたくさんやらなければいけないかもしれないし、今

の手間暇と繰り返しの数だとそこまでは難しかろうと、いうことだと、スギはそん

なにヒノキに比べたらずいぶん違いますよと、このくらい違いますよというのをま

だまだはっきりさせたり、そういうところがいるのかなと、そんな感じ。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それを石川県でやって、間伐後10年以降と比較してターゲットをやった

んですが、間伐後10年以降の方が値が低かったというデータが、山口県でもそれを

やったんですが、山口県はヒノキだったので、それは良いんですけど、ちょっとい

いぐらいですね。そういう既存のやったものを参考にして・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、やるとすぐ効果が出ますよっていうことがある訳だ。その場

合、長期経って落ちることはない訳だ。長持ちするっていうことでもあるね。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））スギでやるとどうしてもいいので、石川県で試しにやった時は低い値が

たぶん出てしまったという、悩ましい結果に。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だけど、それはスギの元々からのすばらしさを言っているもので、ただ、

これ水対室に伺っておかなければいけないのは、ほんとにヒノキは慎重に扱わなけ

ればいけませんと、あるいは、お金を投入するのも根拠がありますと、だけど、こ

の地表流が出るとかしみこまなくなるということだけの見地からしたら、スギには

1円の補助金も要りませんという答えになってるやに思う。そこのところが、それ

でいいのかというか、私はそう思うんだけども、もしかすると小杉先生や恩田先生

は、いやそれは言い過ぎで、そうじゃなくて、やっぱりスギ林だって強い雨が降っ
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たら、そうは言うけどちょろっと出るので、手入れはいるんだということなのかな？

というところですね。

少なくとも、この浸透能のスギ林のデータからそれを補強しようというのは難し

かろうと思うけれど、やっぱりさっきの100㎜強度の説明で、注意がいるとこれは

言い続ける必要があるということでしょうか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））そういうデータが出ればというところもあるんですけれども、とは言え、

たぶんそれほど大きな違いがないのはある程度は予想はされるので、小杉先生と一

緒にやっているプロジェクトで、遮断量の減少とかですね、保水効果とかですね、

その辺を・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だからそうだとすると、今回の、今年の報告書でも、⑤とかいう所、⑤の

あたり、恩田先生にもコラムで1頁か2頁、その解釈を書いていただくということが

いるのかなぁと、もちろん事務局に書いてもらうということもあるけど、それどう

だろうか？。下手に事務局が書くより恩田先生の分析として書いておいてもらった

方が林野庁も受け取りやすいのか？。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））小杉先生に書いていただけるということでは、ぜひ恩田先生にも書いてい

ただけたらと思いますけど、たぶん林野庁が水源かん養機能の維持増進ということ

で公共事業としてお金をつぎ込んでいる理由というのは、浸透能も大事なんですが

貯留量というんでしょうか、ですから、貯留量まで視野に入れると、それは表面の

浸透能は入口として当然大事なんですが、たぶんその下の森林土壌でどれだけ蓄え

られるのかということが大事だと。で、施業を怠るか怠らないかという時に浸透能

だけの切り口では、実はスギにおいてはあまり差がないと。ただ、ほんとに怠って

いた時に、大げさに言うと、森林土壌すらも失われてしまうというような状況にな

るかどうかと、いうところまで考えるとやっぱり手入れは必要だとか、あるいは真

っ暗な線香林のままではいけないとか、そういう言い方というか説明ぶりというか

言い逃れというか、そういうことがストーリーが描けるのではないかと、いう気も

しまして、浸透能と貯留量の関係ということも併せてコラムとして、一般読者向け

に対してはよく説明していかなければいけないのだろうなと思うし、そこら辺は実

は事務局あたりが聞く話なのかもしれませんが。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それはたぶん、この委員会もう一回最後実験結果を見せていただく機会が

あれば、もう一回今のようなところのコメントがあるのかな。確かに今益田さんが

おっしゃった浸透能で議論するところと、その下の土壌の中での話で議論するとこ

ろがあって、実は八ツ場ダムのいろんな議論が今あるところで、それがその二つが

十分分離して理解してもらってないというかその辺が谷先生お悩みのところのよう

だから、これはまだまだ長期戦でいろいろなことがででくると思います。

この実験そのものがそうなんですね。表面の出方だけを見ているというように特

化しているから、その特化したうえでヒノキだとかスギだとかというそれぞれの特

徴が従来以上に見えてきたということなので、知識は進んでいる。ただ、これを一

般の人にどういうふうに分かり易く伝えていくかというところにワンクッショッン
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あって、そのあたりまでうまくまとめられるとこの調査の価値があるということだ

ろう。一つはデータをなるべくちゃんと作るということ、もう一つはそこのところ

の出口の解釈をするということだと思うので、小杉先生、恩田先生ぜひ今年の・・

・。私の方のは1頁でも結構ですし、1頁で書きにくければ10頁ぐらい書いていただ

きたいということです。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））土壌の方は小杉先生書いていただいて、ご研究のものがあるでしょうか

ら。ただ、ここでとるのは、表面のリター、土壌の性質というのはやるんですか？。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））リターの量とかは調べないのか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））土壌のPFとかそういうのはやってないのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））やっていません。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それならば、来年度、来年度あるとすればずっと雨を降らせていけると

いうのも一つなんですけど、その辺は来年度やれればいいのではないか。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そういうPFとかわかると何かいいことあるの？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））先ほど説明で線香林の土壌が本当に悪いのか良いのか。今まで小杉先生

がやられた中で・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））本調査は、やっぱりあくまで雨かけて出てきた中での話で、それにけりを

つけましょうということだろうと思う。

後、来年のことをいうのは気が早いかもしれないけど、やっぱり、今年やってヒ

ノキ林で下層のない所、悪ければ、低い結果が出てくれば、あそこは明るいから1

年経てば下層入ってくると思うので、ぜひ来年もう一年同じ所でかけてそれでどう

変わったかというデータが取れればなぁという感じはする。そうすると、下層のあ

るなしというところが、ヒノキの悪い所というのは来年もやる気でちょっと見てお

いていただければという感じです。来年そうなるかどうかはデータ次第というとこ

ろがあるが。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））益田さんの方から浸透したものの貯留という話がありましたが、今回こ

こでやろうとしている表面の浸透能というのが、間伐の効果がまず一番先に現れや

すいところだと思う。で、浸透した水がどのくらいそこに貯留されるのか、土壌自

身の貯留能というものに間伐の影響がどのくらい現れるのかということが、表面の

浸透能に比べるともっとこう何か影響が間接的で、直接間伐をしたから土壌の孔隙

量が増えるとか、そういうところの評価を、はっきりした結果を言うにはたくさん

調査をしないといけないし、調査をしてもクリアな結果が出るかは・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））時間がかかるというのは・・・。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））森林土壌というのは、スギだろうがヒノキだろうが関係ない地中深い世界

といいますか、そういうところで実は貯留量というものが規定されていると。です

から、表面の浸透能が大事なのは深い世界に降ってきた水を渡すというのか、そこ

の能力で、如何に土壌が深くても浸透能がゼロだったら全く関係なくなってしまう

という趣旨で理解しているつもりです。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））間伐の影響でそこが改善されるかどうかという評価はなかなか難しいな
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ぁと。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））そうですね森林土壌はもう全く上物の世界はあまり関係ないというような

ところで、そういう意味では浸透能というのは実は人為で動かし得る数少ない因子

というようなことにもなるのだろうと。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））一つまとめるというか、コメントできるとすれば、表層崩壊を間伐する

と根の張り方が変わって表層崩壊が起きにくくなってという。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））たぶん崩壊が起きてしまうと森林土壌そのものもなくなってしまったりと

か、そういうダメージがあって、そこが水源かん養機能の面からは大きいのではな

いかというような。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））阿部和時先生はたくさんいろいろ計ったのでシミュレーションして、間

伐の効果はあまりクリアに出ないという結果を書いている。ただその後、信大の北

原先生達がもう少し水平根の効果なんかを評価して、そうすると間伐でしばらくす

ると補強効果は結構あるんだというような最新の結果を言っているので、その辺を

入れればスギ林でも評価することは可能なのかなと思いました。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））後日原稿を少しお願いするのでよろしくお願いします。

そろそろ時間が押してきて、議事を先に進めます。今年度調査計画についての議

論で、このあたりでよろしいでしょうか？。事務局の方からコメントよろしいでし

ょうか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））そう致しますと試験地として今日見ていただいたヒノキの一番高いところ

にありました、一番最初に見たヒノキ林を良い所、で、その隣にあった下層がない

所を悪い所、ヒノキ林はその2箇所、スギ林はその後に見ていただいた放置林とそ

れと一番最後に見ました整備林ということで、その4箇所で、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））スギ林は最初見落として戻って見た所ですね。で、それから一番最後に見

た所は良いと、道路からちょっと上だという。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それで、ヒノキ林の植生のあるところでは現状のままかけるのと、50㎝以

上を刈り取って・・・

（（（（事務局事務局事務局事務局））））50㎝以上のものということですね。以上の木は根っこから、じゃなくて、

50で切ってしまう、つまり50㎝の高さできるということですね。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））50㎝で統一して切ってしまうということ。ヒノキ林では悪い所1回と良い

所では50㎝以上であれば2回かけるということですね。で、後スギ林で、放置林で2

回から3回、良い所でもやはり切らずに現状のままやるのと切るのとということで。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だけど、スギ林は50㎝はないかもしれない、最初からかけられれば切らな

くても良いかもしれない。そんなに不都合がなければ。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））スギの良い所で3箇所なり、

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））良い所じゃなくて、悪い所を。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））悪い所を3箇所、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））悪い所を3箇所ですね。でも、良い所も余力があれば1箇所と言わずに2箇

所。
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やっぱりスギ林の悪い所でも1回は200㎜の強さもやっておく。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））200と300を一つの試験区画で、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））全区とも200、300やるっていうのは恩田先生が言うようにそれは水が大変

でしょうからというので、スギは300は全部やって、一部は200も重ねてやると。

ヒノキは200だけで良いのか？。ヒノキの良い所は300、ヒノキの悪い所は200で。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））わかりました。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））次、議事の２森林整備手法のアンケート調査について説明願います。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））議題２の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））せっかくだったらこういう森づくり指針とか、森づくりのマニュアルとい

うのがあれば、マニュアルや指針の名称とか、それをウェブ上で参照できるとする

とアドレスとか、そういうの聞いていただいてこのリストを集計したものを見ると、

これがポンと見えるというふうな尋ね方ってできないかな？。たとえば神奈川県だ

と、水源林の何とかマニュアルとか、渓畔林のマニュアルとかいくつか指針という

のを作っていると思うんですよね。そういうのが各県でもしあれば記述してもらう

項目というのが足せないかな？。たとえば、この紙を長野県に送ってこの情報が出

てこないとあんまり意味ないですよ。これを教えてくれないと。だから、長野県に

聞いた時にこういうのがありますよって言ってくれるようなことを書く欄を。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））そうですね。そういう欄をつけて。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））こういうのがあるよって教えてくれるような、書きたくなるような質問事

項を。

他に何かありますか？。石川県とかも何かあるんでしょうね？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））たぶんあると思うんですけど、このなかで、この調査の中で整備手法の

アンケートっていうのが、ちょっとわからないんですけど、これを書かせるのはあ

まり意味がないと思う。つまり、各都道府県がこういうのをどういうのを作ってい

るかっていうものを出してもらえば、無駄な手間かけることないように思う。その

なかで、整備手法というこういったマニュアル的なものと、もう一つは各県で水源

税を取っているところではやっぱり報告書みたいなものを集めるということがどう

かなと、森林環境税みたいなものです。ずいぶん前の委員会で福島県の事例をおっ

しゃってましたが、それぞれいろいろ工夫してやっているので、それを集める。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今お尋ねあったのは、雨かける散水実験とこのアンケートとちょっと距離

がないかというお尋ねで、それは、散水実験は散水実験で、水対室が情報が必要だ

と、これはこれで情報が必要だとお考えになったからではなかろうかと思ったが、

それでよろしいでしょうか？。もうちょっと何か・・・。せっかくなら何かという

のがあるのか？。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））私が言うのも変ですが、アンケート話は今年ポンと出てきた・・・。うち

の仕様書の方に書いてあったんですよね？。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））もしかするというか、想像するに単に雨かけてこうでしたという事実だけ

ではなくて、もう少し政策的なところとつながるような報告書というのを期待する
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と、こういう調査計画を元々提示する時にそういう発想があったのではないかと、

だから、そうすると一つはせっかくアンケートするんだったらなるべく良い情報が

欲しいということと、もう一つはそういう都合で、手間をとらせるアンケートを都

道府県の忙しいところに送って良いのかというのと、両方あるのでそういう意味で

はもうちょっとシンプルにして、森林整備に伴って、指針等が整備されているかど

うかについて尋ねるぐらいにして、たとえば長野県ではこういうようなのがありま

すとURLも書いてあげて、これに類するような森林整備手法や保安林整備事業での

指針等があれば以下にご紹介下さいぐらいで、答え易い内容にした方が良いかもし

れない。事業内容、仕様書の提示とかいうと、該当するのかしないのかとか、事業

規模といったって林班単位で書いたらこんなスペースではかけないとか、というこ

とがあるかもしれないから、下はもうちょっとすっきりさせて、これは事例が聞き

たいんだな。もうちょっと一工夫をしていただいて、都道府県の担当者ができれば

一瞬で答えられるようなものを作ってもらうことが良いのかなと、そうすれば調査

の仕様にも反しないし、必要な情報ももらえるし、ですね。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））やはり、各県こういうのを作って、我々の中でも意見を・・・、間伐の

やり方と何とかいろいろ作っているので、そういったそのものを送っていただくと、

環境税としてとっているところがあればそれの報告書みたいなものを・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））むしろそれを送ってもらう、現物を送ってもらった方が良いかもしれない。

それでまたウェブ上で参照できる情報があればそれをっていうような、そういうや

り方。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））事務局はそれをまとめる作業が出てきますけど・・・。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））たぶんちょっと仕様書の方にアンケートを各県にというようなことを書か

せていただいたことによるものだと思うんですが、いずれ得たい情報をどの様な方

法でとるかという点についてより合理的な方法があるんじゃないかというご意見を

いただいたということで、実際の調査でそのやり方を相談させていただいて、各県

にいろいろな負担をかけないようにしたいと思います。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうしたら、あとですね、議事の３その他を何か。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））今考えているのは、検討委員会のことで、2回目と3回目を、2回目を10月、

3回目を12月上旬頃ということで、この調査の納期が24年の1月末なので、3回目は

どうしても12月上旬かなと考えている。2回目、3回目は委員会のみで現地の方は省

略させていただきます。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））わかりました。そうしたらあと2回委員会があるということで、この次は

散水のデータを踏まえて検討して、3回目は対外的に発信する時のどういうところ

が強調できるのかとか、そういう議論する時間がありそうに思いますので、よろし

くお願い致します。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それでは、時間になりましたので、これでよろしいでしょうか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））どうもありがとうございました。本日、ご審議いただいた内容に基づいて、

測定試験と各調査を来週からかかりたいと考えている。実施した調査結果をまとめ
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て2回目の委員会で皆様のご意見を賜ってまとめたいと、3回目で今年度調査の最終

的なとりまとめ方向を考えていきたいと考えいるので、よろしくお願いいたします。

本日は長時間にわたってご審議いただいてどうもありがとうございました。
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現地検討

住場地区ヒノキ林の検討

玉頭地区スギ林の検討

石畑地区スギ林の検討
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鈴木委員長、恩田、小杉委員

会議中

会議中
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第２回検討委員会
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第２回検討委員会

（（（（１１１１））））資料資料資料資料のののの提示提示提示提示

実施した調査結果をまとめ、スギ林･ヒノキ林別に間伐の有無による有意差検定

等についての検討結果を各委員に提示した。

（（（（２２２２））））第第第第２２２２回検討委員会回検討委員会回検討委員会回検討委員会

第２回検討委員会は以下の要領により開催した。

日 時：平成23年10月24日（月）13:00～15:00

場 所：東京都文京区春日文京シビックセンター、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）

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 恩田裕一

京都大学大学院農学研究科准教授 小杉賢一朗

東京大学大学院農学生命科学研究科教授（委員長） 鈴木雅一

（独）森林総合研究所水土保全研究領域水保全研究室長 坪山良夫

元森林総合研究所森林環境部長 藤森隆郎

（関係機関）

林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室課長補佐 益田健太

林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室企画係長 湯浅敏史

（事務局）

株式会社森林土木施設研究所研究顧問 竹内美次

株式会社森林土木施設研究所主任技師 桐部和義
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【 議事概要 】

１．開会

２．挨拶

３．資料説明

（（（（事務局事務局事務局事務局））））資料の説明。議事の進行についての説明。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））この「水源森林保全調査」は今年で4年目ですか、5年の調査の4年目とい

うことですね。大部順調に進んでいるように思っている訳ですが、今日は具体的に

取られたデータを討議するということでございますので、よろしくお願いします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））「資料－４」の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））「資料－４」の区画－１～７までの表があってその後に写真があるという

ことか？。（事務局：はいそういうことです）。それから、写真が区画１～７まで7

枚あるんですか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））その後に毎木調査の結果が3ヶ所分あります。その次に全天空写真が4枚。

その後に植生調査票がついております。一番最後にリター層の厚さと植生の高さの

調査結果の図がつけてあります。【各区画、調査結果の説明】

（（（（委員長委員長委員長委員長））））聞き漏らしたかもしれないが、植生調査票の標準地というのはどういう場

所ですか？。標準地というのがまずあってそれからプロットのデータになります

ね？それぞれのところで。この標準地というのは？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））この標準地というのは毎木調査で出てきた20ｍ×20ｍの標準地を設定した

400㎡の中の植生の状況です。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））400㎡を対象に全部調べるとこの標準地というデータになって、試験プロットに

相当する狭いところに対応するものがそれぞれのＰ１から７になると。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））Ｐ２については植生が無いので調査票は作っていません。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今までのところよろしいでしょうか？。では先続けて下さい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））「資料－４」の浸透能測定結果の説明。「資料－３」の説明。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今年の結果をこれまでの他のものと対比してまとめたということですが、

最初にまず私の方からいくつかお尋ねをして、あと皆さんからご質問をいただけれ

ばと思います。

まず、「資料－３」の最大浸透能というのは、250㎜ぐらいあるいは280㎜ぐらい

かけた時でも、それから160㎜ぐらいをかけた時でも、同じ式にあてはめて3頁にあ

るタンジェントハイパボリック何とかという式にあてはめて最大浸透能を求めてい

るということでで良いんでしょうか？（はいそうです）。そうするとたとえばプロ

ット５で降雨強度を変えたら、最大浸透能が375と出てくる場合と667と出てくくる

場合があって、浸透能の降雨強度依存性みたいのがありますけど、これはどう解釈

するのか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））その辺がちょっとよくわからないところでして、昨年度の測定でも各試験

プロットでも・・・。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））はい、わかりました。ここの降雨強度を変えると値が変わるということを

どう考えたらいいのかというのは、委員の先生からご意見を伺うという点になるの

ですな。（はいそうです）。それから、表－２でいろいろ計算しているが、そこも

今の降雨強度と浸透能の理解のところに係わる議論だと思えばよろしいですか？。

（はい）。私は表－２の推論の方法が全然ついていけなくてわからなかったんです

が、これも委員の先生から後で伺うということになると思う。それから、全体の感

想としてはいろいろ検定をして下がったかどうかという議論をされてて、それはそ

れで結構なんだけど、それ以前に今ある表にあるデータがだいたいどういうデータ

なのかというのをもう少し分かり易く、グラフに示してもらう必要があるのではな

いか。表だけ見て考えろというのではなくて、この表はいろいろなグラフになると

思う。たとえば、かけた雨の強さがどのくらいバラついているのかとか、得られた

浸透能がデータとしてどういうところに分布しているのかとか、植生の乾重だとか

リターの乾重だとかというものも、だいたいどういう値に分布しているのかという

ようなことを間伐林と非間伐林でマークを変えたグラフを描くとか、それぞれのカ

テゴリーがどういう分布をしているのかというのをまずあって、その上で検定をす

るという、元のデータがどの様なものかということがこの表を見ているだけではま

だわからない。そうすぐにわかるものでもないので、それからもう一つは、スギ林

のリターの重さとヒノキ林のリターの重さというのはそもそもどのくらい違ってい

るのかとか、そういう情報が一目でわかるようなグラフを示してもらってから検定

をするという段取りなのかと思っている。それから、今日の資料では入っていない

けれど、今回やった場所の地図をこういう委員会の時には、これは第１回の時に出

しているということかもしれないけれど、それでも場所の地図は出してこの住場と

玉頭と石畑というのがどういう位置関係にあったかと、現地行った方はだいたい想

像はつくでしょうけども、そういう地図がまずあって、場合によると後で出てくる

いろいろな調査地の場所も示すような地図が、どういうところから情報を集めまし

たよというようなものは要ると思う。

まず、その他に、後は間伐したのとしないのでどういう違いが出たかということ

をいろいろ解釈を示してもらったが、スギとヒノキでは大部違う訳ですよね、そこ

のところについても委員の先生方にその結果の評価法がこれでよいかと、それから

そのいろいろな他のものとの関係についての説明が、推論がそれでよいかというあ

たりをお尋ねしたいと思っている。まず、今の報告を聞いて質疑が、ご意見があれ

ばコメントをお願いしたいのですが。何か。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））まず、５番は2回降らせたんですけど、これは順番はどちらが先になり

ますか？。試験番号⑤と⑥の順番。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））⑤を先にやって中1日おいて⑥をやってます。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））強いのかけてから弱いのかけたということですか、恩田先生この点は。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））この強いのだけみると③、④、⑤と似たような値になっている。たぶん

強いのかけてしまうと、多少状態が変質してしまう。あってもおかしくはないかな。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））後、降雨強度がキャリブレーションする時に外に跳ねて低めに出たのがあ

るのではないかという話をしていたが、低めに出たとするのは区画番号でいうと６、

７、他にもありますか？。（あと１番です）。区画番号１の試験番号①がもしかす

ると外に跳ねていたのではないのか？とこういうことですか。まず、それがあった

かどうかということはあるが、これで降雨強度が低めに出ていたとしても、もしこ

れがもっと強い雨が入っていたのなら浸透能はもっと大きくなる訳だ、今出ている

数字よりも。そうすると、ヒノキと比べて浸透能が高いという答えは影響を受けな

い。この①番と⑦、⑧というのは、間伐実行したヒノキだから、更に浸透能が大き

いとすると、ヒノキより大きいという答えは影響を受けない。ただ、同じスギ林で

間伐を実行したかどうかという違いになると、間伐を実行したところの値が大きく

なるとすると、そこの評価は降雨強度の過小評価というのは影響を受けるという可

能性がある。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））この図－１のグラフを見ると上の二つが未間伐林になっている。で、キャ

リブレーションの数字を試験番号の③、④、⑤のキャリブレーションの時間、5分

間ですが、その時間の流出量と送水量をみて検討したところ、③、④、⑤のキャリ

ブレーションの時の流出量が多く出ている、明らかに差があるということがあって

・・・。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それは、たとえば試験地の勾配が違うとか、そういう影響はないのか？、

ここの表に傾斜という話が何も出てこなかったけど。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））区画番号２番、住場のヒノキの植生無しの区画が35°、それ以外は概ね30

°です。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうですか。それは変わりない。ただ、そうしたら、もしここが180㎜ぐ

らい①、⑦、⑧が入っていたら、浸透能はいくらになる？。もし、その可能性があ

るのだったらそれも計算しておいた方がいい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））計算してあるのですが、当然少なく評価されるということは実際はもっと

多く降っているので、浸透能はもっと良いということになる。ただ、キャリブレー

ションの修正が妥当かということがちょっとわからないので、一応計算はした。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））この改めて配られた資料の説明をして下さい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））まず、試験装置を設置する時にノズルの高さをどう設定するかによって、

降雨強度が変わってくるので、それで調節した。最初に試験番号⑦から試験を始め

た。その時にこれまでの経験から高さ2ｍで設定したが、後で検討した結果少し少

なかったので、①、③、④、⑤については高さ1.8ｍ、20㎝下げて散水した。それ

で、上のグラフで、植生のない区画のＨ＝1.8と書いてあるのが、③、④、⑤にな

り、この三つの試験で15のデータがある。植生有りＨ＝1.8というのが、①と⑧に

なり、10のデータ。植生有りのＨ＝2.0というのが⑦の試験で、4つのデータになる。

これで送水量と流出量の関係をプロットすると、明らかに3つに分かれてこのよう

な関係式が出てきたので、植生のありとなしで明らかに差があるだろうと理解した。

検定を行って確認した。
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それでは、どうやって補正するかを検討した。植生無しの区画での送水量と流出

量について、各送水量別の流出量の平均値を出して、この平均値を①、⑧の送水量

にあてはめて、各試験のキャリブレーションの降雨強度を算出した。これにより各

試験の平均降雨強度を算出して、浸透強度を計算した。その結果、・・・。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））途中で悪いが、全然意味のないことをやっていて、まずは植生無しの所

で逆に送水量が増えると流出量が減っている。これは何を意味しているかというと、

流量が増えていくと幅が広く飛ぶようになる。あと微妙な位置関係によって非常に

変わってくるので、そういった量とか、角度の影響とか、位置関係が一番効いてく

るので、そこでの値を補正するためにキャリブレーションしている訳だ。だから、

他の場所の式を使ってあてはめたところで全然意味がないもので、ビニールからど

れだけ飛び出しているかがわかれば別だが、これをすることはむしろナンセンスで、

いろいろファクターがいくつかあって、流量によってノズルの幅が広がるという話

と、ちょっとした位置によって入り方が変わるとか、その辺を詰めて評価するため

にビニールシート敷いて計っていると、その値が違うとなればやり直すしかない訳

で、それ以上のことはできない訳でしょうね。やり直すとしても、あるとしても、

これくらいの誤差であるくらいなんですね、もし飛び出していたとしても。それ以

上でも以下でもない。しかも、この値の差というのはほとんど差がないようなもの

なので、ここで一生懸命やる必要はない。全く幾何学的に同じような位置でやれた

という保証があればこういった解析も意味があるが、そうでない、いろいろな要素

があるのでビニールで取っているということで、それを使うということ以上でも以

下でもない。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今わりと重要なコメントなのだが、恩田先生にもう一つ伺っておきたいの

は、元々この振動型散水装置というのは降雨強度を調節しようと思った時にポンプ

の強さというか圧力の強さで降雨強度というのはまずヘッドタンクの位置かな、な

んかで降雨強度というのは散水するのが決まりますよね。それで、その時にもう一

つは、ここでやっているように、散水する高さを変えて降雨強度を変えるというの

が、元々の設計思想にあったのかどうかというのを伺いたいのだが、これは現場で

降雨強度を変えるのに2ｍだから小さくて、1.8ｍに20㎝下げるともう少し強くなる

だろうというようなことは、これはスペックに入っている話なのか、ここのあたり

からどうかというのは、ここは現場の判断でいろいろありますか？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））実はここはやってはいけないところで、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））1.8にしては、他の2ｍでやったのと

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））いわゆる何が効いているかをいうと、ノズルの高さが効いているけど、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））2ｍにしているというのはそれなりに意味があること。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））だが、結果的にはスギではあまり効かないので、いいと言えばいいのだ

が、あと、量を変える時は、水の量を変えるというより振り幅を変えているんです

けど、振り幅を変えて外へ出る量を変えないようにする。だから、できるだけ流量

が一定で、振れ幅を変えることで変える、ということであればエネルギー的問題が
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あると、、、、あまり高さは変えない方がいいという、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だからそういう意味では、実験条件にはきちんとノズルを設置した高さも

1件ごとに書き込むべきことなのですね。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））だいたいそれは変えない

（（（（委員長委員長委員長委員長））））変えないから、書かないのだけど、今回みたいに変えた場合だったら資料

４の方に、どこかに書いておかないとそれはせっかくやろうとしてやっているのだ

と、だから、その時にビニールのキャリブレーションというのは極めて大事なので、

これが怪しいと元が怪しくなるというのがまず1つ。ただ、この検討はこの検討で、

わざわざこういう検定をして相関を取ってやるということの以外にも言ってみれば

玉頭で出てる280㎜ぐらいの雨が降っていたのではないのかとして、そのまま280で

計算というか、補正するのではないのか？。補正したらこれは結局いくらになった

のか？。どこを見ればいいのか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））4頁の上のグラフ・・・

（（（（委員長委員長委員長委員長））））いや、それよりも表で、3頁に表がある。そこで実際にこのくらい降って

いただろうというのはこの辺でいくらというのは推定しているのではないか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））先程のやり方で推定したのが、3頁の表の試験番号①と⑦、⑧の数字にな

ります。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））降雨強度が248㎜と

（（（（事務局事務局事務局事務局））））①が250.6㎜が278.8㎜、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））①が250.6㎜が278.8㎜になったと、

（（（（事務局事務局事務局事務局））））⑦が222.2が248.7、⑧の243.9が278.3というふうに

（（（（委員長委員長委員長委員長））））になった。で、その時に最大浸透能が

（（（（事務局事務局事務局事務局））））えー、・・・

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これがよくわからない。雨を増やしたら浸透能が減ったというのはどうい

うこと？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））507だったのが470になっている。雨が増えたら浸透能が大きくならないと

おかしくないか？。⑦、⑧は確かに大きくなって、640とか630が760ぐらいになっ

ている。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））浸透強度が上がっている・・・

（（（（委員長委員長委員長委員長））））浸透強度が何故上がるのか？。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））これは浸透能曲線を求める点の位置が右側に振れる分、最終浸透能は低

いところにくるということではないか？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））もう一つは、この補正流出量というのが意味がわからない。何を補正した

のか、これは。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））上の表は、現地でキャリブレーションを取った時の流出量を測定したが、

出ていた流出量が少なめに出ていたので、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、この補正流出量というのはビニールから出てきた水が計った

ものより大きいだろうということで補正したと、そういうことか？。（はいそうい
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うことです）。浸透能試験で出てきた水の量を補正している訳ではないのか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））植生有りの時のキャリブレーションが、写真にありますように真ん中がふ

くらんで、たぶん降った雨が外に出ただろうから同じ送水量でも流出量が少なかっ

ただろうということで

（（（（委員長委員長委員長委員長））））流出量というのは実験中のではなくてキャリブレーション中のですね？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））降水量が少なかったと

（（（（委員長委員長委員長委員長））））11％から12％外に出たということだ。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それで、同じ高さと傾斜のプロットで、真ん中が出っ張っていないもの、

すなわちうまく取れたものを使って計算し直したと、ようは飛び出した量を考えな

くてもいいうまくいった値を、他の条件が近いものを使ったということで、その方

がより降雨強度は

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それで、問題は住場の1番で浸透能が減った理由ですよ。これがよくわか

らない。今の坪山先生が言うようにフィッティングかけてるから、雨がこっちにな

ると横にずれるが、点は平行移動で右に上がるのだから、45度の線で上がるからフ

ィッティングした時に、流出が変わらないで雨が上がるから浸透量は雨に対して45

度で上がっていく訳で、だから、フィッティングかけた時の漸近線の上の値という

のは下がらないと思う。それが下がるというのは、浸透強度は上がっている、28.2

㎜上がって28.2㎜浸透強度も上がっている訳だから、この470というのはおかしい。

570ぐらいではないのか？、計算間違えたか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））入力間違えかもしれないので、もう一度チェックし直します。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））要は恩田先生の言うように、ここの数字がいろいろ相関をとってこのくら

いというのは、元々意味がないこと？、全く意味がないと言っていたが。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））全くないです。同じような状況で完全にジオメトリーでやったことが証

明できればいいが、そうでもないし、10％ぐらいだったら相当漏れているので絶対

わかる。10％跳ねていたら。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これは流出の10％ではなくて、雨の10％だから、大きな方の10％だから

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））そんなに跳ねてたら目で見て相当わかるので、ここはたぶんそれが原因

ではむしろないと判断した方が、それもあるかもしれないが、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））盛り上がってたのが、真ん中が盛り上がっていたとしても縁は上がってい

るから、この写真で見たら。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））真ん中だけ盛り上がって、山型になっているので、大丈夫だと思っていた

が、1割も違っていたから、試してみたということで、

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））これは現地で解決する以外に手はないと思った方が良いので、その可能

性もあるくらいのことは書いても良いが、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それで、ようは、先走って言うと、量に関して言えば少なくともそうやっ

て雨を12％増量したとしても最大浸透能は下層植生無しのスギ林と、間伐していな

いスギ林の値の上の方ぐらいでそれを大きく超えることはないとという結果だ。だ

から、生のデータで行くと未間伐の値が2つ大きいのがあってその下に間伐したの
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が並んでという順番だが、10％補正してもせいぜいスギ未間伐の上と並ぶぐらいの

所に動くだけである。仮にそうだとしても。だから、このデータは総合的に考えて、

⑦、⑧や①を上げたとしても未間伐と並ぶぐらいで超えないということだ。だから、

計ったデータは、野帳のデータそのまま書けばこの資料３の図－１だという理解で

良いのかな。で、上がったとしても、上げたとしてもせいぜい未間伐の③や⑤ぐら

いのところだということでしょうか。

これ、書き方どうしますか。いろいろ考えて跳ねたのではないかとしてやって大

きな値を出そうと努力するとこういう数字が出ると、こういうことでよろしいか。

結果として、ここで６番が765.3㎜という最大浸透能が出たから、これをもってス

ギの未間伐の方より高い値になりました、万歳なんていう書き方は絶対にしないで

くださいというそういうことか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））全体を通して、ここで何をやっていたかというと、間伐によってどう変

化するかということなので、変化がなければ変化がないでいいが、そういったまと

め方はまだ無いでしょうね。地質毎ということを求められている訳ではなくてスギ

林を間伐したらどう変化するかと、変化がないというのも重要な結果なので、間伐

前と後でどうなったかというのをまず示してもらうというのが、今のところ大事で

すね。あまり差がなかったから無理に解析していかなくても良いのではないか。違

わないのなら違わない、いろいろな条件、リターの量とかそれぞれ間伐前と後と比

較してそれでこうであったと、まずは淡々と記載してもらう。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））それに関して、スギ林に於いて間伐の効果があったかどうかということ

は、スタートする前から5年間でそういう成果を期待する方が、ちょっとまずいの

ではないかと。今回この5年間で、今4年だが、スギ林に於いて間伐の有無は浸透能

に関係なかったと、それはその通りの報告だと思う。ただ、最後の報告にあたって、

これで間伐は無関係なんだと、そうならないことが大事と思う。なぜなら、さっき

説明のところで少し触れていたが、間伐した後リターが少なくなると。少なくなる

というのは当然間伐したら葉の現存量が少なくなるから落ちてくる量が減るのは当

然。ちょっとおもしろいことを言ったのが、下層植生が増えればそれが微気象を作

るから、土壌生物に影響があるだろうと。私はここだと思う。要するに浸透能云々

というのは、土壌孔隙の発達だろうと思う。それはタイムラグがあるだろう。間伐

してリターが減ろうが下層植生が増えようが、それらはどう反応するかわからない

が、おそらく土壌生物に影響がある。たとえ増えたとしても孔隙が発達して団粒構

造が発達するとなるとこれは時間がかかる。そういうこともあるので、まだわから

ない。ただ、この5年間では少なくとも浸透能には影響がなかったけれどもという

ことを、そこはぜひ書いていただきたい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））さっきの残りで、区画番号５の降雨強度を変えた時に浸透能の想定が変わ

るというところ、これは強くかけた時だったらだいたい他と揃っているので、言っ

てみればかけ方で値が変わるということを何らか合理的に説明しておかなければい

けないとは思うが、ここのところは何かコメントありますか？。
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（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））1点聞きたいのは、実験方法として降雨強度をどうやって下げたのかと

いうところ。さっきの話だと送水の圧力を変えても変わらないということだが、高

さを変えて？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））いや、300と200の時はノズルの首振りの角度を変えて、200の時は多く振

って余剰水がキャッチトレイに入るようにして。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））衝撃力的には全く同じ？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））はい。高さが同じで、送水量も基本的に一定にしているので。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））以前恩田先生が実際降雨強度を変えて浸透能を評価して、いくつも点が

あるようなプロットは、結局全部のデータ使ってフィッティングを、1個しかデー

タがなければ必ずそこを通るように線を描くけど、複数の点があれば最小自乗法か

何かでこうなるんだよと。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））前山口でやった時は強い値を取った方が低い値になった。いわゆる最大

最小。本来逆ではあるが、このフィッティングの過程というか、水みちみたいなも

のが降雨強度によってだんだん増えていって最終的には全面やったら全面のところ

になるが、前の日といっても相当量降らせたのでその影響も無いとは言えないのか

もしれない。扱いとしては2つ使って、バラツキということも当然あって、それを

解明するための実験でもないというか、それにはもしかしたらそういうのはじたい

に終わっている時はきいてない方が良いのかもしれないが、そういうようなことを

やることの実験ではないので、2点があってそれを通る・・・。これ、最大でやる

と非常に大きな値になるが、グラフでプロットするとほんのちょっとしたものなの

で、図－１にある点ですよね？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だから、今の資料３の3頁にあるもので、100㎜だったとしたらというと、

どちらの関数でやっても100を与えると99.3と97.7で、100㎜のうちの98％±1％み

たいなのが出ますよということなんですね。だから、実際100㎜の雨が降った時の

パフォーマンスというのは、最終浸透能の値が言っているほど大きく変わっていな

いということだ、100㎜で内挿していれば。それから、250㎜降るとすると、その時

も238と218だから、これも浸透する量というのは228の±10ぐらいでということで

すね。だから、こういう値だったらあまり違和感がない。現象として、最大浸透能

という係数だけに追い込むと倍も違うような感じになるが、実験している範囲の現

象としてはそんなに違わないと。実際に降る雨は、降雨強度はせいぜい150㎜で、

それを挟んで100と250で比べているからとというようなことか。そういう説明をど

こかに書いておいた方が良い。

それではさっきの降雨強度を変えたものに対しての評価というのはこれで良いで

しょうか。後は、ヒノキの場合は間伐無しの所は弱くかけて、有りの所は強くかけ

て、強くかければ大きいのが出てくるかもしれないということになるが、先程の資

料３の3頁目を見れば、スギ林とヒノキの間伐林に比べてヒノキの間伐無しだけは

飛び抜けて値が違いますよと、250でも同様ですよと、こういうことですよ。この

実験は総合的に見れば表－３や４で、ヒノキの未間伐というのは、とにかく、大変
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なんだと。それに比べるとヒノキも手入れすればスギと同じくらいの数字ですよと

いうことですね。ただ、スギは無間伐でも真っ暗になっていてもリターがそれなり

に落ちているので、ヒノキの間伐して下層を繁らせたのと同じような浸透の能力を

持っていますよというのが、この表－３と表－４で総合的に出ているのではないか。

そうすると、表－３と表－４がこれだけ大事だとすると、場合によると100と250と

言わないで、間に200㎜の表もつけておいて、実際に今地球温暖化で強い雨が降る

と言われているけれども、それも1時間に100㎜とかあるいは最大限でも150㎜まで

なので、そこの範囲でこういうことですということですという評価を、今回のデー

タではそうなっている。そうすると下層植生の量とかリターの量を比べるというの

は、間伐、未間伐で比べるのではなくて、ヒノキの未間伐とヒノキの間伐、それと

ヒノキの未間伐とスギの間伐、非間伐を比べると、スギの中で比べて値が大小あり

ますというけど、ヒノキの未間伐というか真っ暗なのに比べれば、スギはぜんぜん

多い訳でしょ。ここはスギとヒノキを比べていない、スギの中で比べているので、

ヒノキの未間伐のリターフォールとスギの未間伐のリターフォールとを比べたら、

違いますよと。論証するのはそこじゃないか。そのあたり恩田先生、小杉先生、坪

山先生何かもう少しコメントありますか。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））先程比較をする際のグルーピングということなんですが、たとえば、鈴

木先生が言われたようになると思うが、現在のこの結果について一つだけ気になる

ところがあったのは、ヒノキでやった場合に間伐、未間伐で違いがありました。次

に地質で分けた時には間伐、未間伐関係なしに地質で分け直して解析している。そ

うすると、元々違いがあったものを同じグループに入れて混ぜたうえでまたやって

いて、そうするとなかなか話が先に進まないという気がする。違いがわかるとはっ

きりしたグループがあるのであれば、そのグループの中で更に違いを調べるような

そういう解析にした方が話を先に進めやすいのではないか。

あと、蒸し返しになるが、降雨強度依存性の件は、そもそもこの方法が成り立つ

のは資料３の図－１にあるように、降雨強度と浸透能に関しては一定の関係があっ

て、それはこういう形の直線になりますという、そこだと思う。小杉先生からも指

摘があったが、もし降雨強度の違う2段階あるいは数段階のデータがあるのであれ

ば、それがある一本の関係のサンプルとして使われるべき話であって、違う値から、

最大浸透強度がこれだけ違ってくるという話は、逆に言うとこれが議論全体が乗っ

かっているこの関係そのものを否定するような話になると思うので、そこは最終的

にこの結果を公にする時に注意をした方が良い。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それはそうですね。降雨強度を変えたら667という答えと375という答えと

2つが出てきたと言い放しにしたらまずい。これは違うけれどこういうふうに解釈

ができるということ。そうだとすると、そうは言っても1点とか2点でしか観測しな

かった場合に、最大浸透能という1つのパラメータに追い込むのは危険もあります

よということも言っている。1点とか2点でやるんだったら、2点使ってフィッティ

ングしても同じだと思うが、たぶん370と660の間に出てくるだけだから。だから10
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0㎜ぐらいはすぐずれますよ、200㎜ぐらいもすぐずれますよと。ただ3頁の方のよ

うに実際に非常に強い雨が降ったと想定される時に何が起こるかということは極め

て安定的な答えが出る手法ですよということを踏まえて浸透能というのは注意して

使うというようなことを、一番頭のイントロダクションにそもそも浸透能というも

のはそういうものだということを書くのかな？。恩田先生そういうコメントを書い

た文章はありませんか？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））昔論文を書いたところで・・・

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そういう書かれたものがあれば、それを引用すれば。浸透能というのは大

事な概念だけど、実験で出そうとするとこのくらいは動きますよと。だけど、それ

ではこんなに動くから怪しいものなのか、頼りにならないものかというとそうでも

なくて、実際に降る雨のところに持ってくると表面流が出る場合と出ない場合がは

っきりわかるんですよということ。その限りで言うと、手入れの悪いヒノキという

のはかなりはっきりした現象が起こるけれども、手入れをよくしたヒノキ林と手入

れの善し悪しに係わらずスギ林というのは、時間雨量100㎜から150㎜に関して比較

的同じような挙動を取るというところは大枠であって、これ以上間伐をしてスギの

浸透能を上げるということは、元々が良くて悪くなってもあまり下がらないという、

スギ林というのは水土保全的に結構タフなんだという主張をしていく方が良いので

はないのか。補助金をもらおうとすると非常に脆弱であるということを言わないと、

手入れのお金が出てこないということもあるかもしれないけれど、そうではなくて、

山が崩れやすいとか何とかいろいろみんな勝手なことを言っているスギ林ではある

けれど、そんなことはないと、スギ林というのは水土保持にはかなり良いものだと、

そういうものだということなのではないか。後は、そういう見方をした時に、それ

は今回この事業でやった結果だけではなくて過去の結果に照らしてもそれは一般的

に言えるということをどういうふうに論証するかだ。過去のデータと照らした時に。

だから、過去の中のデータではスギ林でも悪いのがあるではないかとか、いうこと

が無いかどうかどのくらいの確率でそういうデータが過去にあったかというのを見

極めるということではないか。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））その意味では石川のマット層無しというそれがどういう場所なのかと疑

問に思っていたが。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それは、下層植生を取り払って、リター層も全部取り払ってやったところ

のようだ。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））それでは人工的に取ってやったところで、自然ではそういう状態はない

ということか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））ただ、スギの土壌層が剥き出しになるとこの程度の浸透能になるというデ

ータかなと思っている。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））林内作業等で表面を荒らしてしまうとこうなる可能性があるぐらいに

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だから、この調査でやったスギ林というのは、100㎜降らせた時に換算す

ると、97.2㎜ぐらいは最低でも染み込んでいる。それが他のものでやると90㎜ぐら
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いのデータや87㎜とかそのぐらいがパラパラと出てくる。だから、今までの調査に

比べるとこの調査の方が大きな数字で揃っている。ただそれが、かけている雨が石

川県ではヒノキ対応でスギにもかけていて少し弱い。そうすると、それはどちらか

というと低めに出ているのかもしれない。だけど、100㎜で算定しているから浸透

能それ自身の大小ではないから、100㎜のところぐらいで議論しているなら、いい

のかもしれない。でもそうすると何で100㎜なのかということも言われたりするか

もしれないから、この表－５を100㎜と200㎜と2つ欄を作っておいて、200になると

雨のかけ方や最大浸透の値の大きな振れ幅を拾ってくるから、バラツキが出るとい

うようなコメントもつけておくべきか？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））この石川県の報告書、まだ最終的に終わっていないが、先程先生が言わ

れたようにスギ林では80㎜台がポチポチ出ている。で、平均値で見ると違わないが、

最頻値で見ると多少低いので、多少は変わるかもしれないぐらいのところだ。なの

で、そういった意味でそちらの方に、間伐による変化というものを明らかにすべき

である。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））後、2頁目のここで浸透強度を雨の強さとの議論はされているが、ここの

ところは、こういうのを書くとヤブヘビかなという、2頁目のところ。何か、恩田

先生ここのところメモ書きで出して、つまり、これ今日議論して何かしておかない

とこのまま最終報告書になってしまうから、ちょっとこのままだと・・・。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））先程小杉先生が言われたように、多少バラつくからというぐらいのとこ

ろで、2点の値を使って、2つ別に値を出すのをやめて

（（（（委員長委員長委員長委員長））））降雨強度の比率とか何とかあまりキチキチ議論しない方が良いですね。こ

れだと、必ず大きくなりますよみたいなことですよね？。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））この関係自体は、ここで使っている田中時岡式とかHawkinsの式とかが

昔からあって、この関係自体は少なくともあるということは間違いないので、ただ、

本当にリターに覆われているところにそういうのが成り立つかというのは確かに、

すごく多い所にかけてみたというのはそれほど無いのかもしれないので、多少違っ

たカーブが出てくるのかもしれないが、とはいえこのデータだけでは何とも言えな

い。そういうことだ。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると議事は、今年度調査結果についてというところは今説明しても

らったところで、議事の2番に調査報告書作成方針についてというのがあって、議

論がそちらまで行きかけているが、そこのところは何か事務局で何か資料があるか。

こういう形が提案ということか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））ただ、この資料の中身をすべて載せるということは考えていなくて、議論

をしていただいて必要なところは載せる、必要のないところはもう少し判断を考え

てみるというように考えている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ということは、その判断はどうするかということで、坪山先生これはどの

様な感じか、提案して・・・

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））測定試験について、まず、（1）の浸透能の測定結果の前に、図－１の
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解析の基礎となるような考え方というのが、数式とか、そういうものがあった方が

読んだ人が分かり易くなるかなと思う。それと後、鈴木先生から指摘があったが、

2頁目の「なお、～」という文章はわざと条件を変えてやったのかと取られかねな

いので、こういう書き方をしない方がいい。恩田先生が言っているように、バラつ

くものですよということを書くのは良いが、これはちょっとそういう取られ方をさ

れるなと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））小杉先生何か。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））細かな点だが、後の方の統計解析している、10頁のところ、スギ林をま

とめると浸透能と被覆量との間にほとんど相関はないと、18頁で、ヒノキだと今度

はその間に相関があるという話だが、一番最初に鈴木先生から話があったが、デー

タの範囲がどの辺にあるのかという、それをグラフで書く必要があると思う。スギ

林は被覆物がものすごく少ないところがあったとすれば、そこは浸透能が低くなっ

て良いはずだと思うが、そういう被覆物量が少ないところがないから結局浸透能が

高いものなのだという、そういう結果として示さないと誤解を生むのかなと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））このグラフって、皆さんグラフって縦軸と横軸でこういう絵を想像するが、

たぶん被覆物量なんていうのは軸が1軸しかないから、実験したところがこういう

プロット毎の頻度分布みたいなもので、スギはこうでしたよ、ヒノキはこうでした

よというような、プロット数の頻度分布かこんな絵だと思う。それがどういう範囲

にあって、たとえばスギはリターがたくさんたまっていることが多くて、ヒノキは

スギより小さくて、あるいは、間伐していないとスギのたくさんあるところと全然

違って少ししかないとか、こんな絵で、そのうち今回のこの事業でやって取ったデ

ータはどれですよというのが、こんなふうにわかるようになっていると、いいのか

なと。これはこの表の５の整理の仕方ではないか。まず、元々のこの表にあるデー

タというのがどんなものなのかということを見えるようにして。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））意味はもちろんあるんですけど、たくさんやれれば一つのバリエーショ

ンとしてはあるんだと思うんですけど。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））あとこの検定の表が、いくつかあるが、検定のやり方の中では標準偏差

は出てこないと思うが、平均値と並べる時は分散よりは標準偏差を書いてある方が

様子がわかりやすいと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それから、議題にはない無いが、報告書の作成方針というのは今年度の報

告書作成方針な訳だが、来年の調査はやるとしたらどんなことをやったらいいかと

いうことは、たぶん今日ぐらいしか議論できないのかなと思うが、それは来年のこ

とだから、事務局からは言いにくかったということなのか、別の機会があると言う

ことなのか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））三回目の委員会を考えていますので、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると、もう一回このバージョンアップしたものが出てきて、先生方

にもご足労いただいてということがある訳ですか？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））はい、他のデータもまとめたものをお出ししますので。
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（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））ということだから、まだ来年の話はしなくていい？。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））三回目にと考えております。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））まあ、でも方向性のようなものが何かあろうかと思うが、林野庁の方か

ら何かありますか？。この結果をご覧になって。

（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））浸透能の善し悪しということだけでいきますと、たとえば、一山分しか整

備するお金がない時にスギ一山とヒノキ一山があって、どちらも真っ暗であると。

どちらに優先してお金を使うかという、いわゆるトリアージのような考え方の時に

はヒノキをまずやるべきだということが、この成果なのかな、わかったことかと思

っている。で、実際スギ林も浸透能だけに着目する限りでは、水土保全上間伐だと

かそういった手入れが必要ないのかという点が一番悩ましいところな訳であるが、

先程、藤森先生からもお話しがありましたように、スギ林においては間伐が必要で

ないというのが報告書の最終的な、来年の話になると思うが、そういうことは正し

くないのではないかという趣旨の話があったと思う。ある瞬間を切り取った場合に

は浸透能という数値があって、それはスギ林ではこうだということな訳だが、それ

をもって本当に手入れをしないでも良いのかという点、もう少し議論が深まる余地

があるのではないのかと、今思っている。あわよくば来年一年の間に、必ずしも浸

透能の値だけに着目せずに、タイトルが当初は浸透能ということだったが、その辺

も含めて来年最終年度の5年目、さらにはその先に続くステージで何を研究テーマ

にして行っていくべきかということについて、今からでも結構ですし、次回でも何

かしらアドバイス頂けたら大変ありがたいと思っている。

この際恥を忍んでご質問というか、ご教示戴きたいのは、最終浸透能という1個

のパラメータに追い込んでしまう危険性という話もあったし、実際山に機械を運ん

で100なり200、300といった、自然界ではおおよそこれぐらいだろうというのを実

測という形でデータを得ている。その反面、500、600、700、800と右の方に曲線を

延ばしていって、最終的には最終浸透能、最大浸透能という値を現すという、趣旨

というか、最大浸透能について報告書の冒頭何か記した方が良いという意見をいた

だいたが、最大浸透能というものが示されることによって、端的に言えば行政とし

て何をどう考えればいいのかということでもあるし、一般的に水文学の世界で、最

大浸透能というものがどういう位置づけにあるのかということをこの際教えて頂け

ればありがたい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ご呈示が二つあった。一つは、スギの間伐というのは水土保全、国土保全

にどういう意味があるのかということ。もうひとつは、最大浸透能というものの意

味というのを、どういう問題があるかということ。

一つ目の方は、水土保全と言った時の、水が水対室で土の方が山地治山の方の話

だというふうに分けてしまうと、無間伐のヒノキしか相手をするところが無くなっ

てしまうが、国土保全なり、森林保全なりというスコークでいけば、むしろ今はス

ギ林というのは実は単体で調べれば根っこも強いというようなことが北原先生他の

データではっきりしてきているので、山地崩壊の防止機能からいえばスギ林の間伐
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で太らせて、根っこも太らせて、根系の土質強度補強効果というのを十分に発揮さ

せるように施業するのは大事ですよというのが、公益的機能の関わりなのではない

か。で、ヒノキはもちろん同様のことがあるけれど、更にそれに加えて、ヒノキは

浸透能が低くて、それは100㎜に至る手前50㎜、60㎜というところから、悪い場合

は頭打ちになるので、強い雨が降ると地表流が流れて表土の流出というのが起きる。

これは山地の民地のエイカに直ちにつながると、こういうことなのかなということ

なのだが、恩田先生、小杉先生何か補足あれば。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それは水土保全のやることが、あとはいわゆる理水機能です、本数を減

らすことによる遮断、遮断蒸発の減少、これはこの前八ツ場ダムの算定根拠の理水

機能がものすごく高く見積もられているけど、理水機能というものすごい価値があ

るとすれば、それはものすごく重要なことになるのではないか。いわゆる遮断蒸発

の減少を。

あと2点目の点は、これは最大最終というところに必ずしも追い込む必要がない

という話もあって、こういったカーブはいくつかあるが、こうなることはほぼ間違

いないと知られているので、その中で使いやすいものを使えば良いと思う。たとえ

ば100㎜の時の浸透能とか、むしろ今までの浸透能という言葉があるので、誤解を

招きやすいとしたら、100㎜の時の流出量にしてしまった方が良いのではないかと

思っている。石川県等にも提案しているが、100㎜なら100㎜の時の流出量ですね。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））表面流出量、想定される降雨強度100㎜とか150㎜で想定される表面流出量

ということだと、降りもしない800㎜とか1000㎜とか600㎜という数字を論ずる必要

はなくなる。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））だから、表に出す時に100㎜の時の流出量とか200㎜の時の流出量という

形の方がむしろ分かり易いし、浸透能というのは昔からいろいろな方法でいろいろ

なことがやられているので、いろいろな人によって考えたり、歴史的な学問として

いろいろあるので、これは分かり易く扱えば降雨強度何㎜、たとえば流出量の方が

分かり易い。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））もっと言えば1時間に50㎜降るのでも十分年に何回かしかない、あるいは

数年に何回しかない強さだから、50、100、150の時にどのくらいの地表流が起きる

のかということでいくと、従来の言い方だと森林土壌は浸透能が高いので降った雨

をほとんど森林土壌に浸透させるというような文章がある訳だが、それが、この浸

透能を計ると実は100㎜の時でも1％やそこらは出てくるのではないかというので、

それを目の敵というか、そこをめぐって大論争したりする人もいる。だけど、一方

では0ではありませんよと、少しは出ますよと、ただしそれは1％、2％ですよと、

こういうぐらいだと思う。そこのところが、従来すべて染み込ませるというような

言い方をしていたので目くじらを立てる人達がいて、また、ちょっとミスリードと

いうか、どういう言い方をするか気にはなっている。そのあたりは小杉先生、恩田

先生、論争を見てて感じることはないか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））すべてと言うと、逆にそれも怪しいと思う。1㎜出るからなんだという
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こともない。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））科学的にはすごくおもしろい現象だと思う。降雨強度が上がると浸透能

も上がっていくけれども、流出してくる量も増えてくるという、それが、以前言っ

たが土壌物理の実験室でやっている現象ではなかなか説明がつかない。

あとは、表面流が出た時が、今は1ｍ×1ｍくらいのプロットでやっていますが、

試験区間を長くすると発生した表面流がどのくらいまで流れていって、川にどう到

達するかのかとか、そのあたりも

（（（（委員長委員長委員長委員長））））実はまだ謎がたくさんある、謎が。長くするとどこかで潜ってしまう。そ

ういうのもあるし。それからもう一つ、雨滴があたって浸透する孔を埋めるが、だ

から裸地とかリターのない林床は浸透能が下がる。それはそうだが、それでは浸透

能が復活するのにどのくらい時間がかかるかというのがあって、先程の藤森先生の

土壌形成の時間スケールで出来ていくという話と、それから、はげ山の裸地斜面で

あっても土壌の微生物というのは結構たくさんいて、数日で地表面の雨撃層という

孔は回復している可能性がある。割と雨滴で埋まった孔隙を再び開けるというのは、

短期間の現象ではないかと思っている。ところが必ずしも今それを示した論文はな

いのだけれど、誰かそれを。雨撃層が出来る、こうだよというところまでは教科書

に載っているが、それが今度、雨滴衝撃力だけをカットした場合にどういうタイミ

ングで復活するのかというのは、実際はすごく早い、データが全くない訳ではない

が、そんな気がしているが、その辺坪山先生とか何かそういう考えあるか？。回復

するタイミングとか。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））ちょっと、変わる。

林野庁が言っていたこの種の調査が行政的にどういう意味を持つかということだ

が、たぶん水という面だけで考えると出口が見えないかもしれないが、再生プラン

で日本の森林の姿をどう変えていこう、変わっていくという話がある中で、もちろ

んその中には間伐のような施業も含まれてくるので、その時にどういうことが水の

面で起こるのかという、そういうことを見通せるようにしておくための情報という

のがあるのかな？。あと、最大浸透能に追い込むという話だが、実際は最大浸透能

を求めるというのは、右端の点の高さを求めるということではなくて、この曲線全

体の形を決めていることで、前々から感じていたのだが、こういう調査で実際に意

味を持っている情報というのは、グラフの中で言うとむしろ左側、実際に灌水試験

をしている強度とそれ以下の部分にあるのだろうと思っている。たとえば図－１の

ようなグラフで800×800で描くとこうなるが、この一部の300×300の範囲ぐらいを

クローズアップして描けばそこで違いが見えてくると思う。そこの違いがたとえ1

％しか無くても、実際にその土地で降る高頻度あるいは降雨の継続時間によって、

実際に起こる現象への影響の出方が変わってくる。そういう意味で、先ほどから言

っているように100とか200とかそういうところの値を示した上で、さらにそれぞれ

の土地の降雨頻度といったようなものとセットで考えればもう少し調査結果が現実

的な意味というものが出てくるように思う。
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あと、浸透能がどのくらいのタイムスケールで回復するかというのは、たしかに

植生以外のもっと短い時間での話というのはあまり研究例を見てきたことはなかっ

たので、重要な視点だと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））昔やった実験で、ライシメーターって斜面がある。裸地のライシメーター

で流出を見てて、裸地のライシメーター2枚置いておいて、片方に栗石を置いた。

石を置くというのは何かというと、雨滴の衝撃力が無くなる。石で撥ねて小さな水

滴で入る。そうしたら裸地なのに表面流出量が大きく下がる。それで、今度その石

を隣に移してこちらに置いたら、逆転する訳だが、そうすると裸地だったところに

雨滴衝撃を止めて石にした時と、石だったところが裸地になった時で、流出が大き

く変わるのに要する時間が、雨滴衝撃をカットした時が早くて、石を置いたら次の

出水から変わった。意外と、孔が埋まる時間はかかって、孔があく方が早かったと

いうようなデータがある。それは本当の表面の1㎜あるかないかの数㎜の水の入り

方が浸透能を決めている部分があって、森林土壌が出来るというのはその下の孔の

話で、入る入らないは雨撃層そのものだとすると、雨の降っている最中でも孔がど

んどん埋まっていくのだろうなという感じはしている。そういうデータはなかなか

無い。雨滴衝撃力を止めるという実験をすると出来るように思う。ただどうやって

回復するかというメカニズムが、土壌微生物か何かを追いかけて証拠を挙げるとい

うことになると、新たなあれがいりそうだ。

全体聞いて藤森先生何か改めてコメントありますか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））先程話したこと、その後鈴木先生から話があったが、大きくは今回のヒ

ノキ林とスギ林の違いということで、スギ林で間伐の有無というのはあったとして

もそれほど大きくはないだろう。ただ、だからといってスギは間伐効果はないと言

ってしまったら、そこからいろいろな問題が出てくるので、それについては少し時

間がかかる、かかって差が出てくるかもわからないけれど、でも少ないだろう。そ

れはそれで後々議論していけばいいことだ。やはり大きくはスギ、ヒノキの議論で、

スギの中では細かいことをやるけれど、それは時間のかかることだぐらいにしても

らえればという気がする。その後出ていた、浸透能というだけでなしに、水土保全

全体としての議論に差し障りのないつながるような話をまとめてしてもらえれば。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））はい。そのあたり注意しながらまとめていくということを注意してほしい。

だいたい議事はこのあたりでと思うが、今日のこのデータについてもう一言という

のがあれば、委員の先生方何か。

よろしいでしょうか。それでは時間になったようなので事務局に返します。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））長い時間ありがとうございました。最後に、先程も３回目の委員会を開催

すると話したが、12月中旬頃を目処に開催したいが、先生方のご都合はいかがか？。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））12月は、13日火曜日と19日月曜日は今のところ空いている。他はもうだい

たい埋まっている。皆さん如何でしょう？。（各委員：大丈夫です）

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それでは、12月19日月曜日でよろしいか？。では、第３回の検討委員会は

12月19日に開催いたしますので。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））時間は？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））午後に。1時か1時半ぐらいで。今日と同じような時間帯で。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））あと、鈴木先生、前回の委員会の時に小杉先生と恩田先生にコラムを書い

ていただくという話があったが、それはどうしたらよろしいか？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））お二人に半頁でいいから、この前の議論に従ったことで、依頼状を出して

もらって、次の委員会で資料に入っているようなことだとありがたい。ご多用なと

ころ恐縮だが。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））事務局からのお願いでは、この試験方法の意義をかみ砕いてこの調査の読

者にもわかるような、内容を含んで書いていただけるとありがたい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））以上でよろしいか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））長い時間にわたりありがとうございました。次回は12月19日ということで

宜しくお願いいたします。
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第２回検討委員会

会議中

会議中

会議中
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第３回検討委員会
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第３回検討委員会

（（（（１１１１））））資料資料資料資料のののの提示提示提示提示

実施した調査結果をまとめ、検討結果及び報告書（案）を各委員に提示した。

（（（（２２２２））））第第第第３３３３回検討委員会回検討委員会回検討委員会回検討委員会

第３回検討委員会は以下の要領により開催した。

日 時：平成23年12月19日（月）13:30～16:20

場 所：東京都文京区本郷文京区民センター、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）

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 恩田裕一

京都大学大学院農学研究科准教授 小杉賢一朗

東京大学大学院農学生命科学研究科教授（委員長） 鈴木雅一

（独）森林総合研究所水土保全研究領域水保全研究室長 坪山良夫

元森林総合研究所森林環境部長 藤森隆郎

（関係機関）

林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室室長 中西 誠

（事務局）

株式会社森林土木施設研究所代表取締役 埋橋一樹

株式会社森林土木施設研究所研究顧問 竹内美次

株式会社森林土木施設研究所主任技師 桐部和義
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【 議事概要 】

１．開会

２．挨拶

３．資料説明

（（（（事務局事務局事務局事務局））））資料の説明。議事の進行についての説明。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））こそれでは今ご説明があったように、今年度の3回目の委員会ということ

で、これで、この資料の３にあります報告書を検討して来年度の調査計画を議論し

てというような予定と思います。では早速議事に入りまして、事務局の方から報告

書（案）の説明をお願いします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））「資料－３」目次の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））とりあえず今の目次の説明のところで何かコメントがあるかということと、

先程ご紹介いただいた恩田先生と小杉先生からの資料というのを中の議論に入る前

に、先に伺っておいた方がよろしいかな、と目次の説明を聞いていて思った。それ

でコメントを入れる場所が今は「検討委員会の２－２」のあたりということだが、

ここが良いのか、あるいは、次年度の調査計画の後に参考資料として名前を明記し

て収録するのが良いのか、ご意見を伺うということがありそうなので、先に中の検

討に入る前に、浸透能についての解説ということになると思うので、ここで先に恩

田先生と小杉先生からご説明をお願いしたらと思うが、如何でしょう？。よろしけ

ればちょっと・・・。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））浸透能について、これまだ少し足りないので後で少し足したいと思って

いる。

「浸透能は降雨に対する水を吸収する水分フラックスのことを言う。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ので、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。これは、一般的に散

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浸透能も高くなり、こ

れは先生のところでも降雨実験をやってこういう形になっている。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。これは時系列の話ですね。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。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。降雨強度が増大するにしたがって一定の値、これ
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は最大最終浸透能 FIRmax、に漸近することを示しており、ダンらは地表面全体の平

均浸透能としてこれを用いている。

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。

ここで、FIR は実験で得た最終浸透能、FIRmax 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。例えば FIRmax が 100 ㎜ /h の土壌

に 75 ㎜ /h の降雨を与えた場合、最終浸透能は 65 ㎜ /h 弱であり、10 ㎜ /h の降雨余剰

が発生することになる。すなわち、村井・岩崎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。」

とここまでですが、これだけだと後の議論との整合性が良くないので、ここで付

け足すと、

「一方で、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、実態と

乖離したケースも多い。その場合は、むしろ、降雨強度 50 ㎜ /h や 100 ㎜ /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。」

というのを付け足した。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今伺ったので、中の説明はよくわかったが、タイトルは「浸透能について」

というのを「散水実験で求める浸透能について」というようなタイトルの方が、よ

り具体的な感じがする。

他に何かご質問やコメントがあれば。よろしいでしょうか？。これは、後でどこ

に入れるか議論していただくとして、ご説明いただいたということです。

では、次に小杉先生にお願いします。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））これは、恩田先生のようにまだ文章でまとめるところまでできていなく

て、で、恩田先生が原稿の中で書かれている降雨強度が強くなるにしたがって浸透

能が大きくなるという、現象自身が何故起きるのかというのが自分の中でもよくわ

かっていなくて、少し数値シミュレーションをしてみてその結果をまとめたもので

して、この結果が出たのが数日前のことなので、まだ文章にするまでまとめ切れて

いないが、その結果を報告させていただく。

最初にこちら（委員長：左に断面図が1枚だけある面ですね）、この左上の図が

シミュレーションで考えた条件で、平行四辺形のものになっているが、現場での散

水試験をイメージして計算を行うつもりだったが、領域を広げると計算が発散する

という問題があったので、非常に小さな領域で計算している。だから、どちらかと

いうと大きい土壌のサンプルを持ってきてそれに雨をかけるようなイメージになっ

ている。斜め方向、斜面方向の距離が30㎝のもので30度に傾いているという状況で
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す。一番上にリター層を考えた。それが2㎝の厚さで、これは以前スギのリターの

中を水が流れる時の保水性、透水性を実験したことがあったので、その値を仮定し

ている。その下に厚さ5㎝で、少し厚め過ぎるかもしれないが、クラスト等によっ

て透水性が落ちた土層を5㎝分考えた。その下に15㎝の厚さの森林土壌を考えてい

る。これは、森林土壌の平均的な保水性、透水性を与えるということにしている。

したがって、縦方向には土層が全部で20㎝あって、その上に2㎝程リター層が載っ

ていると、そういう状況です。その横に青い字で飽和透水係数と書いてあるが、浸

透能みたいなものだが、これは実際に計ったもので、リター層は相当大きな透水性

を持っている。森林土壌の方は、いくつか計った森林土壌の平均的な値を与えてい

る。難透水層は5㎜/hrという値を仮定したということになっている。

それで、左の平行四辺形を見ていただきたいが、これが表面から雨をかけると。

雨は10㎜から60㎜/hrの強度で階段状にかけていく。リター層の表面に雨をかけて、

難透水層がすぐ下にあるので、その境界で染み込めなくなった水がリター層の中を

横流れして、サンプルの下流端で出てくるがこれが表面流という扱いになっている。

表面流で流れる以外の水は浸透してくるので、それは下の難透水層に染み込んで更

に森林土壌を経て一番底で、浸透流と書いてあるが、そこから水が出ていくと、こ

ういう状況を考えた。難透水層、森林土壌に染み込んだ水は横方向には流れずに、

横からは外に出ずに、とにかく底でしか出てこないという状況で計算している。

それで、カラムの中を色で塗り分けているが、実際の計算上のある時間ステップ

で出てきた透水係数、浸透能みたいなものだが、その分布を示している。これが一

定値にならないのは、右の方に書いてある飽和透水係数というのはあくまで地下水

面が出た、土壌が完全に水で飽和している時の透水係数になっていて、計算では雨

が染み込んでいく状況なので、水と空気と両方存在しているような不飽和状態での

計算になっているので、実際はこの飽和透水係数よりも小さい値を持ちながら水が

流れていくという状況です。ただ、色を見るとリター層はものすごく透水性が高く

て、難透水層というのは透水性が低くて、森林土壌は透水性が大きいと、そういう

状況になる。実際に計算で与えた雨と計算で出てきた浸透流、表面流というのが左

の下のグラフです。横軸が時間で、全部で8時間のシミュレーションをしていて、

縦軸が強度だが、まず青い線を見て欲しいがこれが与えた降雨強度です。まず最初

3時間10㎜/hrの強度で降らせて、その後1時間ごとに10㎜ずつ強度を上げる。その1

時間の間に降雨を続けさせるという状況です。それで、ピンクの線が全流出と書い

てあるが、これが表面流と下から出てくる浸透流の二つを足した値で、これは、降

雨強度を上げると、その時は降雨強度より低いが、だんだん増えていって最終的に

は降雨強度と等しくなる。つまり、1時間もかけていると、かけている降雨の強度

というのと表面流＋浸透流で、出てくる強度というのが一致する。定常の水の流れ

が形成されると、いうことです。これが実際の恩田先生の実験状態でもあった、一

定の降雨をかけ続けていると最終的に浸透能が一定に落ち着くと、そういう状況ま

で計算している。
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それで、緑色の線だが、これが表面流が計算されてきた結果で、まず最初10㎜/h

rの雨をかけ続けた時には結局表面流というのは計算されてきませんでした。次に2

0㎜の降雨強度にすると初めて表面流が発生して、それが一定値で落ち着くと。次

に降雨強度を10㎜ずつ上げていくのでそれに応じて階段状に表面流の値が増えてい

くという状況が計算されている。降雨強度が大きくなると計算された値が線が太く

なって幅を持っているが、これは雨が強いと計算が不安定になって少し解が振動し

てしまっていて、まだその辺の問題が解決できていないが、一応それらしい計算結

果になっている。

それで、実際の実験でもそうだが、降雨量－表面流の値、それが浸透強度という

ことでその計算をしたのが黄色のラインになっている。黄色のラインは降雨強度を

変えるたびに大きく振れているが、それはリター層での貯留分が考えられていない

ので上がるが、1時間もかけているとほぼ一定の浸透に落ち着いてくるということ

です。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これ、黄色い線は浸透と書いてあるが、浸透と貯留量の変化というのが正しい？

水収支的には。（はい）その分が変化している、浸透量が急に増えているのではない。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））はい。だから浸透と書くより、降雨強度－表面流の強度ということです。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））後右下の図とか、右上の図がありますね。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））降雨強度を段階的に変えているので、それぞれの降雨強度で最終的な表

面流の強度というものが計算されているので、それに対応した浸透強度というもの

が計算できて、その浸透強度というのをそれぞれの降雨強度に対してプロットした

というのが右上の図です。これが報告書等にも載っている、降雨強度を変えていく

と浸透強度がどういうふうに変わっていくのかという結果を示した図です。恩田先

生の方からもあったように、確かにこの結果を見ると降雨強度が上がっていくにつ

れて浸透強度も上がっていくと、そういう結果が数値シミュレーションの方でも出

てきます。

この辺土壌物理でいろいろ浸透能をこれまで考えてきたが、実際こういう結果が

出てくるというのを、あまりきちんとした認識ができていなくて、確かに降雨強度

を上げると浸透強度が増えていくと、そういう結果が出るということがわかったこ

とと、まだシミュレーションのプログラムを完全にチェックし切れていないのだが、

条件で与えた難透水層の透水係数が5㎜/hrだが、最終浸透能を見るとそれよりもか

なり大きな値、5㎜の透水性しか持っていないが実際には17～8㎜/hrまでの浸透強

度が出てくる結果が出てきて、その辺これまで厳密に認識していなかったので、よ

くわかっていなかったのだが、右の下のグラフを見てもらうと、説明が抜けていて

申し訳ないが、これが60㎜/hrの雨をずっとかけ続けた一番最後の定常に達した時

の、平行四辺形の斜面の一番下流端、下流側の辺に沿って、Z＝0というのが森林土

壌の一番下端で、そこから15㎝の厚さだけが森林土壌があって、その上に5㎝の厚

さ分難透水層があってその上に2㎝リター層が載っていると、そういうH方向に見た

図なのだが、横軸が圧力水頭といって土壌の中の水が持っている圧力ですね、これ



- 資－46 -

の計算結果を図に示している。それで、難透水層というところを見ていただくと、

一番上の20㎝の所で圧力が0になっているというのは、これはリター層と難透水層

の間で、難透水層に染み込めなくなった水が表面流、飽和流となって流れ出してい

るので、ここでは圧力が0の値になっているということです。

それから、リター層の中を見ていくと、今度は圧力がどんどん下がっていく、マ

イナスで絶対値が大きくなっていくということがわかると思う。で、実は実際に土

壌に染み込む水の強度というのは、透水係数ですね、浸透能の大きさ＋浸透能×圧

力勾配、をかけた項というのが実際には付加されて、ここの圧力の勾配が＋になっ

ているので、その分浸透強度以上の水が土壌の中に染み込むことができると、それ

なので最終的に5㎜/hrなのだが実際は17～8㎜の水まで染み込むと、そういう状況

ができていると、そういうのがこの計算結果で出てきた結果です。

ちょっとその辺ややこしくなってわかりにくいが、要は難透水層が持っている浸

透強度で全てが決まるのではなくて、その下の森林土壌というのがものすごく透水

性がいいので、実際の水染み込む状況は難透水層＋森林土壌を、鉛直方向に、単純

に積分ではないが、その特性が全て足し合わされたものとして土壌が存在していて、

それなので難透水層の値だけでは決まってこないということになる。それで、降雨

強度を増やした時に浸透できる量が増えていくというのも、これは均質な土で計算

した結果だが、均質な土でもそういう状況というのは出てきて、それは何故かとい

うと、降雨強度が増えると下側の森林土壌の中の水の流れというのも変化して、そ

れが難透水層の中の水の流れにも影響を及ぼすので、結局降雨強度を増やすと浸透

能が増えていくと、そういう状況というのが、数値シミュレーションをしても実際

に出てくるということになるようだ。その辺の理論的なところがまだ整理しきれて

いないが、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））端的に言うと、ここのところの赤い線が普通これと同じようにこちらに向

いて傾いていたら5㎜しか入らないけれど、ここが、下が水の通しが良いのでこの

点がこちらにずれていて、こうなっているから3倍ぐらいまで、このために、重力

の1倍に後2倍ぐらいこの傾きが水を入れているのではないかと、

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））横軸は圧力水頭なので、45度の傾きではなくて1：1ですね、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））立ってる所からこちらへ曲がって分が2倍ぐらいの、10㎜ぐらいの水を入

れていて、重力でもう5㎜入るから15㎜とか17㎜入るというような、こういうのは

今まで見たことがないが、そうなのか・・・。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））ただ、圧力の勾配と、厳密に言うと不飽和になるので、不飽和透水係数

（（（（委員長委員長委員長委員長））））不飽和透水係数で落ちている。ただ、ここが＋になっていることはないか？

強制0か？

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））これは、この型での計算結果なので、斜面の真ん中とか上流に行くとそ

こは＋になったり、－になっている所も出てくるということです。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））はい。それでは裏側の説明を続いて。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））裏は、今は難透水層というのが全く同じ土でできているというふうに考
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えているが、恩田先生の話でもあったように、更に難透水層の中に部分的に透水性

が高いところと部分的に透水性が低いところが、まだら模様のような感じで存在す

るとどうなるのかというのを計算した。

だから、表面と全く同じ条件で計算するが、難透水層の部分の色がまだらになっ

ているのがわかると思うが、ここの透水性を0.5～50、元々5だったので10倍を最大

値として、10分の1を最小値として、中でランダムな値で変えている。ただ、平均

が5になるようにはしている。ここで少し問題があったのだが、算術平均ではなく

て、かけてルートをとるというので平均しているので、実際には少し透水性が上が

ってしまったような結果はあるが、この条件で先程と同じ計算をすると、その下の

緑の線になって、全体的に浸透強度が上がっているのは算術平均ではなくて幾何平

均を使っていることによるのではないかと思っている。降雨強度が上がるにしたが

っての浸透強度の上がり具合が、まだ一般的な結論は出ていないが、不均質な土ほ

ど上がる率も高いのかなという気もしていて、不均質な土になると元々均質な土で

起きていた原理＋その不均質な影響というのも更に加わって、降雨強度による浸透

強度の増加というのがより顕著になるのかなというふうに考えている。これが左半

分の結果です。

右半分の結果は、これは付け足しなのだが、実際の実験は3次元で行われるので、

計算は、今までは全部2次元断面、縦断面での計算、2次元の計算だったのだが、3

次元にして同じような計算をした結果が、上の図のように3次元の計算をしてその

結果が下の図で、均質な土層の場合は先程の赤い線の上に黄色の丸で結果をプロッ

トしている。3次元になると計算が重くなるので、今のところ40㎜/hrまでしか計算

ができてないが、均質な2次元の計算と全く同じ結果が出ている。不均質な方にな

ると少し値が大きく、浸透強度が大きくなる傾向があるが、これはたぶん3次元の

効果というよりは、ランダムに発生させた結果が、少し透水性が大きくなってしま

ったからかなと思うが、3次元でもほぼ同じ結果が得られているというのがこの図

です。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））よろしいでしょうか。恩田先生何かコメントありますか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））その上がり方が近いのは、3次元でバラつかせるとより形が近くなると

いう印象があります。ながくさんのものと、そのようなシミュレートした感じで、

単純なものではそういう傾向がありますけれども、より上がり方が実際の測定値に

近くなっている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））何が起きているかというのを数値シミュレーションでやるとこんなふうに

なるというのがまずわかるのと、1点だけ違うのは、これはたとえば恩田先生の(1)

式のハイパボラーだと、双曲線関数だと、必ず0から立ち上がったら1：1の線から

少し離れる、この関数自身が。ところが小杉先生のだと、10㎜だと全部染み込むと

いう結論だから、量的にそれほど違わないけれども、原理的にというか数式的にと

いうか関数的には、少し言っていることが違うなというのが、何をもって表面流が

発生してくるのだろうかというのが、あらためて少し気になるというか、これは差
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分して細かくしているから起きていることなのか、もっとΔxとかΔtをリミットま

で小さくしていくと、ハイパボラーみたいになるのか、それともどこか閾値があっ

て表面流が起き始めるのか、その辺、たとえばセオレティカルには議論する余地が

あるなと、だけど今ここでやっている実験みたいなのをこういう散水実験を計算し

てみるとこんなふうなことで、これからより深く考えていく糸口がありますよとい

うのでは、もうこれは十分なことだなという気がする。

坪山先生何かコメントありますか？

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））二つあるが、表層の5㎝に難透水層というのはどういう状況なのかとい

うのが一つ。それとあと、いただいたグラフを見て、実際に現場でやっている散水

試験の結果を比べると、一桁違う世界だと思うが、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））もっと大きいということか。17㎜ぐらいではないだろうと。小杉先生、難

透水層5㎝というのは恩田先生のだったら5㎜ではないのかという話と、森林土壌の

浸透能は17㎜ではなくて170㎜とかそっちではないのか、その辺は？

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））本当であれば、実験なので必ず距離はあって、その距離があるからむし

ろ進歩する余地があると思うが、そこはこの中で解決するという話ではないと思う

が、もしすこしでも

（（（（委員長委員長委員長委員長））））とんでしまうのでは？それをやると。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））本当のことを言うと、やり始めたのがごく最近だったので、いろいろな

条件を試せずですね、この結果をとりあえず持ってきてしまったというのが本当な

のですが、まず、難透水層が厚すぎると思う。これが5㎝あるので、それが効いて

結局浸透能というのが低くなってしまっている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））薄くすればもっと入るという

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））そうです、薄くするとさらに下に透水性が高い森林土壌が

（（（（委員長委員長委員長委員長））））倍入る。半分にすれば倍入ってもおかしくない。これが薄くなればここの

傾きが倍になるから、今は5㎜の3倍の15㎜入っているのだったら、2倍分のところ

があと2倍になって25㎜とか30㎜入るようにはなるということか、2㎝5㎜で。もし5

㎜にしたらもっと入るということがありそうだ。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））その辺が、たぶん薄くするとその分メッシュをかなり細かくしないとい

けないのかなということがあって、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））まだ、それが走るかどうかという点も出てくる。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））そうですね

（（（（委員長委員長委員長委員長））））次に、恩田先生の話も小杉先生の話も先端的な話だが、これの扱いをどう

するか？恩田先生のはあと少し足せばどこにおいてもいいと思うが、小杉先生の今

口頭で説明いただいたものを文章にすると結構大事になってしまう。それともそれ

を言葉で書くのを1頁か2頁に要約してもので入れていただくとかということで、先

に決めると、目次の２－２に置くのでよろしいか？それとも後ろに置いた方がいい

か？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））それには図を足してやると、たぶん前の方にあると分かり易い。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））では、この２－２のところに恩田先生、小杉先生の文章を入れて、恩田先

生は図を入れていただくと、小杉先生は1頁か2頁の文章をつけていただくというこ

とで。

それでは、後は目次にしたがって説明お願いします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第１章は仕様書の内容に近いものなので省略させていただく。第２章の委

員会については今回を含めたこれまでの委員会の議事の内容を要約したものを載せ

る予定である。２－２のタイトルは見直しをして恩田先生、小杉先生のコメントを

ここに収録する。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ここまでで、これは林野庁に聞きたいが、単年度の報告で今年やったこと

が書かれるのはいいのだけれど、後々のことを思うと20年度から22年度までどうだ

ったかということを半頁ぐらい書いておいてもらった方が、あるいは、そもそも20

年度から24年度までを予定している調査ですよというような記述はあった方が良く

はないのか。昔の重要水源の報告書等を調べたくて読むと、いったい何年やった調

査なのか、何年度目の報告書なのかということがわからなくて、この報告書だけ読

んでおけばいいのか、もう1年後があって探せないだけなのか、ということが良く

ある。少しでもいいからこれまでの経過があった方が良い。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それは調査概要の一番先のところに、この事業の経過というようなことで

入れるということでよろしいか？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうですね。それでは9頁以降を。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第３章（３－１）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））に図－3と4には欄外に凡例をつけること。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第３章（３－２）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））図－12と13は何が違うのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））図－12は土砂濃度で、図－13は土砂の量である。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））表面流、水の量をかけ算したものか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））そうです。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それでは、実験結果はここまでということで、ここまでで何かお気づきの

点は？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））最後のところで、昨年までというのは昨年より濃度自体は低いのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））その辺は細かい数字を把握していない。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））最初にたくさん出て、しばらくしたら薄くなるということで、土砂量とか

濁りだったら良くあるが、それは下がらないこともあるし、これのためにやってい

るのではないから、こういうデータがありますよというくらいで良いと思う。先を

聞いて重大なことだというのならまた戻るということで、先へいってもよろしい

か？。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））細かいことだが、図－11の判定が少し違っているというか、マークが違

っている。図と凡例が間違っているものがある。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ここをチェックするように。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））では23頁から。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第３章（３－３）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））林況と植生ということでここで切って。ここまでのデータで何かお気づき

のことがありますか？。開空率の出し方、ソフトウェアがあって、どちらで出して

もあまり変わらないという理解でいいのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））はい。ただし、閾値の採り方によって値が少し変わるようだが、同程度の

レベルである。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））住場と玉頭では間伐の有無の差があるが、開空率に表れているのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それほど大きく違ってはいないが

（（（（委員長委員長委員長委員長））））開空率はあまり違わないようだが、相対照度は大きく違っている。相対照

度と開空率は対応しているように思うが、ここでは開空率はそれほど違わないのに

相対照度が違うということでいいのか？。後で比較する時にどちらで見るかという

のは、ここで決まってくる。いいのかな？。

藤森先生コメントございますか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））これは難しくて、よくわからない。相対照度の場合、快晴の時と曇りの

時で明らかに違うというのはある。今回はこれでいいが、6月に、夏至に近い時に

計るのと、冬至に近い時とでは変わってくるというのはある。その点開空率の方が

いいように思うが、ここのように一斉林で単純な場合は、少し複層林になり出すと

開空率というのは問題がある。今回のような林相だったら、開空率の方がいいのか

なという気がする。そうなると間伐の差があまりでないことになる

（（（（委員長委員長委員長委員長））））数字ではですね。むしろ開空率よりも樹冠密度の方がシンプルだ、今回の

このデータだと。

それから、植生調査はブラウン－ブランケ法でやったというが、ブラウン－ブラ

ンケ法は最終的には群落名をつけるのではないのか？。これがいいのかはわからな

いが、植生調査のマニュアルはこれを使えとなっているが、集計表はあるがその後

でここの群落名を書くのでは。だが造林地だったらスギ人工林というのは明確だか

ら

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それに関しては資料編に植生調査票を載せているので、そちらに記述して

あるので、参照願いたい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））マニュアル通りにやっているデータは資料編に入っているということだな。

では、よければ土壌のところを。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第３章（土壌調査）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））被覆厚とＬ層厚の違いの説明を表－15の下に補足で書いておくように。

住場はヒノキだからリターがない、スギは間伐してもしなくてもリターはあると

いうことをいっている訳だ。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））間伐をしていない方がリター層の厚さは厚いというような結果が出ている。

これは、樹冠部の多さとリターの分解速度の違いなのではないかと考えている。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））端的に言うとスギの落ち葉は落ちたら動かないということで、ヒノキは
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鱗片状にパラパラなるから植生が無ければ地表流で流されてしまう、単純にそうい

うことだ。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それでは、３－４は今までとテーマが違うかと思うが、説明して下さい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第３章（３－４）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））３－４がこの場所でいいのかということが気になる。調査の結果をまとめ

たということであればここだが、散水型の浸透をやってきたということで、次の４

章がまた浸透の解析だから、これが３章と４章の間に入っているのは少し気になる。

だから、これを４－２の後に持っていくかというようなことがある。それともう一

つは、３－４のあり方というのが、散水実験の浸透能とのつながりが書いてない。

つまり、最後のところで、『治山事業で森林整備を行う場合には、「根系発達によ

る土壌緊縛力向上に留意した森林管理」と、「土壌孔隙量の増加による浸透力向上

に留意した管理」を念頭に置く必要がある。』と言うが、それはそれぞれ前者は表

層崩壊防止機能に対応していて、後者は表面侵食防止機能に対応している訳で、こ

こで本調査は表面侵食防止機能に対応した調査であって、この２つのうちのここに

関係しているというようなつながりのところを書いておかないと、浸透能と森林整

備の関係がわからない。出口が混交林に誘導だったらあまり浸透能は関係ない。む

しろ、本調査の目的は、混交林に誘導して森林整備や森林保全を図るということは、

皆さんが言う訳だし、そういう作戦もあるだろう。しかし、針葉樹人工林で林業を

やる時にも、表面侵食が起きないでやるやり方がありますよと、保全的にやるやり

方がありますよというところを評価するために、このスギ林やヒノキ林で森林整備

に係わる浸透能試験をやっていると思う。だから、従来はまだ混交林にいきましょ

うという解決方法ぐらいしかマニュアルになっていないところ、本調査みたいなも

のを積み重ねれば、針葉樹人工林の森林整備で良い森林が作れるということのマニ

ュアルがありますよという、この最後のところはそういう落ちではないかと思う。

混交林が出口だけであれば調査はしなくても良いが、針葉樹人工林のままでもきち

んと森林整備をすれば森林の機能的に良いということをどこかで言いたい訳だ。そ

ことのつながりで、ここで言うなら今あるマニュアルはいくつか見たが、まだ針葉

樹人工林を全面に保全的に森林整備するというマニュアルはまだ十分ではないとい

う書き方で良いのではないか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））定量的なものは特にない。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））藤森先生この点如何ですか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））確かに鈴木先生おっしゃるような、この試験の趣旨はそういうことだろ

う。ただ、それでも広葉樹は入っていた方が良いというつながりはあると思う。と

いうのは、間伐を進めていけば下層の植生が広葉樹の低木、今は出ていないけれど

これは確実にそうなる。今植生は草本類が多いが、草本類も広葉樹と共通している。

針葉樹だけの単純な組成だと土壌動物相が、土壌動物の種類と量が少ないというこ

とはでている。ここからは推量になるが、土壌孔隙とか団粒構造とかそういうもの

というのは土壌生物が豊かになる。間伐すれば草本類が増える、広葉樹の低木層が
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増えると。そういう下層の植生が豊かになれば土壌生物が豊かになる。それが浸透

能とどれだけどうなるかはわからないが、おそらくつながりはあるだろう。どの文

献かはわからないが、これまで読んできたものにそれらしきことが書いてあった。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今の先生方のご意見を踏まえて、場所はここしかなければここでも良いが、

場合によるとまとめの前になるかもしれない。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））少なくとも間伐をしたら良いということが何故なのだろうというぐらい

の、これまでの知見から、そういうことを記載することは必要だと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））繰り返しになるが、間伐をすれば良いというのは、一つはもともとは良い

材のための間伐なのだが、それが下層植生が出て浸透能が高く保たれるというよう

なことと、もう一つは最近言われるようになったのは、根も大きく強くなって表層

崩壊の防止機能も間伐すると高まるというような話が出てきている。その二つを念

頭に置いた各県のマニュアルもあるという総括だと思う。ここで言っているのは、

そのうちの下層植生、表面侵食防止に働く機能を針葉樹人工林での必要かだという

ようなところだろうか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））時間があったら教えて欲しいのだが、リター層、難透水層とあるが、リ

ター層がＡ0層で、難透水層がＡ層ということで良いのか？

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））あまり現場を意識したものではなくて、実際に散水実験をやった時に表

面が雨滴衝撃等でクラスト状になった土というのがあって、そこの部分で染み込め

なくなったものが流れ出してくるということを現場で確認したので、

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））そうするとリター層と難透水層の間で表面流が起きやすいという、それ

がメカニズムですね。Ａ層が透水をさせにくいということだとちょっと・・・

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これはＡ層、Ｂ層で難透水層、森林土壌というイメージではないと思う。

この森林土壌15㎝というのがむしろＡ層、下の方はＢ層かもしれないが、そういう

感じではないか。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））難透水層というネーミングがあまり、

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））これはおそらくリター層というのはスカスカでいっていて、細分化され

たところの境というのは明らかに物理構造が違うから、そこに地表流が起きやすい

とという解釈でよろしいですね。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））計算上のことを言うと、表面流出てたものが流れていく過程を追跡計算

しないといけないが、それの計算を分離すると計算がややこしくなってしまうので、

表面にリター層みたいなものを仮定して、リターの中を水が横流れしていくという

扱いにすると土と同じような計算ができるので、そういう計算上の便宜性を考えて

リターを載せているということです。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それでは次、説明して下さい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第４章（４－１）の説明。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今までの説明にコメント、質問ありますか？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））まず40頁のこの相関はスギとヒノキが混ざっているので、地点数によっ

て大きく変わる話なので、全く意味がない。
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（（（（委員長委員長委員長委員長））））表－17もあまり意味がない。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））表－17の方が特に。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））40頁もスギ･ヒノキ混ざっている。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））40頁の表はスギとヒノキを別にすれば意味がある。3年間やっているの

で数はある程度あるので、ここは大事だと思うので別にしてつくればいいと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））あまり小さい8サンプルでやるというのはあまり良くない。それと、スギ

とヒノキを混ぜない方が良いというのは、相関というのは基本的に目的変数という

か、あてる相手が正規分布しているということが前提だ、統計的には。それがスギ

の山とヒノキの山が二つ分布しているようなものを併せてやるというのは、統計的

に無理な話である。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））38頁の100年確率の値は、1時間雨量だけではなくて10分雨量の値も入れ

て短期的にどれぐらいの値になるか、短期降雨で。10分雨量とか入れないとなかな

かそんなの超えないではないかという話になるので、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））短期にはもっと強い雨があるんですよと。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））その辺表面流が出るということで。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））10分間雨量は箱根はデータがない。数が少ない。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））箱根ではなくても良いかもしれない。要するに気象庁の雨量の統計時間ご

との極値分布のような画がどこかにあったと思う。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））それは後の方にある。10分間の最大値というのは出している。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））他にお気づきの点は？

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））41頁の話だが、せめてスギとヒノキを分けてやってもらいたい。スギと

ヒノキ一緒だと何をしているかわからない

（（（（委員長委員長委員長委員長））））でもマークが変わっているから、読めば読める。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））読めるけれど、スギとヒノキ別の方が良いのではないか。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それではこれは、図－17はこのままにしてもらって、図－17の2と3を作っ

てもらって、2はこのうちのヒノキだけを画に描いたたもので、3がスギだけ描いた

もので、この画をこのままとスギとヒノキにバラしたものと2種類付けて下さい。

報告書の図が増えて、かつ、それぞれ見てすぐにわかることにも役に立つから、両

方付けましょう。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））その後の、降雨強度とか浸透強度をヒストグラムにしているが、降雨強

度と浸透強度それぞれによって決まってくるので、この二つを出す意味があまりな

いと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これは実験をした時にたまたまこうだったという画なのだな。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））浸透強度もそれによって規制されるので、これが何を示している訳でも

ないので、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））18、19はあまり要らなくて、20が要ると。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））20が要るが、その時に、前にも言ったと思うが、たとえば50㎜の雨の時

に流出量がどうなるかとか、100㎜の時どうなるかというものに書き換えて最大と3
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つ並べた方がむしろ分かり易いというか、意味が出てくるのかと。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））100㎜前後の雨をかけているところでやった最大浸透能のヒストグラムを

スギ･ヒノキで描いて、200位のところでやったので描いて、300位のところでやっ

て描いてというような示し方が要ると、恩田先生の解説に対応した書き方になると。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））その時にどれだけ水が出るかということがわかるので、後は理論値で、

最大値というのと、生データの降雨強度と浸透強度出すよりはこちらの方が大事だ。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））でも説明としては、最大浸透能で今まで実験したやつを全部描くと図－20

になるけれど、これを実験した降雨強度で強いの、中ぐらい、弱いのに分けてまと

めるとこういうふうですよという、これも2段構えで画を出してもらって説明した

方が良いかもしれない。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））この図－20を降雨強度大・中・小で分けて、スギ･ヒノキを並べるという

ことですね。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））大･中･小というか、100㎜の時の値を計算してということですね。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））この最大ではなくて、100㎜を式に与えた時の分布、それから200与えた時

の分布、こういうことか。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））そうすると少し差が見えてくる。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それから最後の50頁、このあたり何かコメントありますか？

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これも横軸はかけた強さで、実験条件を言っている

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））実験条件だけなので、最初に調査結果で出すには良いのだが

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それから、凡例の書き方だが、スギ林野庁、ヒノキ林野庁と書くのが良い

のか、スギ本調査、ヒノキ本調査、本調査と言っても3年分を含むというようなこ

とで、これを林野庁と括って良いのかどうかよくわからない。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））42、43頁の

（（（（委員長委員長委員長委員長））））だけど、51頁以降にもう一回出てくる。だからさっきの図－20は今のまま

で良いかもしれない。それでは、51頁からの説明をお願いします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第４章（４－２）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））スギ林でもリターが少なくなるというのはどこを見たらわかるのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））表－23のリター乾重という欄のスギ未間伐林の平均値と標準偏差から計算

した分布範囲を見ると、リター乾重が非常に少ない可能性も統計的には言えるので

はないかと考えた。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それは、56頁の図－31の右側のグラフを見ると、これはＬ型分布していて

正規分布していない。Ｌ型分布しているものを標準偏差とって平均値から引いたら、

それはみんな0を割ってしまう。これはないのではなくて、Ｌ型分布している500の

ところに山があって右裾が小さい。これを正規分布しているものとして平均値と標

準偏差とって、引き算して小さくなるといってはダメだ。これは500ぐらいはある

よというグラフなんだから、機械的に集計してコメントするやり方が間違っている。

図－31を比較すると、未間伐林というのはリターが少ない、それほど多い所はな

くて、だが、間伐林の低い方の500ぐらいというところも結構あって、それと同じ
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くらいは未間伐林もありますよという読み方ではないのか。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））はい、わかりました。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））確かにたくさん積もっている所は少ない。1000以上積もっている所は少な

いけれど、500ぐらいは積もっているから、ということではないか。むしろこれは、

ヒノキの未間伐林とかの値と比べたら桁が違うだろう。64頁の図－40か、これだと

500ぐらいなのか・・・。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））ヒノキの未間伐も500にピークがあるということ。後の方でスギとヒノキ

を比較しているところがある。75頁の図－49だが、グラフの縦軸の最大値が倍違う

ので見づらいが、スギとヒノキで分布の形が違っている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これ、75頁下側に中央値が717ｇと219ｇと書いてあるから、中央値が全然

違うというのがあるが、この上の棒グラフにするとその違いの情報がよく見えない。

本当に少ししかないのがスギにもあれば、スギでも未間伐だと少ないのがあるとい

うことになるけれど、そこがわかるようなグラフをもう少し工夫するということが

ありそうだが。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））左と右比較するのなら、箱ヒゲの方がいいのでは。ここに関してさっき

の

（（（（委員長委員長委員長委員長））））このペースでの説明だと後までいかないから、今こうやって見る中で、後

の方まで見ていただいたので、全体にもう少し分かり易くする必要があるが、コメ

ントがあれば。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））たとえば54、55頁だが、先程のコメントをここにあてはめることにして、

降雨強度と浸透強度のヒストグラムを出しているが、あまり意味がない。ここは計

算した後なので100㎜とか200㎜にしたものをここに出して欲しい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））今年やったのだけで300㎜とか200㎜とかの議論をするのではなくて、ここ

のところこそそういう数字をヒストグラムにするべきだということですね。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））表－19とそれから後半にスギとかヒノキについて間伐林のデータ一覧表

で分けてあるが、基本的に同じ数字が入っているはずなのだが、表－19の右の方に

たとえばスギとかヒノキとか、間伐の有無という形で、一つの表としてまずはマス

ターデータを出しておくと良いのかなと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））わかるか？。スギとヒノキで表－19のスギ林ですよ、表－19のヒノキ林で

すよというふうになっているが、後になると、間伐している、していないという表

がまた出てくる。頭で全部一括で示して、スギとヒノキとか、間伐・未間伐とかい

う項目を作って、まず全部を出しておくのが良いのではないかというのがコメント

だと思うが。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））この表－19というのが、この細目の欄で間伐・未間伐を分けていて、数字

が入っているものが間伐実施年度で、目標林というのが森林整備が終わって出来上

がった林分であるということだ。事業実施前と対照区が間伐をしていない林分とい

うことだ。ただし、林野庁と書いてある本事業の調査地は間伐･未間伐の情報が入

っていないので、これは表示しなければいけないと思う。



- 資－56 -

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それは口で言ってもらうのではなくて、ここに備考で書いてないとわから

ないから備考に書いてもらうのと、間伐･未間伐という欄を右端に付けるともっと

分かり易いということかな。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））わかりました。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））他に。最終的にこの最後のまとめというのはどこになるのか。59頁のあた

りを少し説明して欲しい。58頁、59頁。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））58頁の表－23は最大、最小、平均、中央、標準偏差をスギの間伐･未間伐

で計算したもので、59頁の表－24は、これは正規分布を前提とした検定なのでこの

表でいいのかということは考えている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それよりも降雨強度が変わるのは何故か？。降雨強度が208.4から始まっ

て1年後、2年後で数字が違うが、何故こう変わるのか？。これは実験したデータの

サンプルが変わっているのか。これは、それこそ恩田先生がずっと言っている、雨

を揃えてみないと意味がないのではないか。それでここはかなりすっきりしてくる

ように感じるが。

だから、他の表－26とか27、61頁これもサンプルごとに降雨強度が違っているか

ら、これでは比較できない。降雨強度が変数になってしまうから。これは揃えない

とということだ。だけど最大浸透能で議論する分には使えるのか。今日は時間があ

まりないので、この辺はだいたい同じ中身なので、直したものを委員の先生方に送

ってコメントをもらって完成版を作るということにしたい。（わかりました）

それで、スギ林とヒノキ林の比較ということの答えは72頁か。（はい）ここも同

じだ。雨を揃えて、最大浸透能なり、揃えた雨での浸透強度というのを使って画を

描いてもらう。それでさっき議論していた75頁のリターの乾重で効いているかどう

かという話になる。効いているかどうかという答えはどこにある？。77頁か、78頁。

何が有意差があるのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））リターの乾重、最大浸透能も有意差があったということです。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））分布が分かれたということだな。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））その辺のことは４－３のまとめのところで、82頁でスギ林と比の林の比較

（（（（委員長委員長委員長委員長））））わかりました。それでは時間押しているのだけれど、79頁から説明して下

さい。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））（４－３）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））表－35の意味がわからないが、どの面積をかけているのか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））表にある面積をかけてている。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））どういう意味がある？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））浸透強度でいうとスギ林では0.1㎜ぐらいの差しかないが、スギ林に雨が

降ってみた時にどのくらいの量の変化があるかどうかを計算したものだ。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それを説明するのだったら、1haのスギ林があったらその実態の量はいく

らというぐらいで数字を出しておけばいいのではないか。1.18とか2.02の時にと言

われてもあまり意味がない。1haの実量に換算すればくらいに言えばいい話ではな
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いか、実際の立法メートルにしたければ。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））（４－３）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））要は、ヒノキは間伐するとリターが増えて、植被率が増えて、リター乾重

も増えて浸透能も上がっていると、スギは間伐するとリター乾重とかリター被覆率、

植被率が上がるけれども、浸透能は変わらないという結論だな。非常にすっきりし

ていて結構だと思うが、それでよろしいですか。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））結論はすっきりしていて良いと思うが、鈴木先生も指摘していたが、表

－35あるいは37で、haというスケールに拡大した場合の試算をしているが、測定は

1㎡で、それを1万倍に拡げている訳で、そこの計算は慎重に扱った方が良いと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））というのは、流域単位でやると結構表面流が狭いプロット試験だと出てい

るように見えて、大きいのだと染み込むと言うような論文や観測結果もたくさんあ

るので、この実験ではという限定を付けておいた方が良いかもしれないということ

ですね、念のために。単純に1haで同じことが起きるとすればこうですよという言

い方にするように。

それで、スギの間伐は下層とリターに影響するが浸透能には影響しないと言い切

っていて、それはスギは水土保全的には多少荒く扱っても良いのだということを言

っている訳だ。しかし、それでもリターを無くしたり、林床を剥いだりすると大変

なことになるという言い方になるのかな。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））これが最終年度ではないですよね？。元々の目的は間伐の1年目、2年目、

3年目という話があって、過去のデータについても1年目、2年目、3年目というのが

あるので、これを間伐前後で分けて良いのか、

（（（（委員長委員長委員長委員長））））85頁の表－25と86頁の表－30というのが、恩田先生の話からすると、大事

な表だと言うことになる。前後というよりはこの表を、降雨強度をバラバラに与え

ないで、そろえて整理するとこういうストーリーになるということを示せばいいの

かな？。従来のデータを積み上げて時間経過を見るとこんなふうになりますと。浸

透能に関してはスギはデータからいくとそんなに影響はないけれど、ヒノキは間伐

したら増えて70ぐらいだったのが500まで増えると、こういうことでしょう。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））今の話、87頁の最後段落だが、スギでは間伐してもあまり浸透能は変わ

らないという話、データからきっちりみるとこの段落に書いてあることが少し無理

があるというか、間伐を促進するという前提があってそれに無理矢理合わせている

感じがあって、ちょっと問題があるのではないかと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））最後の4行か。87頁の最後もう少し上手に書いて欲しい。それで、88頁説

明お願いします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））（４－３(3)、(4)）の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））如何でしょうか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））ここまでの議論で、スギは間伐によって浸透能に目立った効果は見られ

ないということになってきている。ここで、間伐というのは一般的に言って木材生

産のためにやる訳で、それが同時に他の様々な機能を供するというスタンスなので、
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そこのところのつなぎが一つ入れる必要があるという気がする。これだけだと、こ

こまでのスギ林で間伐が浸透能に。それはその通りだ、今回は。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））ここに書いてあることを順番につなぎ合わせれば答えが書いてあると思う。

まず、藤森先生おっしゃるように木材生産のためにやっている間伐なのだけれど、

少なくともヒノキはその時に表面流も出なくなるし、間伐すれは北原先生が言うよ

うに、表層崩壊も減るということ。ではスギ林はというと、スギ林は間伐しなくて

も過熟でも浸透能は結構高いので、それは間伐しても変わらないけれど、表層崩壊

防止機能の方はあるから、表層崩壊を防止するという経路を辿って水源かん養機能

はスギ林でもあると、こういうことではないか。ヒノキは最も危険なので、間伐す

ると表面流も減るということ

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））間伐する、しないを短期間でいうのと、ずっと吉野のように一連の間伐

をしてきているのと、可能性としてはスギ林であっても間伐した方が更に浸透能は

上がる可能性は否定できないと思う。それはこれまで、土壌関係、土壌動物の報告

を見たら、団粒構造というのは評価している。ミミズの糞などが浸透能や保水機能

にという。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そういうご指摘を受けると全体の見方として、まずヒノキ林は危ないです

よというのがあって、スギ林はとりあえず即顕在化する危険というのはないかもし

れないが、やはり間伐遅れで放っておくというのは潜在的な危険は多々ありますよ

と、こういう先生のお話ですね。ヒノキの場合は顕在的に浸透能が落ちるというこ

とがあるけれど、スギはその点において顕在的な危険ということを直ちにもたらす

訳ではない。だけど、潜在的には多々ありますと、こういうような

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））そういう原稿の方が良い。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これは今(3)と(4)で分けて書いているけれど、これは一つながりで、ここ

で言う表面侵食防止機能と表層崩壊防止機能、間伐がもたらす、そういうものはそ

れが各県のマニュアルを見たところからそれぞれを見ると2種類ありましたという

ことがここにつながってくるのではないか。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））今鈴木先生は表層崩壊と、表層と言っていてここにはただ崩壊だけなの

で、これは表層崩壊にした方が良いと思う。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））これ、消化不良があって、データ解析途中のものもきちんと出すべきで、

具体的に言えば間伐の年度ごとのデータとか、間伐と一言で括っているが、間伐率

の効果とかその辺全然

（（（（委員長委員長委員長委員長））））これを少し手を加えたぐらいでもまだ終わっていないと言うことだ。その

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））どこまでがデータがあって、どこまでしかないともう少し分かり易く

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そこまでは今年の報告書で全部書かなくても良いかもしれない。で、今ご

指摘があったので、90頁の本日の議題２、次年度の調査計画、これを説明いただい

て、今の恩田先生のご指摘も入れて議論をして終わりにします。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））第５章の説明

（（（（委員長委員長委員長委員長））））あと一年あるということですね。それで、まだ数が足りないから、やるの
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だったらＡ、Ｂ、Ｃ、何かをやりたいという訳で、どれが良いでしょう？というこ

とです。それから、上の方の１、２、３の方はこれはたぶんさっき恩田先生がおっ

しゃった、今年のまとめのところの、79頁から89頁までのところ、まだまだ整理の

仕方があって、今年の報告書1月末までにはたぶん、皆が言っても間に合わないの

があるだろうから、これを再整理すると、もっとするという部分がたくさんあるの

で、まずそれをやると。それをすればもっときちんと効果的な森林整備のあり方と

いうのは言えるようになるはずなのでそうしましょうという、報告書的にデータが

あるけれど整理がついていないので来年というのは書きにくいかもしれないけれ

ど、そこは、作文は工夫してもらうが、ここにいる委員の先生方の気持ちは皆それ

だと思う。良いデータは揃ってきたけれど、まだこれをもっと上手に整理するとい

うことはあるということなのでと思う。

最後に先生方一言ずつコメントを。坪山先生からお願いします。

（（（（坪山委員坪山委員坪山委員坪山委員））））ひとつだけ、こういう調査の結果の中でぜひ一緒に残して欲しいと思う

のは、調査地の位置情報です。東経、北緯。というのはいろいろな資料を見た場合

に、それがどこかというのを網羅的に地図に落としたいとか、そういうことがある

が、なかなかそこが書かれている報告書があるようで少なくて、中に載っている地

図を見ながら、どこだろうかと探すことがままあるので。それはこれから先いろい

ろな調査結果を積み重ねていく上でも必要な情報だと思うので、お願いします。

（（（（小杉委員小杉委員小杉委員小杉委員））））まだ考えがまとまっていないが、今日はシミュレーションの結果をお話

ししたが、その結果を見ると表面自身の浸透能＋10㎝、20㎝ぐらいの深いところの

土壌の性質というのが実は表面流の発生にどうも効いているのではないかという、

これは研究レベルでやる話かもしれないが、間伐してある所とそうでない所、ヒノ

キ林･スギ林などで、5㎝、10㎝、20㎝ぐらいまでの土壌の性質まで変化があるのか

どうかという、そのあたりが実際には重要になってくるのではないかと思う。それ

を盛り込むかどうかというのはご議論いただければ思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））その最先端の科学をここでは書けない。それは、これをぜひ論文にして、

それを来年の報告書で引用させていただいたら入ります。これは、こういう今進ん

でいますよというのも小杉先生にあと1頁くらい書いてもらって、ぜひ入れたい。

まだ、今おっしゃったようなことをすぐに書くのはちょっと難しい。でも、だいた

い昔から5㎝、10㎝ぐらいのＡ層の特性も効きますよというのは、それはある訳だ

が、先生の今日の話はまたもう少し違う話ではないかと思う。恩田先生。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））厳しいことを言うようだが、これをまとめるにあたって、やっていない

こと、崩壊防止機能とかそれはやっていない話を山ほど書いてもしようがないので、

まずは山口県の報告書を熟読してもらいたい。1年目、2年目、3年目の変化とか、

植生なりリターなりの回復モデルとか、いろいろ入った上での解析をしているので、

せめてそのレベルまではいって欲しいと

（（（（委員長委員長委員長委員長））））その山口県の報告書は、この報告書にも引用文献の記述が要ると思うが、

それが入っていないのは気になっているが、そこに山口県のデータは数字としては
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入っているけれど、その山口県の報告書をとりまとめた、それ自身を直接参照して

いるのかどうか、もし数表しか持っていないのなら、恩田先生から。最低限同じこ

とをやっていただきたい。

（（（（恩田委員恩田委員恩田委員恩田委員））））そうすると足りていないデータが見えてきて、この調査業務というのは

間伐後どう変化するかという話なので、そこにフォーカスをよりはっきりしてデー

タ解析する

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そうすると恩田先生の意見は、山口県の報告書でやっていることを、今集

まった我々のデータ＋過去のデータでもう一度やってみて、それで足りないところ

があるところをこのＡ、Ｂ、Ｃとか１、２、３の中から選ぼうというのがご意見で

すね。他に何かありますか？。では、藤森先生。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））先程も触れたが、今回のこの試験を通して、間伐がヒノキ林においては

浸透能に影響するけれども、スギ林ではそうではないと、これは得られた成果だろ

うと思う。それではスギ林は間伐は要らないというような表現にならないように、

あくまでスギ･ヒノキの人工林の間伐というのは木材生産に良いということと同時

に生物多様性や水源かん養等の多面的機能全てに効果があるという言い方できてい

るけれども、スギ林においては浸透能においてはそれほど期待できないかも、その

表現をどうするかだが、ということであくまで、One Of Themの議論で、スギ林に

おける間伐の不要論にはならないように表現は気をつけて欲しい。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））水源かん養機能増強のための間伐が良いのかどうかでもない。浸透能が低

いがための表面流の発生を抑えるための間伐というところまで行くと、それはスギ

に関してはあまり要らないかもしれないということ。それは事実としてそうだし、

そういう言い方をこれから間違えないようにしていくというためには非常に明瞭な

結果ではある。

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））これはスギ･ヒノキだが、落葉広葉樹と常緑広葉樹の違いとか、いろい

ろな樹種によってあるだろうと思う。それにひとつの見所を与えたという意味はあ

るかと思う。一概に樹種を問わず間伐

（（（（委員長委員長委員長委員長））））たぶん樹種というよりもさっき先生のおっしゃっていた、リターフォール

の消え方ですね、浸透能という物理過程にとってみれば。だから、他の落葉樹とい

ってもたぶん消え方が、ヒノキなら消えたとするなら問題有りだろうし、

（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））落葉広葉樹の場合はやはり下層植生を全部切ってしまったら風で飛ばさ

れる。下層植生の歯止め、引っかけ作用というものもあるので、さまざまあります。

それはおいといて、ともかくここでスギとヒノキでは違うということは他のいろい

ろなもののものの見方にヒントを与えていると、そういう今回の試験の評価はあろ

うかと思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））浸透能に心配な樹種と心配でない樹種というのは、このスギとヒノキの結

果からある程度類推できて、他の森林の施業についてもより慎重であらねばならな

いという目鼻は、こういう調査があるとついてくるという言い方は普遍的にできて

くるかもしれない。
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（（（（藤森委員藤森委員藤森委員藤森委員））））ここでは浸透能、水源かん養ということが絡んでくる。それが同時に何

かに、他の研究などにも、あるいは施業のあり方にヒントを与えるものが欲しいな

と思う。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））そういうのはぜひ最後のところに盛り込めればお願いします。

それでは、だいぶ時間を超過しましたが、ここまでということでよろしいでしょ

うか。よろしければ、議事の１番、２番終わりまして、３その他というのがありま

すが、何かありますか？

（（（（事務局事務局事務局事務局））））特にありません。

（（（（委員長委員長委員長委員長））））それでは事務局よろしく。

（（（（事務局事務局事務局事務局））））本日は長い時間ご審議いただきありがとうございました。ご指摘いただい

た点を直しまして、直した時点で委員の先生方に資料をお送りいたしますので、ご

検討をお願い致したいと考えている。その上で報告書をまとめたいと考えている。

今日は長い時間ありがとうございました。
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第３回検討委員会
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