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あとがき

筆者は森林の土保全機能について，『森林の公益機能解説シリーズ』（日本治

山治水協会）①号 （1986年）に「森林の土砂流出防止機能J，同じ く⑥号

(1987年）に「森林の土砂崩壊防止機能」を解説し，『水利科学』 185号 （1989

年）に「森林の土保全（荒廃防止）機能J，同じく 192号（1990年）に 「森林の

土保全機能の研究を顧みて」，同じく 199号（1991年）に「森林の山崩れ防止機

能論議」を発表した。しかしこれら発表からは 5～10年以上を経過し，再検

討が必要と考えられ，また，近時の研究成果発表もあり，これらも含めて森林

の土保全機能を再考した。

再考にあたっては，森林の土保全機能を， 1. 表面侵食防止， 2 山崩れ防

止， 3. 土砂流出防止に分け，年代別に考察し， 4. 特記事項では，特記すべ

き事項を示した。なお，文献は数が多いので，主要なものと1990年代のものだ

けを，題名・誌名など略記であげた。



76 

I. 表面侵食防止

(I）森林の作用・影響

1) 森林の作用

戦前には，落葉落枝・地表植生は，降水に直接地面を打たせず，地表流のエ

ネルギーをそぎ，地表に沿って細根をひろげる樹種は，表土の移動を防止す

る，ことが重視された。

1950年代には，森林地被物の雨滴侵食防止－汚濁水漏過，有機物供給による

耐食性構造と浸透増加，寒地の森林の凍上侵食防止1）が重視され，森林の表面

侵食防止機能は，山崩れ防止機能より，顕著である，とされた。落葉の汚濁水

滴過で浸透が低下せず，地被状態が良好なほど凍上侵食を防止する，ことが測

定され，表面侵食には雨滴侵食が，侵食防止には落葉落校が，重要であり，侵

食への影響は，落葉被覆割合が降雨強度・傾斜より大きし、2），ことが実験で確

かめられた。

1960年代には，北海道で，林内地被物は地表流に対する抵抗が大きく，林内

の浸透能は高い，ことが報告された。

1970年代には，表面侵食は表層の深さ数cmの土壌粒子の分散・移動がきっ

かけで起こり，地表被覆物があれば防止できる3）とされ，落葉被覆による地表

水の運搬力低減は，それほど大きくなく，雨滴衝撃力に対する保護効果が大き

く， 100mm/hr降雨強度で0.1ton/ha/hr以下の侵食量とするには，厚さ 1cm 

前後の被覆量が必要5）なこ とが実験で示された。大型径雨滴を作る樹種と小型

径雨滴を作る樹種があり，樹冠高が低いほど雨滴の表面衝撃力は弱く，植被率

の増加につれて，侵食量は指数関数的に減少する，土壌の根量増加で耐食性は

高くなり，根系は凍上による土壌の脆弱化を阻止する，ことが明らかにされ

Tこ。

1980年代には，林内の雨滴分布は降雨強度によらず一定で，移動土量に比べ

飛散土量の割合が大きく，地被物は，薄くても地表面を裸出させない程度であ

れば，雨滴の衝撃を完全に消去できる，ことが知られた。

1990年代には，森林は，雨滴の衝撃力から地表を保護し，地表流の発生－発

達・集中を防ぎ11l, Ao層や林床植生による表面侵食防止は，土壌を保全する

が，土層が発達し厚くなり，斜面を不安定化させる 13），といわれた。
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2) 森林の有無

1940年代後半には，台湾で，傾斜45° の樹林地は，傾斜23。～35。の草地・甘

藷畑－茶畑より，侵食量は少なかった。

1950年代には，総降雨量に対する侵食防止機能は，有無林地大差ないが，降

雨強度に対する機能は，有林地のほうが大きく，平均年侵食深（mm）は，林

地－草地 10-1～10-2に対し，裸地 101～100，農耕地 100～10一l，と予測され

たI）。北海道で，高さの低い植生を伴う森林の有効例，林地の侵食度は草地・

畑地より小，裸地区の年侵食量は値生区の 4～20倍，裸地は高林の80倍程度の

侵食量，が報告された。

1960年代には，平均年侵食深（m m）は，林地0.2，草地0.2，耕地1.1，裸地

6.7，荒廃地23.6，北海道で畑地の侵食量 1～15ton/haに対し，林地は全然流

亡がない，ことが示された。

1970年代には，岩手県下・熊本県下で，標準林地は，裸地・草地・放牧林地

より，侵食量が著しく少ないのが測定された。

1980年代には，裸地の表面侵食は l年に10回程度，林地の崩壊発生間隔は

102年程度以上で，裸地と林地では，侵食発生は J03倍以上の差があり 7)'

1950年代の林地－草地・裸地の年侵食深の予測l）は，その後の測定でも大体合

致する9），とされた。桜島降灰地では，裸地の降雨・降灰の均一分布に対し，

林地は不均ーとなり，裸地より侵食されやすかった。

1990年代には，無林地は有林地の数倍～数十倍の侵食量10）で，富士山麓で，

ブナ主体の天然、広葉樹林は，踏圧されたコずルフ場より，耐食性高く 12），福岡県

下で，土柱形成ピンによる 6月～12月の土柱高さは，林床被覆のヒノキ林地約

1 mm，裸地約 8mmであった15）。

(2）森林状態による差

1) 樹種

1950年代には，針葉樹は広葉樹より侵食量大でI），ヒノキ林は，林内植生が

全くなくなり，表土－石礁が移動する，といわれた。

1960年代には，三重県下で，アカマツ天然生林は治山造林地より，天城山

で，スギ林地や落葉落枝－ 下草残存の新植地は，ヒノキ林地より，侵食量少な

い，のが測定された。

1970年代には，ヒノキ・ヒパは，低木・下草が生えにくく，スギ・カラマツ
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・アカマツより侵食大3），通常成林地は侵食発生しないが，地被物のない急斜

面のヒノキ・ヤマハンノキ一斉林は，例外的に侵食が発生し6），岩手県下で，

アカマツ林はカラマツ林より侵食小，長野県下で，地表無植生のヒノキ林は地

表植生の広葉樹林の 5倍の侵食量であった。

1980年代には，スギ造林地は林内植生の欠如で侵食が起きやすく，三重県下

で，ヒノキ林はスギ林の 2倍程度の侵食量，神奈川県下で，ヒノキ人工林のう

っ閉で、下層植生の枯死と侵食発生，高知県下で，スギ林，アカマツを含む広葉

樹天然、生林より，ヒノキ林は 2mm以下の細土移動量多く，宮崎県下で伐採後

3年で，スギ林は侵食が著しく増大し，常緑広葉樹林は低木・草生の発生で侵

食激減した。

1990年代には，富士山麓で，ブナ主体の天然、広葉樹林は，手入れ不良のヒノ

キ林より，耐食性高く 12），高知県下で，移動土量・礁移動量は，ヒノキ林，ス

ギ林，広葉樹天然林（アカマツを含む）の順であった14）。

2) 林種

1950年代には，原生林は，火入れ林地・放牧林地より侵食少なく I），北海道

で，低林は高林の 2倍程度の侵食量があった。

1970年代には，長野県下で，人工壮齢林・幼齢林は，天然壮齢林より侵食量

多くり，栃木県下で，ブナ天然、林の侵食量に対し，ブナ天然林伐跡地は 7倍，

ヒノキ人工林は12倍，の測定がある。

1980年代には，ヒノキ複層林は，皆伐地に比べ裸地率低く， Ao層を欠くこ

となく，土壌の物理性も良かった。

1990年代には，四国で，土柱形成ピンによる 1年間の土柱の高さは，複層林

4.5mm，一斉林13.5mm15lで、あった。

3) 林齢

1950年代には，幼齢林は老齢林より侵食大1）とされた。

1970年代には，長野県下で，手入れの入った壮齢林，皆伐跡地に似た幼齢林

は，老齢林，造林後手入れの入らない中間齢林より，侵食量が多かった4）。

1980年代には，三重県下で，新植地は成林地の 2倍の侵食量であるのが示さ

れた。

4) 地表状態

1950年代には，幼齢林の反覆伐採，森林火災－火入れによる地被物の消滅

は，侵食を著しく増大し！），北海道で，地表裸地の低木林・針葉樹林は，地表
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、植生地のそれぞれの数倍の侵食量であった。

1960年代には，三重県下で，地表裸出区は簡易校編柵工区の2.5倍の侵食量，

奈良県下で，皆伐後 1年で年間1.2ton/haの侵食量がヒノキ枝編柵で60%低

減，岩手県下で，落葉落枝少ないカラマツ林地が侵食大で，落葉落枝保存と下

草の繁茂する林地は侵食小であった。

1970年代には，長野県下で，広葉樹林地表植生地に対し，広葉樹林地表裸地

20倍，ヒノキ壮齢林地表裸地50倍の侵食量4），千葉県下で，ヒノキ林林床植生

刈り取り区は植生残存区の1.3～1.4倍の侵食量，岩手県下で，森林火災被災地

の年侵食深（mm）は，地被物完全消滅の激甚区34，落葉残存の軽度区 2，で

あった。

1980年代には，三重県下で，地表無植生のヒノキ林の侵食量は，コシダ・ウ

ラジロ密生ヒノキ疎林分の数倍，地表シダ密生ヒノキ林の数十倍，熊本県下

で，放牧地林床植生の根系総重量は林外の半分程度で踏圧に弱く，岩手県下

で，火災による植被状態が裸地に近いほど侵食大であり，四国で，ヒノキ林

50%伐採，樹下植栽のための地ごしらえで，枝条棚積み区は斜面上方からの土

壌表層物質の移動を65～80%せき止め，枝条散乱区で移動少ないが，枝条除去

区は移動多く，林床植生は，無間伐ヒノキ一斉単層林の0.4ton/haに対し，間

伐後4年で2.3～3.9ton/ha，が測定された。

5) 森林伐採

戦前には，浅い風化土層のアカマツ林皆伐で小区域のはげ山が発生した。

1940年代後半には，岡山県下で，森林伐採面積の増大と伐採時の地表撹乱

が，侵食量を増大させた。

1950年代には，壮齢林の反覆伐採が侵食量を増大させるI）とされた。

1960年代には，岩手県下で，地表露出のカラマツ林皆伐区の年20ton/ha以

上の侵食に対し，地表を露出しない皆伐区・間伐区は侵食少なく，間伐－皆伐

しても，地表を破壊しない限り，侵食にはほとんど影響しなかった。

1970年代には，岩手県下で， 120mmの雨で0.1mmの侵食深のアカマツ天

然林皆伐トラクター集材地の地表提乱重度区，作業道は，人工降雨で4.0ton/ 

ha, 10.6 ton/haの侵食量で，アカマツ林とフーナ林の地被物の失われた皆伐トラ

クター集材跡地の年侵食深（mm）は，地表撹乱区11，作業道25で5)6），奈良県

下で，架線集材の直下は，侵食大きくガリーができたが，主索から離れた所

は，侵食少なかった。
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6) 森林火災

1950年代には，森林火災・火入れにより地被物の消滅した森林は，侵食が著

しく増大するI）といわれた。

1970年代には，奈良県下で，火災で地被物が焼失し伐採木をひきずった所

は，ガリーができたが，主索から離れた所は，火災後3か月で植物の発生が見

られ，岩手県下で，森林火災被災地の年侵食深（mm）は，地被物完全消滅の

激甚区34，中度区11，落葉残存の軽度区 25)6），であった。

1980年代には，愛媛－香川県境で，森林火災燃焼度激しい所は，中の所より

侵食量多く，岩手県下で，火災による地被状態が裸地に近いほど，侵食量は増

加した9）。

7) 放牧，聞こん

1950年代には，北海道で，森林の開こんで侵食は急に進行し，これが洪水量

を増した。

1970年代には，岩手県下で，アカマツ点在の造成草地で，緩傾斜放牧地の裸

地率 1%に対し，平均25。の急傾斜地は12%前後，熊本県下で，裸地率35%の

クヌギ放牧林地は，裸地なし標準林地の1.5倍の侵食量，岩手県下の放牧共用

林野では，平均年侵食深は裸地が6.6cm，林地1.6mmで，放牧草地の年侵食

深は0.1～0.4mm，放牧区は禁牧区の 2～5倍の侵食で，定置放牧は，休息地

・道路が裸地化し，傾斜20。～25°を超えると，裸地率が急増した5)6）。

1980年代には，岩手県下で，放牧2年で禁牧時落葉被覆で覆われていた地表

が露出し，放牧地は禁牧地より土壌状態が悪化した。

(3）森林管理

1) 望ましい森林

1950年代には，原生林のように地表が擾乱されない森林は侵食小で，火入れ

森林・放牧林など植生密度・落葉が減少・消滅した森林が侵食大で，幼齢林は

壮齢林・老齢林に，針葉樹は広葉樹に，劣り，異齢林－混交林・択伐林がよ

く，林床層厚く低木・下草のある適当なうっ閉度の森林が侵食防止によく！）' 

森林の空中部分よりは，落葉落枝など林地面を直接被覆する部分が重要で，蓄

積多い森林も，林地面が落葉落枝がなく裸地状であれば，侵食防止上優良林と

いえず，一般に落葉・下草・低木の多い広葉樹林のほうが望ましく 2），針葉樹

単純林，とくにヒノキ林は，侵食防止上問題がある，とされた。
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1970年代には，下草の入りやすい複層林冠の落葉広葉樹林，あるいは針広混

交林や，常に草生・落葉落校が多く維持される択伐林型など非皆伐林型の森林

が望ましく，落葉層が十分に保持されれば，針葉樹人工一斉林も問題はなく 3)'

ヒノキ・ヒパは落葉層が移動しやすく，林冠疎開で林床植生の侵入をはかる必

要があり，高齢級のブナは下草の侵入と落葉層が堆積しやすく，侵食防止に望

ましい森林は，一定の厚さの落葉層が維持され，地表植生・樹冠が地表を覆

い，裸地面の存在しない状態である5)6），といわれた。

1980年代には，一般にスギは，谷地形が造林適地で，林内植生の欠如で侵食

を生じやすく，桜島の降灰林地では，林床はマツ落葉層が厚く，ウラジロ・コ

シダ・ススキの生育する受食性低いクロマツ林がよい，とされた。

2) 望ましい森林施業

戦前には，粗悪林地を安定した保安林地に導くには，伐採制限は必要なく，

地被物採取・人畜出入の制限を徹底的に行うとされた。

1950年代には，侵食防止には，択伐 ・小面積水平帯状皆伐がよく，伐採時に

地面を荒らさず，侵食地復旧には，侵食防止用樹種と経済樹種の併用，生長の

はやい草本による早急な地力回復，造林に先立つ土木工事の併用による森林造

成と同様に，森林の保育・保護が必要1）であり，北海道では，傾斜20。を中心

とするある範囲が農地と林地の限界を示し，営農法の改善を伴わない緩斜地の

森林の開拓も問題がある，といわれた。

1960年代には，侵食防止に重要なのは，地面被覆を含めた林地土壌で，林木

は林地土壌を生産維持する二次的意義を持ち，伐採による蓄積減少よりは，伐

採木の搬出方法いかんで良好な土壌を喪失するのが問題で，傾斜地農業地帯は

林地適正配置が必要で，瀬戸内の保安林施業は，治山事業実施外地は母樹を残

す皆伐で，治山事業実施跡地は帯状伐採で稚樹を発生させ，侵食されやすい所

は大面積皆伐や粗放な伐採木搬出を行わぬ，とされた。

1970年代には，伐採には， 一時的に落葉層を失う皆伐は望ましくなく，常に

地被物と下草を保持する森林となるように，老齢木と枯死木の管理伐採を含め

た択伐その他の非皆伐作業・小面積水平帯状皆伐が望ましく，落葉層が十分保

持されれば，皆伐も問題なく，小面積皆伐で伐区を分散させ，地表の裸地化は

もちろん，撹乱－圧密の少ない伐出方法とし，伐採跡地は，伐根・小径木の等

高線配置，伐採木枝葉の散布などを行い3），林床地被物・下草が保存される伐

採搬出であれば，土木除去は支障なく，林床に常に厚く安定した落葉・草生を
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保持することが要点である市），といわれた。 15。を超す急斜地の大型搬出機械

導入，沢に近接の搬路作設は望ましくなく，伐採跡地は伐採枝条を散布し，ま

た，定置方式の粗放林内放牧を改め，林床植生・落葉被覆を常に一定量保持す

る期聞を定めた輸換放牧を行い，傾斜20。～25。を超えた急斜地の放牧を避け，

森林火災激甚地はワラ伏せ工や簡易土留工が必要で，裸地率5%，地被物厚さ

1.5 cm （乾重0.5kg/m2）を限界として林地の保続をはかるのが必要5)6），とさ

れた。

1980年代には，人工林施業は，除間伐による下層植生導入，地力維持や立木

本数の密度調整で上層針葉樹，下層広葉樹の林分造成，尾根筋に広葉樹導入が

必要であり，人工林侵食防止は，若齢級の広葉樹進入，壮齢級は本数調整と人

工林内の広葉樹配置，高齢級は択伐と広葉樹との混交林，本数調整できない二

段林の一部は，一部上層木伐採の本数調整，樹下植栽にスギ・ヒノキだけでな

く広葉樹混交がよい，といわれた。

(4) まとめ

1) 森林の作用・影響

①林内の雨滴分布は降雨強度によらず一定で，森林は降雨強度に対する機

能が大きく，樹冠高低いほど雨滴の地面衝撃力は弱く，大型径雨滴を作る樹種

もある。

②落葉落枝・地表植生の地被物は，降雨・傾斜より，侵食に及ぼす影響大

で，地被状態が良好，根量が多いほど，雨滴侵食・凍上侵食を防止する。

①無林地・裸地は，それぞれ有林地・自然、植生地の数倍～数十倍の侵食量

で，良好な林地は草地・農地より侵食少ない。

2）森林状態による差

① ヒノキ・ヒバはスギ・マツより，針葉樹は広葉樹より，幼齢林は壮齢林

・老齢林より，侵食量大であり，蓄積が多くても地面被覆物がないと，侵食が

発生する。

①地表植生・地被物の消滅，森林伐採，地表を撹乱する伐出は，侵食を増

大し森林火災・放牧度激しいほど侵食量は多くなる。

3) 森林管理

①低木・下草・林床地被物の豊富なうっ閉度の適度の広葉樹複層林や針広

混交林がよく，落葉層が十分保持されれば，針葉樹人工一斉林も問題ない。広
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葉樹，とくに落葉量多く林床層厚い落葉広葉樹が，侵食防止に好ましく，ヒノ

キ単純林は好ましくない。

②侵食防止には，非皆伐・小面積水平帯状皆伐が望ましく，搬出時に地表

を撹乱せず，伐採跡地は枝条散布など簡単な地表被覆物による落葉・下草の保

持が大切で，除間伐・本数調整伐で下層植生・広葉樹を導入する。

①営農困難な急斜地は，地表保護物を保持する輪換放牧を行い，侵食地復

旧は，生長はやい草本・土木工事で早く緑化する。
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2. 山崩れ防止

(1）森林の作用・影響

1) 森林の作用

戦前には，樹幹のなだれによる山崩れ防止，アカマツなど深根の杭作用と
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ナラ類の広い根張り，新しい伐跡地の未腐朽伐根の抵抗力，マツ重量の崩壊

加速の疑問視，低木・ササブロックの樹根による地盤への結び付け，樹根の

土のせん断抵抗増大と平面的緊縛作用，があげられた。

1940年代後半には，森林は，樹根による土壌緊縛のプラス面と，降雨の土

壌飽和のマイナス面があり 1)，草根による小土塊を樹根が大土塊に結合して

山全体を覆うとされた。

1950年代には，林木の重量は深さ lmの土層重量の数%で，大雨による

土壌の含水量増加，根系の表土層強化による凝集力増加，に比べ無視でき

る，林地土壌の亀裂に対する抵抗力2），崩壊には，地形・地質などの素因に

降雨・融雪などの誘因が働いて起こり，森林の働きはそれほど大きくなく，

また，基岩に弱点があれば，森林がよくても崩壊防止できず，森林だけで崩

壊を防止する，または防止で、きないとするのは，誤りで，森林はその機能の

範囲内で土層・基岩の弱点、を補い，森林がないと， それだけ抵抗力は減少す

る3），といわれた。赤城山で，根系 networkの疎または中断による抵抗力弱

化， アカマツ林地の根系板状層が崩壊の因，高野山で，根の密度分布と崩壊

発生が一致すること，が示された。

1960年代には，森林は，根系の土壌緊縛，地上部の二次崩壊防止などのプ

ラス面と浸透増加，重量増加のマイナス面，があるが，マイナス面も森林機

能の全面的否定とはならず，根系より深い崩壊には無効でも，浅い崩壊は防

止できる5）とされた。崩壊と関連深い抜根抵抗力の経年変化などが測定さ

れ，根系のある林木は，同直径の杭の2.5倍の抵抗力があった。伊豆水害で，

40～50年生のスギも根は 1～1.5m程度で深い崩壊に無関係，山梨水害で，

樹幹部・根倒れした林木の崩壊土砂留止，森林の浅い崩壊への強い抵抗，既

崩壊の拡大防止，二次崩壊の防止，が報告された。

1970年代には，根の抵抗力測定が盛んとなり，根には杭作用と網作用の双

方があり，根の混入密度密なほど斜面が安定する実験も行われ，また，斜面

の安定係数も考えられ，林木生長や緩傾斜で安定度を増すことが示された。

六甲山では， 40cmより深い根が少ないほど崩壊多く，丹沢山では， 60cm

より深い根量が崩壊と関連深い，と推定された。

1980年代には，崩壊は地形・地質・降雨などの因子により起こり，森林の

働きはそれほど大きくなく，他の因子を相殺することは必ずしも可能でな

く，植物の蒸散は土のせん断強度を補強し，土の貯水容量を増大させる，と



川口 森林の土保全機能を再考する 85 

された。土層の圧縮強度を増強する根系の崩壊防止実験も行われ，水平根の

表土層保持効果と鉛直線のすべり面押し下げ効果，伐採後10年前後の安全率

最低のときも，根のない場合の 4倍以上の安全率で，水平根の効果は垂直根

の1/3から1/4である25），と報告された。島根水害で， 200～300mmの雨量

では，森林の崩壊防止機能は顕著であるが， 500mmを超える豪雨では，根

系が基岩に達しない風化土層で崩壊が発生した。

1990年代には，山崩れは，地形・地質・土壌などの素因と降雨・融雪・地

震などの誘因が総合的に働いて発生し，森林だけが山崩れを発生または防止

する因子でなく，森林の山崩れ防止機能は，山崩れのタイプによって限界が

あり，森林はその根系の働きが及ぶ表層崩壊の防止に有効で，根系の杭作用

と網作用が中心となる16），林地は樹冠遮断－初期損失能により斜面の間隙水

圧を制御し，根系はせん断抵抗により崩壊を制御する効果があるが，いずれ

も限界がある18），樹木の根系が土層の強度低下を防止して表層崩壊を防止

し，土砂災害防止の中心である 19），といわれた。土壌薄く乾燥性の凸斜面・

尾根型斜面では，根系は緊縛作用と杭作用があるが，土壌厚く湿潤性の凹斜

面・谷型斜面では，根系の緊縛作用・杭作用は期待できず，アーチ作用が考

えられ，周辺の安定地帯（尾根型斜面）の樹木の杭作用・緊縛作用でアーチ

支持体の役割を果たす20）と考えられた。林木根系による斜面安定化作用を解

明するには，根系の抗張力－土壌緊縛力（引抜き抵抗力）・せん断力増強の

力学的解明の必要があり 21），斜面の安定解析の結果，曲げ破壊を考慮した底

面部・側面部の根系抵抗力は崩壊発生全抵抗力の 2割程度を占める22）のが示

され，竹田災害では，根系と崩壊の関係は薄い18），といわれた。

2) 森林の有無

戦前には，なだれによる崩壊は，天然林になく無林地に集中の例，山梨県

下－兵庫県下で，無立木地は立木地より崩壊著しい例，北九州で，原野は造

林地の 4～7倍の崩壊例，群馬県下で，採草地は林地より崩壊多く，有林地

は崩壊が押さえられ，無林地は諸国が直接土壌に影響し崩れやすい例，が示

された。

1940年代後半には，秋田県下で，採草地－未立木地に崩壊発生し，草地侵

食のガリーが崩壊に至り，天然、林に崩壊発生しなかった。

1950年代には，根の混入多い林地は，草地や裸地より，根網層で土壌の割

れ目ができにくく，異常浸透が起こらず安全であるのとされた。赤城山で
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は，無林地の崩壊は有林地より多く，無林地のほうが崩壊の起点となりやす

く，阿蘇山の崩壊地では，上の黒色火山灰層にとどまる草の根の切断は見ら

れず，下の黄褐色火山灰層・基岩に達する樹根の切断は見られ，崩壊頂点を

結んだ尾根に平行な線は，林地は草地より低位置の例，門司では，無林地は

有林地の 3～4倍の崩壊の例，福岡県下で，強大な根のない草生地の抵抗力

の弱さ，筑後川流域でも，林地は草地など無立木地より崩壊が少ない例，が

示され，愛知県下で，有林地は晴天続きで無林地より土壌は深い所まで乾

き，雨水飽和容量を増し，崩壊を免れる場合があり，荒廃地基礎調査では，

無林地は有林地の崩壊か所2.2倍，崩壊面積1.9倍，崩壊土砂量1.3倍4），が報

告された。

1960年代には，福井県下で，無林地は有林地の 2～7倍程度，島根風化花

崩岩地帯で，無林地は有林地の 2倍近い崩壊，が示された。

1980年代には，根が深さの方向にそれほど減少しない所は，林木の有無が

ほとんど斜面安定に関与せず11），スギ林地は裸地の10～30%のせん断抵抗の

増大，ケンタッキー31フェスクは密度の大きい根は表層だけで，ヤシャブシ

は深い位置まで根が入り凝集力成分が増す，といわれた。

1990年代には，無林地は有林地の崩壊か所数・面積の 3倍前後が多く，平

均面積は有無林地相似て，有林地は崩れた場合大面積となることが多く 24)'

竹田災害では，スギ林・竹林・農地などと無関係に崩壊発生した18）。

(2）森林状態による差

1) 樹種

戦前には，アカマツ深根の杭作用とナラ類の根張りの強さ，北九州で，ス

ギの崩壊面積大きく，兵庫県下で，クロマツ林地とスギ林地の崩壊多く，群

馬県下・朝鮮では，針葉樹が広葉樹より崩壊率高く，ケヤキ・カエデの抵抗

力強く，大隅半島では，スギ・ヒノキ崩壊多く，クロマツは少ない例，が示

された。

1940年代後半には，スギの浅根，ブナ ・スギ・ヒノキ群叢のシイ－イスノ

キ・マツ群叢より崩れやすさ，がし、われた。

1950年代には，赤城山で，針葉樹は広葉樹より崩れやすく，早池峯山で

は，老齢ヒパは浅根で崩れやすく，栃木県下で，地震時落葉した広葉樹林

は，樹冠重い針葉樹林より，抵抗強く，阿蘇山では，マツは抵抗強く，スギ
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弱く，根系の発達よく地上部軽い広葉樹は，根系の発達悪く地上部重い針葉

樹より，抵抗力強く，福岡県下では， networkの著しい広葉樹は抵抗力大，

近畿水害では，浅根のスギ・シュロはアカマツより崩壊多く，荒廃地基礎調

査では，ザツ・スギはマツ・ヒノキより崩壊多＼， ,4），のが報告された。

1960年代には，アカマツ直径30cmで9tonの抵抗力，伊豆水害で， 40～

50年生スギも根は 1～1.5m程度で深い崩壊に無関係，が知られ，島根県下

で，アカマツ 10年生以上の垂下根は，風化表層土より深く伸び基岩に達した。

1970年代には，根系密度は，ヒノキ少なし広葉樹に多く，地上高50cm

の10～12cm径の抗張力は， ミズナラ2.7 ton，クヌギ2.4ton，針葉樹30cm

径で10ton, 40 cm径で20ton程度，天草では，垂下根の抗張力は，スギ壮齢

木3.5ton，壮齢広葉樹3.1ton，側方根は，スギ壮齢木1.9ton，広葉樹2～3

ton，が測定され，広島県下・丹沢山では，スギなど針葉樹林地の崩壕率は

広葉樹林地より高かった。

1980年代には，コナラ・ミズナラ・カシワは深根性多分岐の根で，ハルニ

レ・シナノキ・イタヤカエデ・ヤマハンノキは浅根性少分岐であり，祖母山

で，ネムノキは深根で， 10年経過でも伐採前の根が健在で，スギ・ヒノキは

3,000本／ha程度の13年生以上で，根系の網効果が期待でき，大分県で，ス

ギの崩壊率大きく，マツはO，高知県下で，スギ・ヒノキは崩壊多く，マツ

・ザツに少なく， 三重県下で，スギと天然広葉樹に崩壊多く，長崎水害で針

案樹は広葉樹の 2倍の崩壊であった。

1990年代には，崩壊量は，スギとザツが大きく，マツは小で，針葉樹は広

葉樹より大きいが，樹種より林齢の影響のほうが大で24），阿蘇・竹田災害で

は，針葉樹と広葉樹，深根樹と浅根樹など，樹種の違いの崩壊への影響は大

差なかった18）。

2) 林種

戦前には，山梨県下で，針葉樹または広葉樹の単純林は針広混交林より，

群馬県下で，人工林が天然林より，大隅半島で，単純林は混受林より，崩壊

多いことが報告された。

1940年代後半には，秋田県下で，天然林には崩壊が発生しなかった。

1950年代には，いろいろの深度の根がある混交林の抵抗力の大きさ，和歌

山県下で，人工林は netの中断されない天然林より，荒廃地基礎調査では，

単純林は天然、林より 4），愛知県下で，ヒノキ再造林幼齢林地は萌芽低林よ
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り，崩壊多いのが報告された。

1970年代には，天然、林は人工林より崩壊少ないが，林齢高い林地では大差

なく 25），千葉県下で，人工林は天然林より崩壊率高かった。

1980年代には，山形県下で，針葉樹林E齢級以下，広葉樹林E齢級以下，

針葉樹林E齢級超，広葉樹林E齢級超，混交林の順に崩壊しやすく，日高で

は， 200mmを超える豪雨では，優良造林地も不良造林地と同様に崩壊し

人工林と天然林にも差がなかった。

1990年代には，人工林は天然林の 4倍程度，単純林は混交林の 2倍程度の

崩壊量24）といわれ，竹田災害では，人工林と天然林などの違いの崩壊への影

響は大差なかった18）。

3) 林齢

戦前には，山梨県下で， 20年生までの幼齢林は根が細く切れやすく，北九

州－丹沢山・大隅半島では，齢級の増加につれて崩壊は減少し北秋田・群

馬県下・大隅半島では， 10年生以下に崩壊率高く，朝鮮でも，幼齢林地に崩

壊多い，ことが報告された。

1950年代には，門司で， 10年生以下の幼齢再造林地は前生樹伐根が役立

ち，根網層弱し、幼齢林地は抵抗力弱く，近畿水害では，幼齢林は土壌と基岩

との連結が不十分で， I齢級は他齢級より崩壊多く，齢級の増加につれて崩

壊は減少し愛知県下で，ヒノキ再造林の幼齢林地は前生樹伐根の腐朽した

root channelで滑落し壮齢林は崩壊を起こす限界雨量をlOmm程度高め，

荒廃地基礎調査では， 10年生以下の幼齢再造林地の前生樹伐根の未腐朽， V

齢級まではE齢級を最大として齢級の増加につれて崩壊減少しり，伊豆水害

では， I齢級（5年）が崩壊数・面積とも最大で， W齢級まで順次減少する，

といわれた。

1960年代には，伊那谷災害で，針広とも幼齢林地に崩嬢多く，福井県下・

岐阜県下－兵庫県下・鳥取県下で， 10年生以下に崩壊多い，とされ，また，

齢級の増加で崩壊は減少し，島根県下・兵庫県下・福井県下・新潟県下で，

崩壊面積率と 10年または20年生以下の幼齢林面積率との関係も見出された。

1970年代には，根系密度は林齢高いほど高く，根系分布量と関係する幼齢

林面積率で崩壊面積率が推定でき，斜面の安定係数は林木の生長で安定度を

増し，林齢20年までの崩壊率は， 20年以上の 3～6倍程度高い25），とされた。

広島県下で，幼齢林に崩壊多く，老齢林に少なく，千葉県下で， O～12年生
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の初期林分の崩壊率高く，熊本営林局管内でも，崩壊は 4～6年生がピーク

で， 10年生までがなかばを占め，丹沢山で， 10年生以下に崩壊多く，天草で，

10年生以下に崩壊多く，齢級の増加で崩壊減少し 40～50年生以上で再び増

加し崩壊率は10年生以下の幼齢林面積率と関係があり，長野県下で，崩壊

は9年生以下の林地で， 10年生以上に見られず，福岡県下で， 20年生以下の

崩壊危険率が高い，と報告された。

1980年代には，スギ 6年生の主根直径は 1cm足らず深さ50cm程度で，

スギ17年生は6年生の10倍以上の根量で深さ80cmに達し，ブナ49年生でそ

の30倍以上となり，スギの生長に伴う斜面の安全率は， 10～20年で急増し25)'

神奈川県下で，林齢高い林地に崩壊少なく，祖母山で， スギの根は13年生以

上で200cmを超えることは少なく， 10年生以上に崩壊少なく， 20年生以上

でさらに減少し三重県下で，アカマツ10年生以上の深根の土層と基岩の連

結，長崎災害で，林齢広葉樹0～10年，針葉樹11～20年に崩壊多発し， 21年

以上で少ない，のが知られた。

1990年代には，崩壊地数・面積は， 20年生以下，とくに10年生以下が大

で，壮齢林の 2倍以上を示すものが多く，齢級の増加とともに減少する24）と

いわれた。和歌山県下で， E齢級の崩壊が 5割以上を占めた23）。

4) 蓄積，立木密度

戦前には，山梨県下で， 50年生以上疎林は50年生以上普通林より崩壊多

く，兵庫県下で，広葉樹うっ閉林分以外の林分面積率と崩壊地数は正比例す

る，のが知られた。

1950年代には，赤城山で，粗悪、林地は崩壊の起点となりやすく，近畿水害

で，疎林は密林より崩壊多く，荒廃地基礎調査では，組悪不良薪炭林に崩壊

多い4），とされた。

1960年代には， 20年生以下の造林地に崩壊多いことと針葉樹収穫量から，

材積20m3/ha以下ははなはだ危険， 60以下は危険， 60～110はやや安全，

110以上は安全6）と推定され，北海道で，崩壊発生の材積最低限は，傾斜38°

でOm3/ha，位。で60,50。で150～160で，これ以上材積多い所は崩壊はあま

り発生せず， 100m3/haの材積が必要7）とされた。

1970年代には，六甲山で，疎密度疎なほど崩壊率高く，天草－丹沢災害

で，立木密度高い林地に崩壊少なく，疎密度小さいほど崩壊率大きい，のが

示された。
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1980年代には，林分の総蓄積が多い森林ほど崩壊抵抗力強く， 100m3/ha 

以上が崩壊率小さく， 150以上はほとんど崩壊せず14），神奈川県下で，立木

密度高い林地に崩壊少なく，日高災害で， 1,000～2,000本／haの広葉樹二次

林に崩壊多発し，未崩壊地と崩壊地で立木本数に大差ない，といわれた。

1990年代には，崩壊地数・面積は，疎林は密林の 2倍程度を示し，疎密度

の増大とともに減少する24）のが知られた。

5) 地表状態

戦前には，落葉落枝・地表植生の地表水の削磨・渦発達の防止，低木・サ

サブロックの樹根による地盤への結び付け，がし、われた。

1940年代後半には，草根による小土塊の樹根による大土塊への結合があげ

られた。

1950年代には，荒廃地基礎調査で， 10年生以下の幼齢再造林地は，下草・

低木の存在で崩れにくく，幼齢から壮齢への草から低木への変化で，崩壊が

減少する4）のが示された。

6) 森林伐採

戦前には，朝鮮で，新しい伐跡地の残存未腐朽伐根の抵抗力，北九州で，

皆伐による根の腐朽で，原生林は皆伐で崩れることがあり，北秋田で， 5～

10年の伐跡地は，造林地や老齢林より，崩壊が多い，のが報告された。

1940年代後半には，秋田県下で，択伐の多い国有林には崩壊少なかった。

1950年代には，林木の過度の除去は両岸山腹崩壊を誘発し，和歌山県下

で，択伐林は皆伐人工一斉林に優位し，福岡県下で，伐跡地も伐根腐朽しな

い聞の抵抗力残存，愛知県下で，ヒノキ再造林幼齢林地は前生樹伐根の腐朽

した rootchannelで滑落し，山梨水害では，伐採が旧生崩壊を拡大し，皆伐

より択伐がよい，のが示された。

1960年代には，マツ類の伐採後の根の抵抗力経年変化が測定され，岩手県

下で，未伐採区は異常なく，伐採区は伐採前より弱L、雨で崩壊し北海道

で，崩壊面積率は，伐採跡地の 5%，未伐採地0.5%，が報告された。

1970年代には，抜根抵抗力は，針葉樹は伐採後3年で80%前後に低下し，

クヌギ・ニセアカシアは伐採後年とともに増加し，クヌギ・ミズナラは伐採

後6年経過でも根は生存するが，その他の樹種は50%以下に低下する，のが

測定された。斜面の風化土層は伐採で元に戻らぬ不可逆変化し，皆伐造林地

に崩壊多発し，伐根の腐朽で安定係数は，更新初期に減少し植栽木生長で
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再び増加し林木伐採で伐根が腐朽しでも，林地の安定係数が裸地より小さ

くならない，北海道で，皆伐跡地の崩壊発生は林地の 7～11倍で，皆伐後3

年で 1ha/km2の崩壊面積となる，のが示された。

1980年代には，抜根抵抗力は，伐採後経年的に低下し，更新後5～10年で

弱くなり，林分材積からの推定の林齢5～15年の抵抗力が最小，または崩壊

実態とよく一致し9），伐採後10年前後が安全率が最小で， 20～30年で最高と

なる25）とされた。岩盤に根が伸長しない土層では，伐採が崩療に関係し，基

岩に凹凸多く岩盤中に根が伸長する薄い土層は，伐採しでも崩れにくく，遷

移層で根の伸長が制限され根量が深さとともに減少する土層は，伐採で遷移

層と表層土の境ですべりやすく，根が深さの方向にそれほど減少せず発達良

好な厚層土層は，伐採はほとんど斜面安定に関係しない11），とされた。日高

では，伐根腐朽の伐跡地に崩壊多発し，北海道で，拡大造林の皆伐跡の造林

地に，伐採後数年で崩壊多発し，島根県下で，伐採跡地の集水地形がほとん

ど崩れ，また， 40。以上の伐採跡地のスギ造林は問題である，といわれた。

1990年代には，ブナ伐根の 4年経過の湿潤状態の引張強度は，生立木の

40%程度，ブナ根の湿潤重量は，生立木9.69kg/m2，伐採後2年で8.25,4 

年で2.63と，伐採後4年で生立木の30%以下で，直径で0.5cmより細い根の

減少が著しかった17）。伐跡地は，伐根の腐朽の有無のためか，森林地との差

は明確でなく，崩壊は，皆伐地は非皆伐地の10倍程度，択伐地は皆伐地より

少ないとみられ24），皆伐は崩壊発生を助長し，択伐は崩壊発生少ない25）。

(3）森林管理

1) 望ましい森林

1960年代には，広大な山地では，老齢木は伐採・更新して各齢級の林木が

深さを異にして存在するようにし5l, 100 m3/ha前後の材積が一つの目安で，

積雪の移動圧の考慮が必要な積雪地帯では，さらに大きな材積が必要であ

る7），といわれた。

1970年代には，崩壊防止には，強じんな根の深根性壮齢木を主林木とした

針広混交林で深根性樹種と浅根性樹種を組み合わせ，多層林分が望ましく，

常に多くの壮齢木を維持し，崩壊しやすい10年前後の幼齢林地が一時に大団

地にまとまらなし、8）こととされた。

1980年代には，深根性壮齢木を主林木とし，根域の異なる針広混交林がよ
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く10），樹種や生長に限界がある標高高く降雨量多く地質－土壌条件の悪い地

域は，根域が広く深く発達した森林に誘導し，林木根系の土壌支持範囲か

ら，直径20,40, 60 cmに対し，材積は，広葉樹がそれぞれ79,320, 645 m3/ha, 

針葉樹でそれぞれ88,329, 831 m3/haを最低確保しまた，単木択伐で択伐

後の材積，水平帯状皆伐で傾斜方向の残存木材積が150m3/ha以上が必要

で，予防治山ダムなどの施設があれば， 100m3/haが限度14），と考えられ

Tこ。

1990年代には，表層崩壊防止を最優先さぜる地区は天然林，木材生産と表

層崩壊防止を両立させる地区は高齢級を含む複層混交林とし19），保全林は，

単一樹種では単木的に樹冠が大きく，樹冠被覆率の高い森林，つまり単木材

積大きく林分として総蓄積が大きい森林が抵抗性が高い20），といわれた。

2) 望ましい森林配置

戦前には，地質から崩壊難易度を定め，地質－土壌別に保安林や施業制限

林を指定し，一定傾斜以上で聞こんを禁止する森林の取扱い・制限，が提案

され，大面積の幼齢林地を河川両側に集中させないこととされた。

1950年代には，崩壊危険度高い所は，土砂崩壊防備保安林の指定だけです

ませず，林地保護工事を行い，また，土砂崩壊防備林は，土砂流出防備林と

異なり，崩壊危険か所の小面積に配置すればよい，と提案された。

1960年代には，広大な山地のどこにでも発生する山腹滑落・渓岸崩壊は予

測困難で，深根樹混交，老齢木の伐採・更新，樹根の深さの異なる各齢級の

林木による森林を山地全面に配置し，崩嬢危険地は，危険度に応じた望まし

い森林を配置し，水源地帯の裸地部・疎開部は，生長のはやい樹草の導入で

森林被覆を形成させるのがよし、5），といわれた。

1970年代には，崩壊危険地は，地質では風化花崩岩・破砕帯など，地点で

は基岩が流れ盤，堆積層・基岩や両者の境に粘土層介在する所などで，地形

－地質－土壌で崩壊危険地を相対的に判断し危険度の順に崩壊防止に望ま

しい林分を配置し8），家屋－耕地・道路などが崩壊で被害のおそれある所

は，その地盤不安定な急斜地の森林を保安林に指定し，厳重な施業制限を行

う，ことが提案された。

1980年代には，崩れやすい地質や破砕帯で傾斜30。～40。，谷密度大きく起

伏量大な地核に，森林を配置し，同一流域内に幼齢林地を少なくする10），渓

流沿いの林帯造成で崩壊土砂の阻止をはかる，のがよいとされた。
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1990年代には，斜面勾配・土層厚さ・地質で，表層崩壊防止を最優先させ

る林地，木材生産と表層崩壊防止を両立させる林地，それ以外の林地を定

め，それぞれに適する森林施業を行う 19），のが必要とされた。

3) 望ましい森林施業

戦前には，崩壊地とその周辺の施業として，過度の枝打ち・根株採掘の禁

止，老齢林内の未立木地造林，崩壊発生危険地の浅深樹根による土壌緊縛，

大面積皆伐の回避，山腹集水か所・小窪・林道両側の抵抗性樹木の植栽，針

広混交林の造成，などと，崩壊外縁部は，老木・高木の伐採，林相良好な低

林の造成，崩壊外地は，樹高の 3倍以上の幅の深根性壮齢林か，幅不足のと

きは林齢の少ない低林造成，崩壊外縁部と崩壊外地の立木の幅広い残存， 2

崩壊地聞の山腹の立木残存，荒廃裸地のすみやかな治山工施行，が考えられ

た。六甲山では，地区所有林野を市町村有に統一し，私有林野の改良，林野

の保護・手入れ・取締りを行い，治山用樹種のほかヤマモモ・ヤマハンノキ

などの導入と山腹凹部のマツとヤマモモの二段林が提案された。

1940年代後半には，赤城山で，標高600m以上は絶対的林地とし，崩壊発

生危険地は保安林に指定して合理的施業を行い，適地適木の治山造林と治山

施設の強化，がし、われた。

1950年代には，崩壊防止の一般施業として，①崩壊危険林地の予知，②伐

採時の表土壇乱と急斜地の乱伐禁止，③林地内の魚骨状の主水路と枝状集水

路，④脚部侵食を受ける山腹の山脚回定施設，が提案され，地質・地形的に

危険な山腹は，低林または草地とする，地すべり地は，山腹植栽を行わず森

林伐採し，牧野または飼肥料地が適当，の意見も出された。崩壊危険性高い

所の土砂崩壊防備林は，脚部固定の渓流工など積極的に林地保護し，表面侵

食防止で崩壊危険地形の出現を未然に防く＼の提案もあり，土砂流出防備林

と異なり，土砂崩壊防備林は崩壊危険か所の小面積でよいが，施業制限はき

びしく禁伐的な取扱いとする，また，伐採制限を全流域の森林に画一的に当

てはめず，崩壊危険地は更新上必要最低限の伐採とし，伐採しでも危険のな

い所は，相当広面積の伐採も差し支えなく，択伐でも伐採時の木落し食渓を

つくらず，大面積の山地を保護する森林を保護しその森林の崩壊防止機能

を増大させる，とされた。

赤城山では，森林の大面積皆伐を避け，保残木的取扱いか小面積作業と

し，高齢の枝の張った木の択伐，低木の短伐期大面積作業の回避，崩壊発生
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危険地の深根性広葉樹の条状植栽，または浅根性と深根性樹種の単木か帯状

更新，中腹以上はナラ・クリ，中腹以下はケヤキの横条帯状更新，渓間堆積

地はケヤキ・ナラ・クリ植栽，山麓はスギのほかケヤキ造林，山麓または谷

間の土壌深い所は生長力大きいスギ・カラマツ・キりなどだけでなく，ケヤ

キ・クヌギ・カシなど深根性広葉樹の混交，早池峯山では，自然復旧崩壊地

の植生参考の第一次成林と崩壊地周辺の過熱林分択伐で後継樹保育，天然更

新適地の裸地の寒冷に強いヒメコマツ誘導，が提案された。近畿水害では，

崩壊危険地は，崩落層の外まで主要根の伸びる樹木植栽，土壌深い急斜の凹

型集水地形は，スギ・ヒノキ単純林とせず，深根有用広葉樹を混交し，崩壊

危険性高いシュロは，渓流沿いを避け山腹上部・中部の凸地形に植栽し，過

度の伐採を繰り返しの薪炭林は，傾斜方向の連続伐採を避け，取扱いに注意

する，とされた。シラス採砂跡地は，山麓はナタールパーグ台切りで樹高を

制し，常緑樹を導入し，斜面上部はイタチハギ・メヤシャブシ・メダケ・ホ

ウライチク植栽，が適当とされ，愛知県下では，土壌 1m以下の所は，幼

齢林になるまで崩壊危険性高く，なるべく低林とし，人工林とするにも幅の

狭い帯状皆伐として必ず一部に帯状低林を残し，土壌深い所も，小面積帯状

皆伐で一部に低林を残し，更新部分が幼齢林となったあとに残存部も更新

し，更新面の幅は狭くとも30mとし，傾斜変換点付近は，幼齢までの低林，

小面積帯状皆伐，幅の狭い更新を徹底的に行い，場所によっては，等高線平

行のハチマキ状の禁伐低林帯を設ける，とされ，伊豆では，急斜の頭の重い

木は，台切りして択伐林型とし地層のかわり目と変曲点が重なった所は，

広葉樹中心の択伐林型とする，といわれた。

1960年代には，広大な山地対象の山腹滑落や渓流崩壊には，深根樹活用と

樹根の深さを異にする混交林とし，粗放な運材をつつしむとされ，渓間堆積

地は，ケヤキ・タケを混生させ，針葉樹林地にケヤキを混交し，土壌薄い山

腹上部の急斜林地は，高林作業をやめ，草生地または低林作業とする，土砂

崩壊防備林の多くは崩壊の発生しやすい地形・地質の所にあり，森林機能の

限界以上の要因で崩壊発生が予測されるときは，予防治山を行う，崩壊危険

度の高い所や土壌条件の悪化をきたす急斜地は，大面積皆伐作業をやめ，択

伐・小面積水平帯状皆伐とし，深い土層まで進入する深根樹を植栽する，と

された。山梨県下では，伐採が旧崩壊の拡大を加速し，無計画伐採で農地転

換や粗放運材で崩壊誘発をつつしみ，保安林は崩壊しないと森林機能を過大
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評価し，山地の全森林を保安林または，それに準じて施業を規制する必要は

なく，成林の円滑化，過熱林分の伐採・更新など施業の高度化をはかるのが

必要，といわれた。

1970年代には，崩壊防止の施業は，スギ・ヒノキだけでなくマツや深根性

広葉樹の植栽，保安林の設置－維持にも，スギ・ヒノキ一辺倒でなくマツを

混植し，大面積皆伐をせず択伐が望ましく，尾根筋に幅30～50mの混交保

護林帯設置，皆伐一斉林は傾斜20。以下に限り，老木・枯死木の管理伐採を

含めて長伐期の単木択伐その他の非皆伐施業とし，防護林帯の造成・維持に

配慮し8），萌芽更新の旺盛な広葉樹林を活用し， ミズナラ・クヌギなどの萌

芽力があり深根と多分岐の緊縛力大なものが適樹，とされた。千葉県下で，

遷移の観点からの閉鎖林分の取扱い，その後の伐採・地ごしらえ，新植造林

地のっくりかた，植栽樹種・保育，が必要，といわれた。

1980年代には，壮齢林以上は除間伐推進で根系を発達させ，深根と浅根の

単木か帯状の混交林とし，林道は崩壊防止の路線選定，築設工法選択，法面

安定に配慮し10），択伐作業がよく，択伐が困難であれば，二段林施業を行

い，広葉樹天然林伐採でスギ造林は，広葉樹伐根が腐りやすく，伐期の延長

あるいは非皆伐施業がよく，また，沢筋・渓流沿いを除く広い斜面の森林

は，崩壊防止目的の施業は困難で、，木材生産を行いながら保全をはかり，非

皆伐施業を進め，時間的・空間的に伐区の分散，保護林設定，伐採率制限，

更新期間短縮を行い，林道を土地の切盛りを少なく排水のよい施工とし，集

運材も保全に配慮し，伐採に伴って予防治山工を実施すれば，伐採は必ずし

もマイナスでなく，保安林も複層林化など施業体系を確立する，とされた。

一般の林地の表層崩壊発生の間隔は 5～10×102年程度で，表層崩壊危険度

の高い斜面は，堅い土層まで進入する深根樹植栽，林内地被物の除去，上層

森林，下層導入草本とし土壌厚層の発達を妨げる12），ことも考えられ，山崩

れに有力な働きをする天然原因は人為で変更・調節できないので，限界はあ

っても山崩れ防止機能を活用できる森林を保持造成し，限界以上は予防治山

工法などで補完し山崩れの防止をはかることも可能13），といわれた。

人工林もよく管理されれば，崩壊防止機能は天然林に劣らず，人工林化

は，単純林でなく，混交林としての複層林とし，人工林可能な天然林は林種

転換を行ってもよいが，同一流域内の大面積の人工林一斉転換は避け，同一

流域内に幼齢林が多くならないように伐採管理し，天然林は改良施業を中心
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とし，高齢の天然林は単木択伐その他の方法で急激でない更新をはかり，伐

採回数は少なく伐期はなるべく長く，局地的な大面積皆伐は行わない，のが

よいとされた。また，針広混交林で多くの壮齢木を残し，長伐期の単木択伐

その他非皆伐作業とし，幼齢林面積を少なくし10），急斜地の大面積皆伐をや

め択伐・水平帯状皆伐とし，単木択伐・水平帯状皆伐でも150m3/haの材積

を残せばよい14），と考えられた。

祖母山では，ネムノキなどの深根で萌芽の期待できるものを導入し，密植

・先行造林，雑木根系を消滅させない下刈りを行い，多段林が有効で，スギ

・ヒノキの13年生以上の林分は， 3,000本／ha程度の植栽本数で，根系の水

平分布の重複で網効果が期待でき，長崎水害では，伐期40年を繰り返す施業

が問題で，伐期の延長，伐採方法選定が必要で，島根水害では，崩壊危険度

高い所は山脚固定の横断工などが必要で，伐採跡地の集水地形，山腹上部の

傾斜変換点での道路開設を避け，また大きな木を育て根系を深い部分で発達

させ，山脚に接した農耕地の利用をやめて林帯造成し住宅を安全な位置に

置き，渓岸沿いの林帯造成で40～50年生のしっかりとした森林とし，森林機

能の限界以上はダムなど土木的手法による補完を行う，のが必要とされた。

1990年代には，表層崩壊防止を最優先させる地区は，天然林の無施業かそ

れに近い状態，木材生産と表層崩壊防止を両立させる崩嬢可能性高い地区

は，深根樹を含む多様な樹種の高齢林を含む複層混交林の択伐施業，その他

の地区は，複層林の非皆伐施業，が標準となり 19），森林は20年生以下では根

系発達十分でなく， 40年生程度までは根系のひろがりは樹冠のひろがりと同

等以下であるので，人工林の伐期をなるべく 60～80年に延ばす必要があり，

択伐や複層林も強度間伐で主林木の密度・蓄積を減少させないのがよい20）と

された。

(4) まとめ

1) 森林の作用・影響

① 森林地上部は，崩土の阻止，崩壊の拡大を防止し森林重量は，崩土

層重量の数%で，士の含水量・凝集力増加に比して無視でき，地面被覆の草

生－低木は崩壊防止する。

② 根系は杭作用と網作用があり，土の強度を増大し，すベり面を押し下

げ，森林の崩壊防止機能の中心であるが，凹斜面・谷型斜面では根系は浅
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く，杭作用は期待できず，アーチ作用を考える必要がある。

①森林は崩壊に対し正負の作用があり，その働きはそれほど大きくな

く，他の因子を必ずしも相殺できず，森林だけが崩壊に関係する唯一の因子

でなく，森林の機能は他国子の程度，山崩れタイプによる限界がある。森林

は，根系の杭作用・網作用・アーチ作用で根系より浅い表層崩壊防止には有

効である。

④無林地は，有林地より崩壊多く，有林地の 3倍程度の崩壊量で，林地

が草地より崩壊防止機能が劣ることはない。

2) 森林状態による差

① スギ・ヒノキはマツより崩壊多く，カシ・ナラ・ネムノキは深根で，

アカマツは根の抵抗力強く，スギは杭作用弱い。根の抵抗力は深根樹が大き

い。針葉樹は広葉樹より崩れやすく，針葉樹ではスギ，広葉樹ではザツが弱

く，ブナ・スギ・ヒノキ群叢は崩れやすい場合がある。単純林は混交林の 2

倍程度，人工林は天然林の 4倍程度の崩壊量である。

① 10年または20年生以下の幼齢林は，壮齢林の 2倍以上の崩壊数・面積

を示すもの多く，幼齢林面積率大なほど崩壊面積率高く，斜面の安全率は

10～20年生で急増し，齢級の増加とともに崩壊量は減少し老齢林で再び増

加する。

① 100～150 m3/ha以上の材積の森林は崩壊少なく，疎林は密林の 2倍

程度の崩壊量で，疎密度の増大とともに崩壊は減少する。

④伐採は崩壊を助長し，伐採前より弱L、雨でも崩壊し，皆伐地は非皆伐

地の10倍程度の崩壊で，択伐地は皆伐地より崩壊少なし、。植栽・更新後 5～

10年で根の抵抗力は最も弱く，林分材積から推定の 5～15年，崩壊実態とよ

く一致し，萌芽しないか，根腐朽の伐跡地は崩壊抵抗性は弱い。

3) 森林管理

①表層崩壊防止最優先地区は天然林，木材生産と表層崩壊防止両立の地

区は複層林がよい。崩壕防止には，壮齢木を主とした針広混交林，深根樹と

浅根樹の組み合わせ，異齢木組み合わせの多層林， 100m3/ha前後の材積が

必要で，施業で望ましい森林に誘導する。

②地質・地形別に崩壊危険地を予測して，表層崩壊防止を最優先させる

林地，木材生産と表層崩壊防止を両立させる林地，それ以外の林地を定め，

それぞれ望ましい森林を配置し家屋・耕地・道路などの保護に危険地の森
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林は小面積の保安林に指定する。

①土砂崩壊防備林は，施業制限はきびしく，林地保護工事と予防治山工

の必要の場合もあり，防護林帯はマツや混植の広葉樹を活用し，非皆伐作業

とする。

④崩嬢危険地には混交林，急斜危険地には深根樹，山腹集水か所に針広

混交林，中腹以下は経済樹種に深根樹混交，土壌浅い所は低林，安全な地形

への植栽，深根性・萌芽性・自然復旧植生の活用をはかる。危険地は択伐・

小面積皆伐とし，伐採回数を減らし，長伐期とし，危険度に合わせ伐採度を

定め，粗放な伐出は行わぬ。

①長伐期の非皆伐作業，マツ ・深根樹活用，混交林・多段林・大木の択

伐林型造成，小面積作業，二段林施業，大面積林種転換の回避，保全と木材

生産の併行・調整，防災林帯設置，危険地の低林・草地利用や予防治山工，

崩壊防止の林道開設，などを行い，森林施業の高度化で崩壊防止機能を高め

る。

⑥林内地被物の除去，上層森林，下層草本で土壌厚層の発達を妨げる，

人工林では伐期を60～80年まで延ばし根系を十分発達させる，ことも考えら

れ，表層崩壊防止最優先地区は，天然林の無施業かそれに近い施業，木材生

産と表層崩壊防止両立の崩壊危険性高い地区は，複層混交林の択伐施業，そ

の他の地区は，複層林の非皆伐施業とする。
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3. 土砂流出防止

(1) 森林の作用・影響

1) 森林の作用

戦前には，岡山県下で，荒廃山地が治山で壮齢林になると，出水は濁らず

川床は低下し，農業・治水上有利になり，鳥取県下で，森林は樹冠・地被物

で侵食を防止，無林地は砂粒流出，森林地は泥士流出，とされた。

1950年代には，洪水もそのなかの多量の流送土砂によって被害が増大する

ので，森林は荒廃作用で生産される土砂の下流への流出を防止し，森林の土

砂流出防止は，洪水防止にも重要な役割を果たす，といわれた。

1970年代には，森林法指定の土砂流出防備保安林は，山地土壌の表面侵食

と上流地域からの土砂の流出の双方を防止し，土砂流出によるダムの埋没防
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止にも，水源地帯の森林整備が必要である，とされた。

1980年代には，土砂流を抑止した広葉樹三次林に働いた力は， 38本計で

49 tonで，一度動き出した土砂の抑止には，急、斜では高齢の立木が必要で，

50～60年生のスギ林が土石流を抑止した場合もあり，倒れた樹木で、も流出土

砂のエネルギーはほとんど吸収する。長崎水害で，崩土の20%程度が林内に

停止し，日高では， トドマツ・カラマツ・スギの屋敷林が，流下崩土のエネ

ルギーを減殺した例，岩手県下で，渓岸保護林帯は上方造成草地からの流出

土砂を回止した例，滋賀県田上山で， 10,000m3/km2／年の裸地の土砂流出量

に対し，山腹植栽地は1/100～1I1,000程度に少ない例17），が報告された。

1990年代には，林木は斜面上部や上流からの流出土砂のエネルギーを吸収

し1会），林木および根系は，縦侵食に対する抵抗は大きいが，横侵食に弱く 15),

奥羽山地・北上山地で，集材作業終了後2～3年経過で植生が回復し，流出

土砂は低減した16），といわれた。

2) 森林の有無

1950年代には，山形県下で，有林地年0.5ton/ha，無林地0.6ton/ha以上

の流出土砂があった。

1960年代には，一般に流域からの年流出土砂量（m3/km2）は，荒廃地 104,

裸地 103，農耕地 102，草地 101，林地 101の単位とみられ，林地の土砂流出

は，農耕地などに比べて，はるかに少ないけといわれた。北海道で，流出土

砂量は，林帯なしを通過したもの54.15ton/haに対し， 10m幅の林帯では，

痕跡程度であった5）。

1980年代には，岩手県下で，広葉樹天然林を伐採した造成草地で，渓岸保

護林帯を残存したものは， haあたり流出土砂量は草地造成前の 3倍に対し，

渓岸保護林帯のないものは， 40倍に増加した11）。

(2）森林状態による差

1) 樹種

1960年代には，湧出山における保護林帯の土砂留止能力は，広葉樹林が針

葉樹林より高かった7）。

2) 蓄積・立木密度など

1950年代には，愛知県下で，森林状態が良好な流域は，流出土砂が少なか

った。
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1960年代には，湧出山の保護林帯では，単位面積の生立本数が多いほど，

土砂流下距離は短く，広葉樹林3,000本／ha以上が土砂留止能力が高かった7）。

1970年代には，全国の林道調査結果で，急斜地で、は立木指数（単位面積内

の高木の根元直径と低木の根元直径の1/2との合計値）が大きいほど土砂流

出は減少し草本指数も大きいほど土砂流出は減少するが，立木に比して効

果は劣り9），根元直径30cm以上は直径の増大につれて阻止土砂量は増加し，

単木は捨土量の 1%前後の阻止量に対し，複数の林木は相互作用で5%に近

い阻止量となり，静岡県下の保護林帯で，樹木 1本あたりの回止量は根元直

径の 3乗に比例した。

1980年代には，大井川流域で，単位面積あたり森林蓄積が多いほど，浮遊

土砂量は減少し，滋賀県田上山では，植生が貧弱な1960年の15m3/km2／年

の土砂流出量が，森林化した1980年代後半には約1/30程度に減少した17），の

が測定された。

3) 林帯幅

1960年代には，北海道で， 3m幅の保護林帯では通過土砂量は多いが，

10 m幅では痕跡程度で，流亡土砂量と林帯幅の聞には，関係式が成立した5)0 

4) 地表状態

1960年代には，北海道で，地表水の集中流入で，林床面無植生地は， 100

m の保護林帯でも，土砂が突き技けた5）。

5) 森林面積率

戦前には，鳥取県下で，平均年流出土砂量は，森林渓谷は81.7l/haの泥

土流出，混林渓谷は121.4l/haの砂粒流出，が測定された。

1950年代には，植被の存在歩合と土砂流出量との聞に関係式が成立し1),

流域の土砂流出は，起伏量または起伏量×平均高度を流域の森林面積率で割

った値で、予測で、きる，と考えられた。北上川流域で，埋没被害面積を川の長

さで割った被害係数は，流域の起伏量を森林面積率で割った値と相闘があ

り，北海道では，流域の流出土砂量は森林被覆率と負の相聞があった。

1960年代には，発電堰堤などの堆砂量は，流域の起伏量・年降水量－森林

面積率との聞に関係式が成立し，森林面積率が増すほど堆砂は減少する6)'

ことが求められた。

6) 森林伐採

1950年代には，北海道で，伐採の進んでいる沢は，伐採の進んでいない沢
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より，流出土砂が多かった。

1970年代には，岡山県下で，アカマツの虫害による伐採年，または，その

後数年間は，流出土砂は多くなり，宮崎県下で，流出土砂量は伐採後増加す

る傾向が認められた。

1990年代には，奥羽山地で，集材作業終了後の冬季流出土砂量2.3ton/ha 

が，翌年からは0.1～0.2ton/ha に低下し，北上山地で，集材終了後の冬季

0.1 ton/ha，夏季0.2ton/haの流出土砂量は，伐採後2年で， 0.01ton/ha未

満と激減した16）。

7) 森林火災

1970年代には，岡山県下で，森林火災の地表撹乱年，または，その後数年

聞は，流出土砂は多くなった。

8) 放牧

1980年代には，岩手県下で，造成草地の流出土砂量が，放牧開始前は広葉

樹天然林地の 2～12倍が，放牧後は11～24倍となり，禁牧天然林地，放牧自

然草地，放牧人工草地の順に流出土砂少なく，広葉樹天然林を伐採した造成

草地で，渓岸に保護林帯を残さなかった草地は，伐採前の40倍の流出土砂

量11)' が測定された。

(3）森林管理

1) 望ましい森林配置

戦前には，保安林を有効面積と予備面積に分けて配置し交互皆伐が提案

された。

1950年代には，土砂流出防備保安林は相当広い地域からの土砂流出に対応

するので，相当面積を必要とし山のけわしい斜面，沢沿いの急斜面は，森

林を伐らずに残し，十勝岳西麓では，治山工事だけで完壁でない農耕地は，

林地・草地に変えるべき，とされた。

1960年代には，水源地帯は下流部から森林整備し，重要か所・危険か所に

土砂流出防備林を配置し流出土砂量を許容流出土砂量以下にするには，発

電ダム堆砂と森林面積率の関係式から必要森林面積が算出でき，森林面積率

が同一でも，その森林を地形の急な所，降水量の多い所に配置するのがよ

く6），北海道では，斜面長の長い波状地形に吸水林帯を残し，ガリー密度大

きく斜面長短い所は，ガリ一周辺の林帯残置がよし，4），とされた。
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1970年代には，表面侵食の危険がある表土裸出の崩壊跡地，はげ山，はげ

山移行危険地，更新困難地，または，せき悪林地の順に，森林を配置し8)'

同量の土砂による災害程度の大きい下流域の都市近郊に，土砂流出防備林を

配置するのが効果大，といわれた。富士山大沢崩れ扇状地では，導流堤の外

側に立木密度高く土砂堆積に強いヤシャブシ・ハンノキの林帯を造成し，さ

らにその外側にコナラ・ヒノキ・スギなどの永続性高木を配置し， 150m程

度の林帯幅が必要とされた。

1980年代には，山脚に接した農耕地をやめて林帯造成し，住宅を安全地帯

に導き，渓流沿いも林帯設置しまた，森林伐採で草地に転換し放牧する

と，渓岸に沿った保残林帯で流出土砂を抑制する川のが必要といわれた。

2) 望ましい森林施業

戦前には，はげ山移行の安定した保安林の解除，荒廃地復旧関連森林の保

安林編入，土木的方法が万全でないときの聞こん禁止と林木の継続的利用，

萌芽するヤシャブシ・ヒメヤシャブシの保安林の択伐・年伐面積制限は不

要，が提案された。

1950年代には，保安林即禁伐とせず，保全・利用を調整した老齢過熱林の

利用，上流山地整備の推進，危険優良林地の山脚固定ダムなど林地の積極的

保護，が必要とされた。九州白川流域の土砂流出は，アンダーソンとトロビ

ッツ式から，日雨量300mmでも流域の地被密度50%で安全と計算され，流

域の最小限度50%の森林面積が必要2）と推定された。

1960年代には，森林被覆を減少させて土砂流出を増大させる人為原因の①

過放牧，②林地開こん，③火入れ・森林火災，④森林伐採，⑤林道開設－林

産物搬出，⑥鉱煙害， tこ対処が必要で，土砂流出の根源の表面侵食・山崩れ

を，その発生源で防止し地被物と良好な林地土壌の維持で侵食防止し過

放牧・粗放伐採の制限，深根のマツや異齢混交林，渓流の床固ダムによる山

脚固定で山崩れを予防し，重要か所－危険か所の森林を保安林とし，流出土

砂量大な荒廃地を復旧させ，奥地林開発・林道開設による荒廃に対処，危険

優良林地保護の予防治山工を行い，植生だけで不十分または導入困難な荒廃

地復旧の補助手段として山腹工・渓流工を行う 3），ことが提案された。北海

道では，地表水を林帯内に分散流入させ，ガリーの谷頭周辺・急斜面に20～

30 m幅の森林を残し，林前縁の土砂堆積による地表水の集中流入，林床面

無植生で100m の林帯を土砂が突き抜けるため，林縁付近はとくに密生した
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林床にし4)5），湧出山では，保護林帯の幅は，土砂流下距離の1.5倍程度，緩

斜地で最低20mが必要で，保護林帯は落葉落枝の採取厳禁， 35°を超す針葉

樹林帯の土留工設置と広葉樹林移行が必要7），とされた。

1970年代には，林内道路はできるだけ流路から離し道路または流路沿い

に保護林帯を設け8），保護林帯の効果は勾配40°以下，幅は50～150mが適当

で，また立木指数の関係から安全率をみて，林帯幅は傾斜25° まで11m, 

35。まで、21m, 45° まで33mが必要9）で，土砂流出防備林は下草・落葉の採取

制限は，水源かん養林より，強くする必要があるとされた。

1980年代には，林地転換の放牧草地は，渓岸に沿った保残林の設置が必要

で，防災保護林帯は40～50m以上の幹・根のしっかりした森林とする，大

井川流域で，蓄積多い優良森林面積の増大と崩壊面積の減少が，浮遊土砂の

減少に有効である，といわれた。

1990年代には，斜面上部や上流からの流出土砂のエネルギーを林木が吸収

し胸高直径大な高齢林分の複層林の非皆伐施業が標準で，緩斜面上の森林

も，濁水の櫨過を目的とした防災緩衝林とする同川と考えられた。

(4) まとめ

1) 森林の作用・影響

①森林は土砂流出を防止する働きがあり，水源地帯に必要である。

②林地からの土砂流出は，襟地・農耕地などに比べて，はるかに少な

し、。

2) 森林状態による差

①広葉樹林の土砂流出防止能力は，針葉樹林より，大きし、。

②森林面積率・林帯幅・立木密度・蓄積が大きいほど，森林状態が良好

なほど，流出土砂量は少なくなり，森林伐採・森林火災－放牧などで森林被

覆が減少すると，流出土砂量は増大する。

3) 森林管理

①土砂流出防止に必要な森林面積率を算出し，侵食発生危険地，地形が

急，降水量多い所に森林配置し，土砂流出防備林は，相当広い区域が必要

で，水源地帯は下流部から，また都市近郊に配置するのが効果大である。

② 水源地帯の荒廃を防止し，必要か所の森林を保安林編入し，荒廃地を

早期復旧し，森林被覆を減少させる人為原因を調節する。
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③土砂流出防備林は，胸高直径の大きい高齢の複層林の非皆伐施業が標

準で，緩斜面上の森林も濁水源過目的の防災緩衝林とし，落葉下草の採取制

限は，水源かん養林より強くして保全機能を充実させ，禁伐でなく，保全機

能を低下させないように利用する。

④保護林帯は， 30m以上の幅を必要とし，落葉落枝を採取せず，急斜

地の針葉樹林は，土留工などを併用し，広葉樹林に移行させ，林縁付近は密

生した林床にする。
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4. 特記事項

(1) 表面侵食防止

①森林の空中部分よりは，落葉落枝・草地などの林床地被物が，表面侵

食，とくに雨滴侵食の防止に重要であり，蓄積多い森林も，林床地被物がな

く裸地状であれば，侵食防止上優良林といえず，一般に落葉・下草・低木の

多い広葉樹林が望ましい。

① 森林伐採による森林の機能の低下は，上木除去によるものでなく，伐

採・搬出による林床地被物の消滅，地表撹乱によるもので，森林火災・放牧

などの影響も同一である。

① 表面侵食防止で土層が厚くなることは，斜面を不安定化させるが，一

般に林地の表層崩壊は，どこでも起こるとは限らず，その発生の間隔は 5～

10 x 102年であるので，崩壊危険度の高い所は，その防止を考え， 一般の林

地では表面侵食の防止をはかるのがよい。

(2) 山崩れ防止

① 森林の山崩れ防止機能は，根系の杭作用と網作用が中心であるが，回

斜面・谷型斜面では，根系は浅く，杭作用は期待できず，アーチ作用を考え

る必要がある。

② 森林だけが山崩れに関係する唯一の因子でなく，森林以外の因子も総

合的に考える必要がある。森林の山崩れ防止機能は，他国子の強度，山崩れ

タイプによる限界があるが，根系の杭作用・網作用・アーチ作用が中心とな

って根系より浅い表層崩壊を防止する。

③ 山崩れには，林齢の影響が大きく，幼齢林は機能弱く，齢級の増加に

つれて機能は増大し，老齢林で再び弱くなり，幼齢林面積率が大なほど崩壊

面積率高い。また， 100m3/ha前後の材積が山崩れ防止に必要である。

④ 表層崩壊防止優先地区は，天然林の無施業，木材生産と表層崩壊防止

の両立の崩壊，危険高い地区は，複層混交林の択伐施業，その他の地区は，

複層林の非皆伐施業が，標準であり，また，人工林で伐期を60～80年に延ば

すこと，崩壊危険地は土壌厚層の発達を妨げる施業も，考える必要がある。
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(3）土砂流出防止

① 土砂流出防止にも，森林蓄積などの地上部分だけでなく，表面侵食防

止ほどではなくても，林床地被物も重要である。

②土砂流出には，人為で調節できない地形・地質などの因子の影響が大

であるが，森林面積率・林帯幅などの因子と土砂流出との関係究明によっ

て，人為で調節可能な森林因子が活用できる。

③ 土砂流出防備林は，胸高直径大な高齢の複層林の非皆伐施業が標準

で，緩斜面の森林も潟水滴過の防災緩衝林となる。

あとがき

以上，森林の土保全機能について再考したが，近時の研究成果を除いて

は，大部分は「まえがき」の発表物の修正程度となった。なお，本編はでき

るだけ簡略を心掛けたので，細部の数字などの詳細は，「まえがき」の発表

物，「森林の公益機能に関する文献要約集」（1988年，日本治山治水協会），

文献の原著，などを参照して頂きたい。

（元国立林業試験場防災部長）
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