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水源林の管理
一一水源j函養機能を重視した森林管理一一

温井浩徳

日次

1. はじめに

II. 道志水源林の概況

ill. 道志水源林の管理

1. 管理計画の見直し

2. 目標林型を定めた管理

3. 道志水源林の目標林型

4 水源林の機能向上

5 林型別の管理

N. 水源保全の多様な取組み

v. おわりに

1 . はじめに

横浜市の水道は，我が国最初の近代水道として，明治20(1887)年10月17日

に給水を開始してから今年で128年になる。

創設時は，相模川と道志川が合流するところ(現在の相模原市緑区三井)を

取水口としていたが，市勢の急激な進展に伴い，明治30(1897)年に取水口を

相模川の支流の道志川に移し以来，道志川は横浜水道の単独水源として重視

されている。

横浜市では，道志川の水質を守るために大正 5(1916)年 5月に山梨県から

恩賜県有林を有償で譲り受け， I横浜市有道志水源林J(以下， I道志水源林J)

として管理経営を始めた。

(山形県森林研究研究センター森林生態保全部長)
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温井水源林の管理 51 

図 1 横浜市と道志村の位置関係

写真 1 道志村の景色(富士山を望む)

その後，計画的に水源林整備を進めるために，大正 8(1919)年に第一期施

業計画を編成して以降，計画的に整備・管理を行っており，現在は， I第十期

管理計画(平成 18~27 (2006~201 5) 年度)J を基に管理を行っている(計画

名称を第五期から経営計画に変更し第十期から管理計画に変更)。

昨今，社会情勢の変化や「森林法jの一部改正など，森林整備の環境が変化

してきているが，横浜市では，森林を適正に管理することにより ，良質で、安定

した河川流量を維持し横浜市民のライフラインである飲料水を確保すること
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を管理目的としこの目的を達成するために，森林の有する多面的機能のう

ち，水源j函養機能の向上を主とした管理を進めている。

II. 道志水源林の概況

道志水源林は， 山梨県の南東部，南都留郡道志村に位置し稜線部で神奈川

県の丹沢山地と接している。道志川上流の本流を中心としてほぼ馬蹄形に分布

し，山腹中腹面から分水界までの範囲に広がっており，道志水源林の面積は，

l団地9飛地の2，873.06ha(道志村の面積の36%を占めている)である。

道志水源林の面積の26.5%は人工林が占め. 62.7%は天然林が占めており，

残りの10.8%は採草地，河川敷等となっている。

林況は大きく 二つに分類され，潜在的な植生であるプナ， ミズナラ等の夏緑

広葉樹と人為的変化の加わった代償植生である二次林からなる「天然林」と，

図2 道志水源、林の面積割合
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スギ，ヒノキに代表される「人工林」に区分される。

「人工林」は，大正 8(1919)年に行われた44.48haの植栽が始まりであり，

昭和21(1946)年までは，ほとんどヒノキを主体として造林が行われたが，昭

和22(1947)年以降，ヒノキのほかにカラマツ，スギ，アカマツも植栽木とし

て導入された。昭和61(1986)年度以降は広葉樹の植栽も行われたが，平成21

(2009)年度を最後に植栽は行っていない。

m. 道志水源林の管理

1. 管理計画の見直し

大正 5年 (1916)5月に管理経営を開始以来 各種の治山事業を積極的に実

施するとともに，大正14(1925)年以降，昭和26(1951)年度までに，数次に

わたり全面積の97%に及ぶ水源j函養保安林と土砂流出防備保安林の指定を受

けて，水源j函養機能の向上に努めてきた。

また，水源林を買い受けたときの条件を受け 地域産業の振興に寄与しつつ

森林資源の充実を図るため ヒノキ等の針葉樹を主とする「人工林」の造成を

積極的に推進し木材生産力の増強にも努めてきたが，平成 3(1991)年以降

は，ヒノキ，スギの育成による生産目的から「長伐期・大径木施業」の森林管

理に移行した。

しかし水需要が増加するとともに良質な水の確保が重要な課題となり，森

林の水源i函養機能に対する市民の期待が高まってきたため，平成 6(1994)年

に学識者による検討委員会を設置し森林の持つ水源j函養機能をより高度に発

揮する森林整備について，施業の基本方針の検討を行った。この検討委員会の

答申を基に， I第九期経営計画(平成 8-17 (1996-2005)年度)Jからは，森

林の公益的機能を一層増大させ，水源j函養機能を最重視した管理方針に転換し

た。

さらに，平成21(2009)年度からは， より効撃的かつ経済的に水源i画養機能

の高い水源林整備を行うため，間伐率を上げて整備間隔を延ばし，林内相対照

度を調整することで，林床植生を豊かにして優良広葉樹等の侵入を図り， I針

広混交林化」を促進していくこととした。
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2. 目標林型を定めた管理

森林は. ["木材生産J["景観形成J["土砂被害防止J["水源酒養J["生物多様性

保全」など，私たちの生活を支えてくれる様々な機能を持っている。

これら森林の持つ機能に対して. ["多面的機能J.["公益的機能」などの語が

用いられているが，近年. ["環境サービス」の語も用いられている。

これらの機能を大きく二つに分けると 一つは，木材などの生産物の「生産

機能」であり， もう一つは，水源j函養機能や生物多様性保全などの「環境保全

機能」になる。林型で言えば. ["生産機能」を重視した林は，生産を目的とす

る「生産林」であり. ["環境保全機能」を重視した林は，環境保全を目的とす

る「環境林」である。

このように二つに分けたのは 生産目的と環境保全目的の目指す姿(目標林

型)は大きく異なり，それに伴い森林の管理・施業の仕方も大きく異なるから

である。

生産林は伐ることによってその目的は達せられて，生産林の健全性は維持さ

れていく。一方，環境林は特別な理由がない限り，伐らないで自然のメカニズ

ムに任せることによって機能は高度に発揮されていく。

また，森林の発達段階に伴う機能の変化のパターンとして，生産機能は，若

齢段階の後半から成熟段階に入るあたりまでのところで最も高くなるが，その

他の機能(水源j函養機能，生物多様性保全機能，表層土壌有機物量，森林生態

系の炭素貯蔵量など)は若齢段階で低く 成熟段階の後半から老齢段階のとこ

ろで最大になり安定的になる。森林の発達段階に伴う水源j函養機能，生物多様

性，表層土壌有機物量，炭素貯蔵量の変化のパターンは同調するが，生産機能

の変化のパターンは異なる。したがって，生産林と環境林では目標林型が異な

るのである。

そのため，森林の管理は， 目指す目標林型を定めて，その目標林型へ効率的

に誘導していく維持・管理こそが重要となると考える。

3. 道志水源林の目標林型

かつては，木材生産のために良い森づくりをしていれば，一つの林分で生産

機能と環境保全機能を同時に最高度に高められるという考え(予定調和論)の

もとに，各地でヒノキやスギなどの人工林を造成してきた。昭和の終わりごろ
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から国の政策は，複層林が生産と環境の両方を同時に高度に発揮するものとし

て，二段林施業を含む複層林施業を推奨し道志水源林においてもヒノキやス

ギの人工林，ヒノキとヒノキの二段林が造成された。

現在でも予定調和論の考えの人たちは多くいるようだが，今は時代の背景も

異なり，森林管理の理論を裏付ける科学的知見も豊かになってきて，一つの林

分で生産を最大にするということと，水源j函養や生物多様性，炭素貯蔵量を最

大にするということは同時には達成できないこと(相反すること)が分かつて

きている。

したがって，前項でも目標林型を定めた管理を述べたが，水源1函養を第一の

目的にする所では，水源j函養機能を高度に発揮する森林の目標林型を定めて，

その目標林型に効率的に誘導していく維持・管理の方法を検討していくことが

重要となるのである。

針葉樹林のように単一性の林は，手入れが不足すると，林冠閉鎖が強くな

り，光環境の悪化が降雨の林冠遮断量が大きくなるため土壌が悪くなってい

く。一方，広葉樹林は，落葉や落枝などが堆積した土壌(腐食層)を形成し，

f呆水力も高くなる。

植生が豊かな土壌には，多くの生き物が生息するとともに，水源j函養機能も

高くなり，豊かな水を育んでくれるのである。

道志水源林の管理に関しては，これまで何度か学識者による現地調査等を実

施しており，学識者の方から， r道志水源林の管理の目的は，水源j函養機能を

合理的に高度に発揮することである。そのための目標林型は老齢段階の天然林

である。道志川流域の老齢天然林は針広混交林である。そのためにはこれから

数十年の間は，これまで造成されてきた針葉樹人工林をいかに天然の針広混交

林に誘導していくかが森林管理の中心になる。今後2回か 3回ぐらいの間伐

で¥若齢段階の針葉樹人工林の欠点である下層植生の乏しさを改善し高木性

広葉樹の導入の環境づくりをしていく。この時の間伐率は，材積間伐率にして

30-35%，本数間伐率にして40%である。間伐間隔は 7-8年であることが望

ましいが， 10年間隔でもよい。人工林の間伐を定期的に繰り返して行い，最終

的には，ヘクタール当たりの針葉樹の本数を20-30本ぐらいにする。Jとの提

言をいただいている。

その考え方を基に，横浜市では，道志水源林を環境林として取り扱うことが

森林土壌の保全のみならず，土砂堆積の軽減や水道用水の濁りの低減による水
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道施設の維持管理コストの軽減など 費用対効果の上からも現実的な管理方法

と考え，水源j函養機能など，環境保全の機能の効果が最大限発揮できるよう，

目指す目標林型を環境林(老齢段階の天然林)に定めて，スギやヒノキの人工

林(針葉樹)の間伐(材積間伐率35%以内(※保安林指定施業要件がこれまで

の材積間伐率20%以内から35%以内に緩和されたため，平成28年度から35%以

内とする。).間伐間隔10年，植栽後. 105年生まで実施する長伐期施業)を計

画的に行い，広葉樹林や，針葉樹と広葉樹が混生する森林(針広混交林)を育

成する管理を進めている。

環境林は，木材生産に特化した森林ではなく，水源、j函養や土壌保全，生物多

様性の保全. CO2吸収など，私たち人聞や様々な生き物が活き活きと暮らすた

めに欠かせない，環境保全の機能を持った森林である。

4. 水源林の機能向上

森林の持つ様々な機能を発揮するためには 土壌を保全する(土壌を豊かに

する)ことが重要となる。

土壌保全について，食物連鎖で考察してみる。

餌の代わりに光合成を行って 自ら養分を作り有機物を生産する植物(生産

者)からはじまり，第一次消費者である昆虫や草食動物が，植物の葉や実を食

べ，第二次・高次消費者である肉食動物や大型の鳥などが，昆虫や草食動物を

食べる。そして，植物の落葉や落枝，虫や動物の排植物や死骸などを土壌生物

が食べて細かくくだき，土壌の微生物によって分解されて，植物の成長に欠か

せない養分をつくりだしそれを植物が栄養素として吸い上げる，というよう

に循環している。

この食物連鎖における土台(底辺)は土壌であり，森林の土壌は，落葉や落

枝，動物の死骸や排植物などと，それを分解する菌類やバクテリア，そして土

を耕す土壌生物などがっくりあげたものである。その土壌で、育った植物は，生

態系バランスを保つために重要な存在であり，適切な森林の管理を行うこと

で，林内の環境，土壌環境は良くなり，水源j函養にとっても，理想的な構造に

なるのである。

林冠の閉鎖した森林は，下層植生が乏しく，生物多様性が低く，土壌生物相

を単純にしてしまう。樹種が単純な森林は 土壌生物相が単純になりやすく，

土壌生物相が単純だと土壌構造は発達せずに，保水機能，透水機能は高まら
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ず，特に若齢段階の針葉樹の人工林は水源j函養機能において問題が多いとされ

ている。

また，ヒノキの葉は，枯れると鱗片状に散らばり，傾斜地では下層植生がな

いと落葉の流亡抑止作用がなく 落葉は降雨時に地表流によって流されて，表

層土壌も侵食されるようになる。さらに，ヒノキの落葉には，他の植物の生育

を妨げる現象を引き起こす物質(他感物質)が含まれているため，ヒノキの純

林は下層植生の生育を妨げる。そのため，閉鎖したヒノキの林分は，土壌構造

が発達せず，降雨が土壌の下層に浸透する能力 すなわち浸透能がヒノキの若

齢人工林で目立って低いことが報告されている。

一方，スギの葉は，枝と一体的な形状であるため，落葉は細片化されること

なく土壌に定着しやすい。そのため，表層土壌は形成されやすく，ヒノキ林の

ような土壌流亡の問題はないとの考え方もあるようである。しかし針葉樹の

落葉は，広葉樹の落葉に比べて他感物質が多く含まれているため，環境保全の

機能を持った植生が豊かな土壌を形成するためには，スギの純林も減らしてい

くことが望ましいと考えられる。

また，水源j函養機能については，針葉樹と広葉樹に差はないという考えもあ

るようだが，林内到達雨量や蒸発散量から見ると，広葉樹の方が林内到達雨量

は多く，広葉樹の葉量は針葉樹より少ないため，蒸発散量が少ない。流出量の

安定供給の観点から言えば蒸発散量の少ないほうが望ましいことと，広葉樹の

落葉は針葉樹より分解・堆積が容易で AO層の形成に有利で、あり，保水力の

維持に有効である。さらに広葉樹が混ざっている方が，生物多様性が高まり，

その落葉，落校，動物の糞，死骸などのリターの餌の質が良くなり，土壌生物

が豊かになって土壌構造が発達し，保水機能や浸透能が高まる。したがって，

針葉樹の一斉林よりも，針広混交林に誘導することにより，流出量の安定化が

期待され，水道事業体が管理する水源林において針広混交林の育成は，有効な

森林管理の方法と推察される。

5. 林型別の管理

横浜市では，水源j函養機能の向上(維持・増進)を目指した管理を推進する

ために， i天然林」と「人工林」に区分して，各森林の状況に応じた施業を行

っている。

「天然林」は，必要最低限の手入れにとどめ，基本的には人の手を加えず自
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表 1 天然林の扱い

分類 | 整備方法

原生林 |自然の推移に委ねて，安定して天然更新が行われる現在の林型を維

持する。

天然生林 |天然更新を基本的として，必要に応じて手を加える。

天然移行林 |広葉樹の侵入が進んでいるため，自然の再生に任せて広葉樹を混交

させ，天然林を目指す。

表2 人工林の扱い

分類 整備方法

単層林

複層林

長十広混交林

間伐を計画的に繰り返し実施することで樹聞を徐々に広げ，針葉樹

の大木の間に保水機能の高い広葉樹が混生する「針広混交林」に誘

導する。

保安林指定施業要件に準じて，植栽した針葉樹の下木は，優先して

間伐を行うことで下層植生を発達させ，その後，上木の間伐を計画

的に行い，広葉樹の侵入と生育を促進する。

適正な密度管理を実施し林内照度を確保して広葉樹の侵入を図

る。(針葉樹の割合が多い林地は，間伐や更新伐を行う。)

然、の推移に任せ，安定して天然更新が行われる森林を目指した管理を行ってい

る(表 1)。

「人工林Jは，植林後の手入れが不十分だと保水能力が低下するため，下草

刈り，枝打ち，間伐等，計画的な維持管理を行い，針葉樹林の大木の間に保水

機能の高い広葉樹が混生する「針広混交林化」を進め，徐々に天然林に誘導し

ていく管理を行っている(表 2)。

N. 水源保全の多様な取組み

道志水源林は，森林の役割を紹介し理解を深めるため，水を仲立ちとして森

林と人との理想的な関係がつくられている代表的な森として，平成 7(1995) 

年に林野庁から「水源の森百選Jに指定された。

横浜市では道志川の水質を守るために，古くからの水源保全の取組みととも

に，上流地域の地域振興支援など，様々な交流活動を進めている。

その一つは. I道志水源基金」である。道志村では，かねてより有効な地域

振興策を模索してきたが，バブル経済期の平成元 (1989)年に村内で計画され
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てきたゴルフ場建設計画が表面化したため，横浜市では，水源水質を保全する

立場から計画の見直しを要請し翌 2(1990)年には，ゴルフ場に替わる地域

振興策への支援など代替案を提案した。

この問題は，横浜市で市民運動も起きるなど，大きな問題となったが，平成

6 (1994)年4月にゴルフ場建設計画が事実上消滅した。これを受けて，道志

村と地域振興について協議を重ねた結果，道志村が地域振興に取り組む際に，

長期にわたる安定した資金援助を行うための基金を設立することで合意し平

成 9(1997)年に横浜市が10億円，道志村が1，000万円を拠出した「公益信託道

志水源基金」をスタートさせて 道志村の自然環境の保全及び社会生活基盤の

向上に資する事業へ助成を行っている。そのほか，良好な原水水質の確保のた

め，道志村の生活排水処理事業に対しでも財政的支援を行っている。

一方，道志村の面積の約 6割を占める4，595haの民有林の中には，入手不足

等で管理が行き届かない森林が増えているため 横浜市では市民ボランティア

の力を得て民有林の整備を進める「道志水源林ボランテイア事業」を平成16

(2ω4)年度から展開し事業開始以降，延べ約13，000人が参加して，約55ha

を整備してきた (写真 2)。

また，水源林を取得し，計画的に管理していることや，水源林管理の費用を

受益者である市民が支払う水道料金で賄う仕組みで持続的で、予見可能な資金を

確保していること，市民ボランテイアと協働した民有林の整備を実施している

写真2 ボランテイアによる間伐作業の様子
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f 地元支援

:嬰鶏控室サボ日ト
:麟警要素業への助成
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図3 多様な取組みによる相乗効果

こと，持続的な水源林管理を維持するための地元(水源地域)への様々な支援

を実施していることなど，横浜市の水源保全に関する多様な取組みについて，

横浜市に本部を置く「国際熱帯木材機関 (ITTO)Jから高い評価を受け，平

成26(2014)年4月にコスタリカ共和国で開催された国際熱帯木材機関主催の

「熱帯林の環境サーピスへの支払いに関する国際フォーラム」で発表する機会

を得て，多様な取組みによる相乗効果(図 3) によって100年にわたる水源林

保全がなされている点について「水源地保全の優れた実例」と評価されて，会

議の最後に取りまとめられた声明文にも盛り込まれた。

V. おわりに

近年，自然環境と人間活動との共生(環境共生)が求められており，その中

においても，森林の持つ公益的機能が見直されて，森林の保護・育成は重要視

されている。

自然環境は，私たち人間やその他の生物のためにも守らなければいけないも

のであり，森林を守ることは，自然環境を守るために大変重要なことである。

横浜市では. 100年にわたり道志水源林の管理・保全の取組みを進めている

が，この取組みは，単なる水源林の管理だけではなく，水源地域への支援な
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ヒ多様な取組みの相乗効果によって，持続可能な水源林管理が行われて，か

つ，良質な水の安定的な供給と，生態系の保全に役立つており，現在求められ

ている環境保全，環境共生社会を実践している取組みである。

道志村は降雨量が多く，また豊かな森林にも恵まれており，そこで育まれた

道志川の水質は極めて良好で、ある。昔横浜港に寄港した船乗りたちから「赤

道を越えても腐らない水」と称賛された横浜水道の水は，道志川の水である。

この良質な水を横浜市民に安定して送り続けるために，道志水源林は重要な

役割を担っている。

(原稿受付2015年8月31日，原稿受理20日年9月24日)
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