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6. 委員会の設置・開催 

6.1 委員会設置要領 
1． 名称 

本委員会の名称は、「平成 23年度気候変動に対応した森林の水土保全機能の向上方

策検討調査委員会」とする。 

 
2． 目的 
我が国は、その地形、地質、気象などの自然的条件等から、台風、豪雨、地震等に

よる災害が発生しやすい国土となっている。このような中で、平成 19年に発表された

IPCC 第四次評価報告書において、豪雨・降雪頻度の増加、台風の強大化とこれに伴う

洪水の増加や干害頻度の増加等が報告されるなど、今後、山地災害等の拡大が懸念さ

れることから、森林の水土保全機能の向上を図ることが急務となっている。このため、

我が国の森林における今後の気候変動及びそれに伴う山地災害等の影響を推定すると

ともに、これを踏まえ、森林の水土保全機能を向上させるために必要な適応策の検討

を行い、今後の保安林等における適切な森林整備等に資することを目的とする。 

 
3． 委員会の構成 

本委員会は別紙の委員により構成する。 

 

4． 委員、特別委員の委嘱 

委員、特別委員は、アジア航測株式会社 社会基盤システム開発センター センタ

ー長が委嘱する。 

 

5． 委員会の設置機関 

本委員会は、平成 23年 8月から平成 24年 3月の期間設置する。 

 

6． 委員会の開催 

本委員会は 2回開催する。 

 

7． 検討事項 

以下の事項について、具体的な内容、調査の進め方、調査結果の吟味等について検

討を行う。 

① 気候変動への適応策の検討・整理 

② 海外における気候変動による適応策の調査 

③ 必要な適応策の具体的内容の検討及び規模の試算 

 

8． 事務局 

 本委員会事務局は、アジア航測株式会社がこれにあたる。 
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○委員 
下記のとおり委員を選任し、委員会においてご意見を伺った。 

 

表 6.1.1 平成 23 年度気候変動に対応した森林の水土保全機能の向上方策検討調査委員会

委員名簿 

（敬称略 五十音順） 

 氏 名 所 属 
 石川 芳治 東京農工大学大学院 農学研究院 自然環境保全学部門 教授 

委員長 北原 曜 信州大学 農学部 森林科学科 山地環境保全学講座(治山学) 教授 

 玉井 幸治 (独)森林総合研究所 水土保全研究領域 水保全研究室長 

 松浦 陽次郎 (独)森林総合研究所 国際連携推進拠点 国際森林情報推進室長 
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6.2 第 1 回委員会 
6.2.1 議事次第 
 
日時：平成 23 年 8 月 17 日（水） 13:30～15:30 
場所：（財）児童育成協会 こどもの城 802 研修室 

東京都渋谷区神宮前 5-53-1 こどもの城 tel:03-3797-5677 
 

議 事 
 
1． 挨拶（林野庁） 
2． 委員紹介（委員長選任） 
3． 議題 

（１）委員会の設置 
（２）調査の概要と全体の計画 
（３）平成 22 年度調査のまとめ 
（４）海外における適応策の調査 
（５）山地災害の広域リスク評価手法の実用性の検証 
（６）適応策の具体的内容の検討、規模の試算 

４．その他 
 
6.2.2 委員会出席者（敬称略）  
 

委員 

石川芳治（東京農工大学大学院 農学研究院 自然環境保全学部門 教授） 

(座長)北原 曜（信州大学農学部 森林科学科 山地環境保全学講座（治山学）教授） 

玉井幸治（森林総合研究所 水土保全研究領域 水保全研究室長） 

 

林野庁 

    益田健太（林野庁治山課水源地治山対策室 水源地治山企画班 課長補佐） 

    湯浅敏史（林野庁治山課水源地治山対策室 水源地治山企画班 企画係長） 
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6.2.3 議事要旨 
１．議題２：調査の概要と全体の計画 

（事務局） 

平成２１年度は、IPCC 第四次報告書をはじめとする既往の調査研究成果をとりまと

め、平成２２年度は治山事業で重点的に取り組む影響として、大雨、局地的豪雨の増

加と積雪減少を取り上げ、リスク評価モデルの試行を行い、適応策の方向性を示した。

本年度業務は、治山事業における適応策の具体的な内容を検討、整理し、山地災害を

重点対象として適応策の規模の試算（配置、大きさなど）を行うことがテーマとなる。

また、海外における適応策の調査として、有識者へのヒアリング、世界水フォ－ラム

への参加等により、森林分野の適応策の情報収集と、我が国の森林と水に関する情報

を発信する。３カ年業務の最終年度であることから、過年度業務の成果を踏まえて、

適応策の総合的なとりまとめを行う。 

 

２．議題３：平成 22年度調査のまとめについて 

【山地災害の危険度評価について】 

（事務局） 

飽和・不飽和浸透流解析は三次元だが、黒川モデルが二次元であるため、根の粘着

力として、ここでは水平方向のものを使用している。 

（北原委員長） 

崩壊の規模がなかなか予測できないので、三次元の解析はなかなか難しい。計算量

が莫大になるが、将来的には三次元につなげていくことが望ましい。 

 

【積雪・融雪の解析について】 

（北原委員長） 

北海道の事例として、常緑針葉樹（トドマツ、バンクスマツ）の林内は明らかに積

雪水量が少ない。融雪量が少ないので融雪遅延効果はかなりあり、１週間ぐらいは遅

れていた。 

（北原委員長） 

２２年度成果で、標高による温度低減率を加味した融雪量をインプットして、河川

に出る流量を検証すれば、例えばすべてスギ林で覆われたところだったら、ピークも

少なくてなだらかになって減っていくというような流況の変化や、田植えの時期を５

月中旬頃として、そのときの樹種別、森林の有無による流量の違いが示されて、説得

力があるものになるのではないか。 

（石川委員） 

森林による積雪の多少も重要なことであるが、融雪時期が水需要の高い時期に一致

するかどうかも重要である。水源かん養の評価となれば、やはりあるポイント（水需

要の高い時期）での流量が重要になる。 

（石川委員） 

樹冠遮断により林内積雪量が減少した分と消雪日が延びた分で、どういう関係にな

るのかということ、水源かん養上、どちらが有利なのかが明確でない。 
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（事務局） 

２２年度業務では、春渇水を対象に消雪日に着目し、森林があるとよいという結果

を示したが、全体的な量、流量の違いというところまでは結果が進んでいないので、

今後の課題となっている。 

 

３．議題４：海外における適応策の調査について 

【国内での情報収集】 

（事務局） 

対応の進んでいる欧米に対象を絞って、インターネット、ヒアリングにより、国内

で可能な限り情報収集を行う。森林分野の適応策はヒアリングを主体に行う。 

【海外での情報収集】 

（事務局） 

3/12-17 の世界水フォ－ラムにおいて、可能な限り事前にヒアリング等により情報

収集を行う。情報発信は今までの森林水文学で得られた知見を科学的に示していく。 

（北原委員長） 

森林の流出緩和機能などに着目して、海外の文献収集結果なども含めとりまとめる

方向でどうか。 

 

４．議題５：山地災害の広域のリスク評価手法の実用性の検証について 

（北原委員長） 

土層厚のモデルは出始めているが、決定打が今のところない状況にある。表層土層

厚の研究は進めていくことが重要。 

（北原委員長） 

宮川と野呂川との土層厚モデルの整合性、使い分けについて、全国展開を前提にす

るのであれば、どちらのモデルを使用すればよいのか等の検討が必要になる。 

 

５．議題６：適応策の具体的内容の検討、規模の試算 

（石川委員） 

崩壊については安全率の低下したところを森林整備で向上させ、維持できない分の

崩壊土砂量、流木量を出して、その分を施設で対応するという考え方の方向は良いが、

土砂量、流木量の推定に関して、さらに仮定が入ってくるのではないか。 

（石川委員） 

森林整備の効果については、根系の粘着力の設定を林齢との関係で評価してきてい

るので、本年度業務でもそのようにしないと、途中経過とズレが生じることになる。 

（北原委員長） 

崩壊防止力と立木密度の関係図について、主林木が 1000 本/ha くらいになると侵入

木の効果が入ってくるので、主林木の成立本数が減っても、根系の粘着力は 20ｋN位

で維持されると推測される。 

（北原委員長） 

斜面安全率を計算していると、幾ら大雨が降っても、全層飽和しても崩れない場所
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が出てくる。傾斜、地質、根系の問題もあると考えられる。従って、安全率を調べて

いって、流域で危ないところに適正に治山ダムを予防的に配置するという方向性はよ

いと思われる。 

（玉井委員） 

積雪減少に対する適応策の列状間伐について、例えば斜面長の長い急勾配のところ

だと、間伐すると雪崩の可能性も出てくるので、デメリットの可能性もあるというこ

と（施工の留意点）も記述する必要がある。 

（玉井委員） 

傾斜が緩やかなところ、比高のない地形だと雪崩の心配はないので、いい適応策と

思われる。 

（北原委員長、石川委員） 

雪崩は好ましくないので、雪崩の注意は必要。列状伐採では方向が問題になる。雪

崩を防ぐには等高線状がよいが、縦方向にやらないとコストの問題がかかってくる。

実際には等高線状にやらずに、谷に倒すケースが多い。 

（石川委員） 

適応策として原野に植栽することもあるのではないか。積雪の貯留効果を考えた場

合は森林にした方が融雪期が少し延びる利点は考えられるが、流出量に与える影響は

結果としてどうなるのか。 

（玉井委員） 

流況がどのように変化するのかというところまでは、まだ研究した例がない。 

（石川委員）。 

流出解析までしないと、結論が出てこない面もある。 

（北原委員長） 

これから公共事業の予算も削られる方向なので、コスト縮減は、いつも頭に入れて

おかなくてはいけない問題である。森林整備をすることによって水土保全効果が上が

るので、森林整備が一番のコスト縮減とも考えられる。 

（北原委員長） 

森林整備をすることによって、土砂量や流出率がどれぐらい減ったから、治山ダム

はこの程度の規模のものでもいいという事が言えると説得力がある。 

（北原委員長） 

適応策の体系化の図について、ばらばらにそれぞれに対策があるのではなく、例え

ば本数調整伐をすることによって、新規施設の整備は小規模なもので済むとか、リス

クによる経費増大に対して、森林整備によって増大分の７割ぐらいの費用で済むとい

ったように、つながりがあるものではないか。 

（石川委員） 

森林整備の効果をどう見込むか、安定解析方法にどうやってバックさせていくのか

がやはり課題になる。政策面では森林林業再生プランとの兼ね合いも重要。 

（北原委員長） 

適応策の工種では、施設整備と森林整備の大きな流れとしては二つであるが、今ま

での延長線上でない、治山事業として目玉になるものがあるとよい。 
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６．その他（林野庁） 

○今年度は一定の成果をまとめつつ、今後の課題となるべきものの整理もあわせて行

う。 

○50 年、100 年後を見据えた長期的な視点からの取り組みについても検討し、報告書

に反映させる。 

○気候変動への適応策について、アイデアを出して、これまでの治山事業との違いを

示せると良い。 

○脆弱性評価モデルの精緻化については、気候変動と結びついた形での精緻化という

ことを示すことが必要。 

○調査内容が気候変動との関連をうまく説明できることが必要。 
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6.3 第２回委員会 
6.3.1 議事次第 
 

日時：平成 24年 2月 23 日（木） 13:30～15:30 

場所：（財）児童育成協会 こどもの城 803 研修室 

東京都渋谷区神宮前 5-53-1 こどもの城 tel:03-3797-5677 

 

議 事 

 

（１）事業の概要                

（２）気候変動への適応策の検討・整理     

（３）治山事業の具体的な適応策        

（４）広域の山地災害リスク評価手法の検証    

（５）山地災害に対する適応策の試算       

（６）積雪減少に対する適応策の試算       

（７）海外における適応策の調査    

（８）３か年のまとめ  

 
6.3.2 委員会出席者（敬称略）  
 

委員 

石川芳治（東京農工大学大学院 農学研究院 自然環境保全学部門 教授） 

(座長)北原 曜（信州大学農学部 森林科学科 山地環境保全学講座（治山学）教授） 

玉井幸治（森林総合研究所 水土保全研究領域 水保全研究室長） 

松浦陽次郎（森林総合研究所 国際連携推進拠点 国際森林情報推進室長） 

 

林野庁 

    益田健太（林野庁治山課水源地治山対策室 水源地治山企画班 課長補佐） 

    湯浅敏史（林野庁治山課水源地治山対策室 水源地治山企画班 企画係長） 
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6.3.3 議事要旨 
1.議題 2：気候変動への適応策の検討・整理 

（玉井委員） 

Ｐ11 について、代掻き期に渇水が発生した事例はどのように調べたのか。 

（事務局） 

特に東北地方で発生していそうなものをインターネットで検索した、そのほかでは

国土交通省の河川整備基本方針より引用している。 

 

2.議題３：治山事業の具体的な適応策について 

（松浦委員） 

P46 の根系の成長が大事なポイントである。若齢段階では細い根が多いが分解も速

い。いかに太い根を多く成長させるかが重要になる。温暖化の下では、樹木の成長も

よくなるが、有機物の分解も速くなるので、そのような点も将来の評価に考えておく

とよい。 

（北原委員長） 

山地防災は巨大な自然力を相手にするので、総合的な取り組みが必要である。治山

事業では発生源である山地、森林地帯をどう抑えていくかが非常に重要な問題になる

ので、他所管の事業とも連携し、かつ森林を扱っているということで、森林の効果、

機能をうまく引き出すような方向で事業を行っていくことが必要である。 

（北原委員長） 

流木災害関係では、気候変動により小さな沢でも頻度高く土石流が発生する可能性

があるが、スリットダムを配置するとなると工事金額も高くなるので、もっと簡易な

もので対策が図られるとよい。 

（北原委員長） 

兵庫県では簡易流木止として鉄パイプを井桁状に組んだ高さ 2ｍ、幅数ｍ程度のも

のを開発して施工しているが、更に安価なものもできると考えられる。例えば沢の出

口にＨ型鋼を立てるだけでも効果があると思われる。 

（北原委員長） 

今後は、お金がかからない治山、すなわち工事費が小さいが、いろいろなところに

たくさん配置できるような工法も考えていかなくてはいけない。気候変動により災害

が多発化、大規模化する中で、いかに安く合理的に事業を進めていくかは非常に難し

い課題であるが追求していかなくてはならない。この点について報告書に追記すると

よい。 

（林野庁） 

気候変動が進行する中で、嵩上げ等も進めなくてはならないが、予算的な問題もあ

る。嵩上げだけでなく、より安価な方法で一定の効果が得られるようなものを追求し

ていかなければならないと思われる。 

（林野庁） 

安価な工法、そして今やっているものが本当に必要なのかまで突き詰めていかなけ

ればいけない状況になっていく。新たな取り組みはモデル事業等で提示されると普及



243 
 

していくので、そのようなことも考えていく必要がある。また、危険なところを明ら

かにして集中投資することも重要である。 

（玉井委員） 

本数伐採率 50％の記載について、森林総研でも大体 50％を目安に試験計画を立てて

いるが林野庁が実施している間伐率では高い方ではないか。 

（林野庁） 

材積で 30％を目安にしており、過密林だと本数伐採率で 50％程度になる。しかし、

雪や風の影響があるので、実際はなかなか 30％まではいかない。 

（北原委員長） 

間伐率の表記について本数か材積か不明確な箇所があるので、本数間伐率に統一す

る。 

 

3.議題４：広域の山地災害リスク評価手法の検証 

（北原委員長） 

野呂川上流では北岳が入っているから高山帯がかなりあると思われるが、植生の効

果にどのように反映されているのか。 

（事務局） 

今回の調査ではそこまで細かく反映されていない。DEM データと DSM データの両方

がある P77 の図の赤枠内の樹高計測結果を平均的な高さとして、全域に割り振ってい

る。 

（林野庁） 

Ｐ96-98 について、施設設置箇所周辺でも安全率の低い赤色のメッシュが分布して

いる、また、施設配置の意味は、施設周辺の安全率向上だけでなく、上流域で発生し

た土石流を受け止める効果等もあるのではないか。安全率が低い箇所にすべて施設を

配置するのは困難であるから、配置できない場合は、その斜面が崩れることを見越し

て下流に施設を配置するというという対応も考えられる。 

（事務局) 

そのとおりである。ただ施設により土石流をすべて抑止することも、安全率の低い

斜面すべてに対策を講じることも困難と思われる。図の活用としては危険箇所を視覚

化し、起こりうる現象の認識を図ることが目的になる。 

（北原委員長） 

Ｐ98 の図は施設が配置されたことによる安全率向上が反映されているのか。 

（事務局） 

施設が入った状態の地形データを使って計算しているので、施設による斜面安全率

の向上効果を示したものではない。危険斜面周辺の施設の配置状況を視覚化している。 

 

4.議題 5：山地災害に対する適応策の試算】 

（石川委員） 

Ｐ125-126 の図表について、タイプ別の計画基数、計画数量の整備率は同一でない

ということでよいか。 
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（事務局） 

そのとおりである。発生する土砂量を 100％抑止することを目標に、それぞれのタ

イプのみで計画した場合を示しており、嵩上げではすべて嵩上げでしても 57％の整備

率で新規計画が必要になる。高さ 8ｍと 14ｍの場合は、高さを固定して配置している

ので、整備率は 100％ジャストではなく、それを超える数値で整備完了という取扱い

にしている。 

（石川委員） 

Ｐ127の図について、嵩上げの効果量がすべて3万㎥程度であるがその点について。 

（事務局） 

嵩上げは上流に嵩上げする場合と増厚や副ダムを伴う場合の３パタ－ンを想定した

ので３プロットしている。 

（石川委員） 

嵩上げでは効果は低いが、新規谷止工と組み合わせることによりほぼ 100％の整備

率になる、高い施設をつくった方が、効果があることになるのか。 

（事務局） 

コンクリートの単位体積あたりの抑止土砂量的には高いものをつくった方が、効率

がいいということになる。 

（石川委員） 

Ｐ127 の図について、ケース③（森林整備を行った場合）では必要な効果量が減る

ので、嵩上げが一番よいということか。 

（事務局） 

そのとおりである。発生土砂量が非常に多い場合は嵩上げ等、既設の機能強化では

対応が難しいところであるが、森林整備を行った場合は、発生土砂量が現況の森林に

比べてかなり減少するので、嵩上げだけでも対応が可能という結果になっている。 

 

5.議題 6：積雪減少に対する適応策の試算 

（玉井委員） 

Ｐ135 の総積雪水量の算出方法はどのようなものか。 

（事務局） 

１シーズン毎日の積雪として降った降水量をすべて加算したものである。 

（北原委員長） 

総積雪水量の説明を追記すること。 

 

6.議題 7：海外における適応策の調査 

（松浦委員） 

Ｐ143-144 については、用語の修正が必要、また無理に和名を付けずに学名表記だ

けにした方がよいものもある。 
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図 6.3.1 第 1 回委員会 開催状況 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.3.2 第２回委員会 開催状況 
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