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論文

ヒノキ人工林における浸透能に対する下層植生の影響

平岡真合乃*，1・愚田裕一1・加 藤弘亮水桓 滋2 五味高志、3・南光一樹1

ヒノキ人工林における地表の被夜物が浸透能に及ぼす影響を明らかにするために，急、峻な斜iiiiの14地点で振動ノズル式散

水裟援による浸透能試験を行って最大最終浸透能を測定し，下層植生をはじめとする地表の被覆物との向で回帰分析を行っ

た。得られた最大最終浸透能は 5~322mmh-l であり，最大最終浸透能と下!爵綴生霊，植被率との院に有意な正の線形関係が

認められた。植被率が50%を下悶ると最大最終浸透能は 45mmh-1以下と低くなり，自然降雨下においてホートン型地表流の

発生する可能性の高いことが示された。また，極被率をブラウンープランケの被度指標で読み替えた場合でも，被皮3以下で

最大最終浸透能が急激に低下することが示された。本研究の結果から，念、峻なヒノキ林斜面では f}留植生で被覆された地表面

で高い浸透能を維持できること，また下層植生の被度区分を浸透能の指標とできる可能性が示唆された。したがって，ホート

ン君主地表流を抑制する観点から浸透能の目標伎を設定し，下層植生の被度調査によってヒノキ林の荒廃度を評価できる可能性

があり，下層植生を指擦とした水土保全機能の評価に基づいた，総業言1-TIIDの策定につながることが期待できる。

キーワード:浸透能，下層植生，ヒノキ人工林，振動ノズル式散水装援，水土保全機能

Mぽ ino盟r印加，*.1 Yuichl Onda，l Hiroaki Kato，l Slugeru拙 zugaki，"羽kashlGomi，3腿dKazukiN儲11m!(2010) Effects 

ofUnders紛巧'Vege土ationon In:filtration Capacity in Japanese Cypress Plantation. J. Jpn. For. Soc. 92: 145-150. To 

exar泌氏出eeffects of understory vegetation on in盟国首oncapacity， a series of field infiltration test was conducted by using an oscillat-

ing nozzle rainfall simulator at 14 sites in steep ]apanese句pressplantation. The simple regression analysis among the maximum final 

infil仕ationrate CFIRm，..}， percentage vegetation cover and dry weight of surface cover materials such as understory vegetation were 

also conducted. The FIRmru< for the 14 sites 1加 gedfrom 5 to 322 mm h→，and signi宜cantcorrelations were found between the FIRm蹴

and血edry weight， percentage cover of understory vegetation.百 elower FIRmru< was observed at the site whereめepercentage veg争

tation cover was less社lan50%， suggesting that Hortonian overland flow may occurs under natural rainfa11. This indicated that the 
cover abundance of 3 or less based on仕leBraun-Blanquet's method may result in the sigr泌αntreduction in infil回 .tionrate.官le

results indicate that densely vegetated surface can maintain high infil回世oncapacity on forested steep hillslopes， and cover abundance 
ofthe Braun-Blanquet's method wer・eusefulω白血nate加創trationcapacity in ] apanese cypress plantation. This study suggested白at

the measurement of understory vegeta柱。ncover can be used ωassess the degradation of unmanaged ]apanese cypress planta柱。n，and

to establish soil and water conservation practice based on the management of infil仕組oncapacity. 

Key words: infil廿ationcapacity， understory vege句.tion，] apanese cypress plantation， an oscillating nozzle r必nfa11simulator， the soil 

and water conservation function of forest 

1. iま じ め

日本は国土面積の約 65%が森林であり，その約 40%がス

ギ (Cryptomeriajaponica D. Don)やヒノキ (Chamaeの仰げs

obtusa Sieb. et Zucc.) などの人工林である。近年，管理放

棄されたスギやヒノキなどの人工林が増加しており，樹

冠がうっ関し下層構生が生育できなくなっている(清野，

1988b)。さらに，ヒノキの落葉は鱗片化し，特に急峻な斜

面においては流亡しやすいためリタ一層が形成されにくく，

比較的林床が裸地化しやすい(清野， 1988a)。森林斜面は

下層植生やリターなどの被覆が存在しているため，自然降

雨の最大降雨強度以上の浸透能を有し，ホートン型地表流

の発生頻度は抵いとされてきた(王子回， 1956)。その一方で、，

林床の裸地化したヒノキ人工林(以下，ヒノキ林)におけ

るホートン型地表流の発生倒が多数報告されている (e.ι
辻村ら， 2006; Gomi et al.， 2008 ;宮田ら， 20ω)。こうした

ヒノキ林では山地流域における山体の水源調養機能や，土

砂の崩壊・流出防止機能などに及ぽす影響が懸念される

(野々 田， 2008)。

ヒノキ林におけるホートン型地表流の発生は，襟地化し

た地表面に林内雨の大きな雨滴衝撃が加わることで土壌が

自詰まりを起こし，クラストと呼ばれる堅い薄層が形成さ

れて浸透能が低下するためと考えられている(湯川・恩

田， 1995)。したがって，この浸透能低下プロセスを考慮

した浸透能の測定方法が必要と考えられるが，村井・岩

崎 (1975)や湯川・患回 (1995) のヒノキ林における浸透

能測定では，地表流が発生するような南滴衝撃を地表面に

対して与えていない。恩自ら (2005) は，大型散水試験装
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置を用いてヒノキ樹冠上から散水を行って浸透能を測定し

た結果，既報値よりもー桁低い値を得ており，ヒノキ林の

浸透能試験における地表面への雨滴衝撃の重要性に言及し

ている。加藤ら (2008)は，単位面接当たりの雨摘衝撃が

ヒノキ林の林内雨と間程度である振動ノズル式散水装置を

開発し， 1mx1mの範割における浸透能の測定手法を提

案した。この装置を使用してヒノキ林の浸透能を測定した

結果，思自ら (2005) と同様のオーダーの没透能を得た。

この装罷を用いることで ヒノキ林の林内雨下の地表面に

おける浸透能低下プロセスを考慮した浸透能評価が可能に

なった。

ヒノキ林の下層植生やリターといった地表の被覆物は，

雨摘衝撃を競和し(三浦， 2000)，浸透能を高く維持する

ことが報告されている(山本ら， 1998)。恩田・湯川I(1995) 

は，浸透能の下層植生の被覆本に対する増加傾向を室内実

験によって見出した。 湯JII・恩田 (1995)や加藤ら (2008)

は現地散水実験を行い，浸透能が下層植生の乾重量に対し

て増加傾向を示すことを明らかにした。一方，現地におけ

る広域の下層植生調査では，下層楠生は詳細な被覆率で評

価されることは少なく，ブラウンープランケに基づく被度

区分 (Braun-Blanquet，1964) などの簡便な指標で評価さ

れることが多い (e必，清野， 1988b;梶原ら， 1999)。これ

までに，この簡便な被度指標と浸透能との関係を調べた事

例はなく，浸透能とさまざまな下層植生の評価指標との関

係は明らかでない。

下層植生は浸透能低下を抑制するだけでなく，土壌侵食

による土砂移動を抑制する効果もある。既報研究によれ

ば，ヒノキ林における土壌流亡を抑制するためには下層植

生やリターなどの地表の被覆物の存在が重要とされている

(清野， 1988a， b;眼部ら， 1992 ;塚本ら， 1998;梶原ら，

1999 ;入国ら， 2001; Miura et al.， 2003)。林内の光条件を

制制すれば，下層植生の動態を制御することが可能で、あり

(清野， 1988b)，最近では土壌保全を目的とする下層槌生

を基準とした土壌侵食危険度区分(壕本ら， 1998;梶原

ら， 1999;入国ら， 2001)や下層植生管理モデル(深田ら，

2006)が提案されており，いずれも下層槌生をヒノキ林管

wキε

関1.研究対象地域(三玄県大紀町)，および試験地点の位置関

知 cationand geographical distribution of study sites and studied 

plots. 

理の重要な指標として取り扱っている。これに加えて先に

述べた浸透能低下に対する下層植生の効果を組み込めば，

下層植生が森林の水土保全機能を巣たすためのヒノキ林管

理の指標となる可能性がある。

そこで本研究では，振動ノズル式散水装量を用いてとノ

キ林における浸透能測定を実施し，浸透能と下層楠生の関

係を明らかにすることを目的とした。さらに，ヒノキ林に

おける下層植生を基準とした水源酒養機能罰復のための条

件について検討した。

11. 研究方法

1. 研究対象地概要

研究対象地は三重県大紀町 (34
0
21'N， 1360

25' E)に位

置する 45年生のヒノキの一斉単純林とした(図-1)0 1960 

年代に植栽されて以来，現在までに部分的な開伐が31m行

われたほかは保育作業が行われていない。誠査対象地の森

林斜面は 35 度以上と急傾斜で，標高は 100~260 m の範

囲にある O 地質は三波川i変成帝に属し，基盤岩は片岩であ

る。調査地域に最も近いアメダス気象観測地点(松阪市粥

見)における 1979~2007 年の乎均年気温は 14.4"Cで，平

均年降水量は 2，058mmである。同期間に観測された最大

日雨量は 206mm，最大時間雨量は 41.7mmである。土壌

は遮i間性褐色森林土で休床へ光が射し込むところでは

ウラジロシダ (Gleicheniajaponica)や常緑の低木 (e.g.，

Cleyera J~αponica) が繁茂しているが (Gomi et al.， 2008)， 

光が射し込まないところではシダなどの植生がほとんど認

められない。

調査対象地域において，林床被覆度の異なる 14地点を

浸透能試験の地点として選定した。試験地点は，谷筋や崩

積土が堆積していない斜面中腹以上で，斜面傾斜が 30~

40度程度の革本植生によって被覆されている場所から選

表-1. 試験地点の概要

General description of studied plots. 

Percentage 
Underst口ry Litter Total Vegetation 

Cover vegetation 
Plot ID co'___ ^1-..._~^_^^* vegeta且onmaterials cover height紳Slope ab凡mdance* cover 

(。 (96) Dryweight(gm-2) (m) 

P1 33 5 88 99 348 447 0.28 
P2 35 + 2 6 581 587 0.12 
P3 39 + 2 335 337 0.05 
P4 42 
P5 36 
P6 39 
P7 36 
P8 33 

F
ヘυ
F
K
υ

伊

h

d

o
ノ“

98 213 
447 

93 
3 

547 760 0.25 
1095 1542 0.60 
1112 1206 0.23 
574 577 0.05 
233 233 0 

100 
100 
10 

T 。 。

f羽

50 

p9 31 5 100 201 13日o 1501 0.65 
P10 35 5 84 141 828 968 0.20 
P11 36 5 80 77 1400 1477 0.20 
P12 36 4 69 79 537 616 0.18 
P13 33 3 43 18 908 926 0.08 
P14 34 + 0 2 552 554 0.05 

* Ranges of understory veg'邑tationco哨 r(%) for each cねSSof Braurト
B1anquet cover index. c1ass r， 0%; c1ass +， 0~5%; c1ass 2， 5~25%; 
c1ass 3， 25~50%; c1ass 4， 50~75%; c泊ss5， 75~1∞%.叫Meanheight 
ofundersωry vegetation from the ground surface wi注hintheplot 
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定したため，被覆度の条件以外は選定条件がほとんど変

わらない。試験地点のうち， P1~P13 は同一流域内に位置

しており， P14のみ離れた斜面に位置しているが(図-1)，

これは必要条件を満たす地点を同一流域内で選定すること

が国難だ、ったことによる。ブラウンプランケによる被度

底分 (Braun揃Blanquet，1964)によって目測した試験地点

の被度は表-1のとおりである。

2. 浸透能の測定

浸透能試験には，振動ノズル式散水装置(加藤ら，

2008)を用いた。ノズルによる散水開隔(実際にはノズル

の振動角度)を調整すると，雨滴衝撃を変えることなく降

雨強度を調整することができる。この装置で降雨強度 180

mmh-1 (流量 12Lmin-¥ノズルの振動回数 63困min-1) 

に調整すると，雨滴衝撃エネルギーは 16.8]m-2mm-1と

なり，とノキ林で観測された林内雨の雨滴径から算出した

雨滴衝撃エネルギー (Nankoet al.， 2004)に近い値を得る

ことカfで、きる。

試験地点に水平投影語積 1m2の小プロット(以下，プ

ロット)を設置した。プロットの斜面上端および側方に，

農業用あぜ板(高さ 25cm)を深さ 5cmまで土壌に差し

込んだ。プロットの斜閣下端は土壌の深さ 5cmのところ

にアルミ製の集水トレーを斜面と平告に差し込み，プロッ

ト内で発生した地表流を集水できるようにした。

振動ノズル式散水装置をプロットの地表面の中心から

さ2.2mのところに設置し地表流量がほぼ一定になるま

で人工降雨を 20~30 分与えた。降雨強度は 180 mm h-1 

になるよう調整した。この高い降雨強度は，人工障雨の単

位面積当たりの雨滴衝撃をヒノキ人工林の林内雨の値とほ

とんど同じにするため，ならびに高い浸透能をもっ地表面

においですばやく地表流を発生させるために設定された値

である。ただし，P5およびP9では下層植生の草丈が高く

(表1)，散水された水が十分に地表面まで到達しない可能

性が考えられたため，他のプロットよりも強い昨補強度(そ

れぞれ340mm h -¥ 204 mm h -1)で、試験を行った。近傍

の農業用ため油から 200Lタンクに水をくみ上げ(鴎-1)，

エンジンポンプ (KM-25S: KOSHIN) を使用して散水装

置のノズル部に送水した。各試験のプロット入水量を把握

す るため，デジタル式流量計 (LF10-PTN: HO踏 BA

STEC)で送水量を毎分言!日1した。地表流量は，プロット

下端の集水トレーに捕捉された水量をメスシリンダ}で 1

分ごとに測定した。

3.林床被覆物の測定

林床被覆要素は下層植生とリターに区別した。ここで下

層植生とは，林床に生育している 1m以下のウラジロシダ

を中心とした草本植生と定義し，低木等は含まないものと

した。またリターとは地表面を被覆するん層と定義した。

そして下層植生とリターを合わせたものを林床被覆と呼ぶ

こととした。プロット藍上から写真撮影を行い，商像解析

によって下層植生が地表面を被覆している割合(以下，植

被率)を求めた。浸透能試験終了後プロット内の下層植

生の地上部およびリターを回収し，電気乾燥炉で 105
0

C12 

時間以上乾燥し秤量した。

4. データ解析

人工降雨を用いた浸透能試験では，プロットに与えた降

雨強度と地表流として流出した水量の差分として浸透強度

を算出することができるO 浸透強度は時間の経過とともに

一定の値に近づいていくため，実験終了直前 5分間の浸透

強度を平均することで，対象とするプロットの最終浸透能

を算出した。

最終浸透能は降雨強度の増大にしたがって高くなり，降

雨強度が十分に大きくなると一定の値に漸近する(平田，

1956 ;村井・岩崎， 1975; Hawkins and Cundy， 1987)。

これは，森林内の地表面はさまざまに異なる浸透能力をも

っ面で構成されているため 降雨強度がある地表留におけ

る最大浸透能を下回っている開は地表流が発生する可能性

が低く，測定される浸透能はある降雨強度下における見

かけの浸透能となるからである(平田， 1956) 0 Hawkins 

and Cundy (1987)は地表面の浸透面積の割合を考癒した

モデル式を考案し，降雨強度と最終浸透能の関係を対数

関数で表した。田中・時間 (2007)は，振動ノズル式散水

装量を用いて土地利用の異なる 24か所で人工降雨試験を

行って，各試験地点で4種類の降雨強度を用いてそれぞれ

最終浸透能を算出した。そして，どの試験地点においても

降雨強度と最終浸透能の関係が以下の双曲線開数で近似で

きることを示した(式(1))。

FIRR = FIRmax tanh (R/FIRma:x) (1) 

ここで，FIRR は降f:f:j強度Rmm h-1のときの最終浸透能，

友TRm蹴は降雨強度を卜分に大きくした場合の最終浸透能

(以下，最大最終浸透能)， Rは降雨強度を表す(単位はす

べて mmh…1)。

式(1)は，村井・岩崎(1975)やHawkinsand Cundy (1987) 

のデータに対する適用性が確認されており， Hawkins and 

Cundy (1987)のモデル式よりも精度よく適用できるとさ

れている(田中，私信)。式(1)を用いれば，任意の降雨

強度に対する最終浸透能を知ることができる。 FIR，ηm雌"

雨強度の影響を標準化したある地表函の土壌特性を反映す

るパラメ一夕であり，すなわち物理的な定数を表している

と考えられる。そこで，地表の被覆物が浸透能に及ぼす影

響を明らかにするために，算出した沢民間部に対する植被率，

下層植生量，リター量および林床被覆最による回帰分析を

行った。

111.結果

1.最大最終浸透能と林床の被覆状況

現地浸透能試験(降雨強度 168~340 mm h-1
) による最

終浸透能 (FIR)は， 5~253 mm h-1であった(表 2)。与

えた降f:f:j強度は地点によって異なり，測定された FIRで浸

透能を比較することができない。そこで式(1)を用いて最

大最終浸透能(刀Rmax)を算出したところ， 5~322mmh… 1 



148 平間・患邸・加藤・水垣・五i朱・南光

であった(表-2)。同一林分の林地斜面であっても浸透能

は大きくばらつくことが示された。

プロットはで腐植生がまったくみられない地点から完全

に被覆された地点までさまざまであり，植被率は 0~100%

であった。植被率が 100%の地点の中で，下層植生の地

表面高がプロット皇室よりも高い地点 (P5，9)があり，そ

れぞれ 0.60m， 0.65 mであった。各プロットにおける林床

の被覆物量は，下層植生が 0~447gm-2， 1) ターが 233~

1，400 g m-2 であり，両者を足し合わせた林床被覆は 233~

1，542 gm-2であった(表-1)。下層植生が生育していない

地点でリターの存在が確認されており，本研究で対象とし

たプロットには完全に地表箇が露出している裸地は合んで

いない。リター量が 1，400gm叩 2 と最も多い地点 (Pll)に

おける下題植生は，植被率が80%で乾重量が 77gm-2で

あり ，FIRmaxは93mm h-1であった。 1)タ}量が Pllよ

りも少ない地点 (Pl， 5， 6， 9)における下層植生は，植被

率が 88~100% で，乾重量が 99~447 g m…2で，FIRmaxは

Pllより高く， 101~322 mm h-1であった。

2.最大最終漫透能と地表の被覆物の関係

最大最終浸透能 (FIRm国)は植被率と有意な正の剖帰式

が得られ (R2= 0.59， N= 14，ρ<0.01)，植被率が 50%以

下の地点では FIRm部は平均で 27.3mm h-1であったのに

対し，60%以上の地点では平均で 162.5mm hづであった

(関一2a)。下層植生による地表面の被覆率が大きくなるほ

ど浸透能が高くなることが示された。また植被率が 100%

の地点における FIRmaxは 101~322 mm h-1 と大きくばら

ついていた。

FIRmaxは，下層植生量を説明変数とした囲婿式で高い決
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定掠数が得られたが (R2=0.79，N= 14，ρ<0.01)，リター

量からは有意な回帰式が得られなかった (R2= 0.27， N= 

14，ρ=0.06) (図 2b，2c)。下層植生量が20g m-2以下の

地点では FIRmax が 5~43.5 mm h-1であり ，100gm-2以

上の地点ではおおむね 100mm h-1以上であった。リター

量が348g m-2と少ない地点でも FIRmaxは162mmh-1と

高い値を示し，リタ}量が最も多い地点 (1，400g m -2)の

FIRmax (93 mm hうよりも高かった。 FIRn蹴は林床被覆

によっても有意な罰帰式が得られ (K= 0.46， N=14，ρ 
<0.01)，林床被覆量が340gm…2以下の地点では FIRmaxは

21 mm h-1以下であったが，林床被覆量が約 1，500g m山 2

の地点のFIRmaxは 93~322mm h -1であった(図-2d)。

r v . 考 察

1.下層植生と最大最終浸透能

現地散水試験による最大最終浸透能 (FIRmax)は 5~

322 mm h-1であった(表 2)。これは林内雨と同等の単位

面積当たりの時滴衝撃を再現した加藤ら (2008)の結果と

一致しており，実際のヒノキ林内における浸透能低下プロ

セスを反映していると考えられる。したがって，得られた

FIRmaxのばらつきは，下層構生やリターによる地表の被覆

物によってもたらされた可能性がある。

本研究ではFIRmaxに対する回帰式の決定係数は，下層植

生量，林床被覆量，リター量の}llfiに高かった(悶-2b，2c， 

2d)。題、傾斜のヒノキ人工林では，下層植生がリタ}の流

亡を抑制し(清野， 1988a)，林床被覆を構成する主要因子

である(三浦， 2000)。本調査地は 35度以上の急斜面であり，

下層植生最が浸透能に対して最も地表の被覆効果を示した

と考えられる。林床被覆量は下層植生量とリター最の合計

であり，地表の被覆効果を最も説明できると推察されるが，

今屈の調査地ではリター量の占める割合が 71~100% と大

きく，そのため下層植生量よりも林床被覆量の決定係数が

低くなったと考えられる。このことは，下層植生がある程

度存在する地点では，浸透能が下層植生の植被率や乾重量

の変動にともなって変動することを表しており，その影響

はリター量よりも大きいことを示唆している。

下層植生と刀R問自の関係は，植被率と乾重量のどちら

を用いた場合でも決定係数の高い由帰式で表され，植被率

が高く，下層植生量が多い地点ほど浸透能は高く維持され

ると考えられる(図一2a，2b)。これは既報研究と調和的で

あった(思田・湯川， 1995;湯川|・思田， 1995;加藤ら，

2008)。しかし，植被率が同程度であっても，FIRm田はば

らつくことが示された(図 2a)。こうした地点では，樟被

よりはむしろ下層横生の乾重量の方が，浸透能に対する

T層植生の効果をよりよく説暁できる可能性が高い。

下層植生の地上部と地下部の現存量は比例関係にあるこ

とから(山中ら， 2005)，根量が浸透能に影響を及ぼして

いるかもしれない。植物根は表層土壌中に粗孔隙を発達さ

せることが知られており(苅住， 1979)，地表面から地中

への水の浸透経路の確保に寄与している可能性がある。さ



らに，下層植生の成長と枯死によるん層の発達によって，

より多くの粗孔隙が形成される。したがって，下層植生量

の多い地点で高い浸透能を示したことは，下層植生が地表

面に対する雨摘衝撃の緩和に寄与した被覆効果に加えて，

下層植生の根系が林地表層の浸透過程に寄与していること

を示唆している。

2.下層植生の少ない地点における最大最終浸透能

下層植生の植被率が低い (0~43%)，もしくは乾重量が少

ない地点 (0~18 g m-2)における最大最終浸透能 (FIRmax)

は， 5~44mmh-l とぱらついていた(閲一2a， 2b)。こう

した地点では，地表商のリター被覆の違いが浸透能のばら

つきに影響を及ぼすと考えられる。加藤ら (2008)は，下

層植生の少ない地点においてリター最が増加するにつれて

FIRmaxが高くなる関係を得ており(Jず=0.57，N=7)，リター

被覆が浸透能を高く維持する効来をもつことを指摘してい

る。地表の被覆物は，地表面の粗度を増大させることによっ

て地表流の流速の低下に寄与することからりと原， 1998; 

張ら， 2004)，結果として地表面への水の浸透を促進させる

効果をもっと考えられる。したがって， 1)ター最が多い地

点で浸透能が高くなると考えられるが，本研究のFIRm田に

対するリター量の閉帰式は，湯川|・思、田(1995)や加藤ら

(2008)を十分に支持する結果で、はなかった(間一2c)。リター

は最だけでなく，質の違いが浸透能に対して強く影響を及

ぼすことから(村井・岩崎， 1975)，正味のリター量で浸透

能を説明することが困難な可能性がある。

1)ターの構成要素を調べると，ヒノキの鱗片葉だけでな

く大小さまざまな校が含まれており，その割合も地点ごと

に異なっていた。そこで，リターの中の直径 1cm以上の

枝を除去して乾重量を再測定したところ，リター量による

F1Rmaxの閤帰式の決定係数は 0.34(N= 14， p<0.05) と，

有意性を示した(間一3)0 1)ターの中に太い枝が混在して

いると，その枝の重量が全リター量に占める割合が高くな

表一2. 各プロットの降下時強度，最終浸
透能 (FIR) と理論式から算出
した最大最終浸透能(刀Rm阻)
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り，単位重量当たりの被覆面積はヒノキの落葉より小さく

なる。したがって，リター量がリターの地表面被覆として

の効果を十分に表していない可能性がある Oこのことから，

リターに太い校が多く含まれる場合は，乾重量が大きくて

も被覆面積が小さくなり，浸透能が低くなると推察できる O

3. 下層植生の被度産分と最大最終浸透能

下層植生が浸透能に大きく効いており，その量や植被率

から最大最終浸透能 (FIRmax)を推定しうることが示され

た(図 2a，b)。しかし，多くの場合，実際の森林の現存

量調査では下層植生を定量的に評価することは少なく，よ

り簡便な指標である被度区分を用いて優占度を評価するこ

とが多い。そこで，下層植生の植被率を Braun-B1anquet

(1964)の被度指標で読み替えて FIRm担との関係を調べた

ところ，被度 3以下の地点では FIRm田が 50mm  h-1以下

の値(平均で 27.3mm  h-1)を示し，被度4以上の地点で

はFIRmaxは著しく上昇し，おおむね 100mmh-
1以上の値

(平均で 162.5mm  h -1) を示した(図-4)。三重サイト付

近では時間降雨で 30mmを超える降f:f:iがしばしば観測さ

れることから，被度が3以下の地点では，浸透能低下によ

るホートン型地表流の発生する可能性が高い。したがって，

浸透能を高く維持するためには，被度指標で 4以上の下層

植生を維持する必要があると示唆される。

下眉植生は林内の日程度の増加とともに増加することが知

られており，すなわち林内の光環境を改善するための間伐

を実施することで下層植生を維持，あるいは導入すること

が可能となる(山本・野々田， 2008)。開伐を実施するた

めの計画の策定に対しての林分調査が実施されており，林

況や地況に関する項目調査が行われる。これまでに全国各

地の森林地においてブラウンプランケの被度指標を用い

た植生調査が行われており，データが蓄積されている。本

研究において，浸透能の指標として下層植生の被度区分を

利用できることが示されたことで，従来の土壌侵食指探(塚
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本ら， 1998;梶原ら， 1999;入団ら， 2001)とともに下層

植生によりヒノキ人工林の水土保全機能の評価が可能とな

るかもしれない。また，任意の降雨強度における浸透能を

指標とした森林機能の官擦を設定することで，管理放棄さ

れたヒノキ人工林の荒鹿度評価や開伐が必要な林分の抽出

が可能となり，施業計画の策定や人工林管理の実務分野に

対する応用が期待できる。

v.まとめ

本研究では，振動ノズル式散水装置を用いてヒノキ人工

林の林内雨の雨諦衝撃エネルギーを再現して急峻な斜面に

おける浸透能を澱定し，地表面の被覆との関係を調べた。

その結果，ヒノキ林における浸透能は地表の被覆と関連の

強いことが示された。地表の被覆要素を下層植生とリター

に分けた場合，最大最終浸透能とリターの関係はばらつき

が大きく，リターの震を慎重に考慮しなければならないこ

とが示された。一方で，下層植生は植被率，被度および乾

重量によってある程度，最大最終浸透能を説明できること

を明らかにし，下麗植生がヒノキ林の浸透能の指標となり

得る可能性を示すことができた。下居植生は間伐などの施

業によって比較的コントロールしやすく，楠被率や被度を

指標とすれば現地で下層植生の評価，すなわち浸透能の評

価ができる可能性がある。

浸透能と下層植生が示す正の親形関係は，同ーの地質お

よび土壌型のシダに被覆されている地点で認められた関係

であるが，このことがあらゆる土壌条件および下層植生の

種類であっても成立するかについては，今後さらなる調査

が必要である。そうしたさまざまな林床被覆条件下での浸

透能データが蓄積されれば，地表流の発生や表面流の流下

を抑制する観点からの下層植生の管理指標を構築できる可

能性がある。従来の土壌侵食を抑制する観点からの下層植

生管理と合わせれば，ヒノキ人工林の水土保全機能を考慮

した適切な管理指針につながることが期待される。

浸透能試験を行うにあたり，筑波大学大学院生命環境科学研究科，

ならびに京都大学大学院農学研究科の院生の方々には多大なるご協

力をいただいた。また本論文をまとめるにあたり，編集者ならびに

査読者の1J・々に数多くの有益なコメントをいただいた。ここに記し

て深く感訟の;立を表する。なお本研究は， JST/CREST r森林荒廃が

洪水・河川環境に及ぼす影響の解明とモデル化」および「荒廃人工

林の管理により液畳増加と河川環境の改善を図る革新的な技術の開

発」の一部として行われた。

引用文章夫

Braun-Blanquet， J. (1964) Pflanzensoziologie. 865 pp， Springer-Verlag 
(鈴木時夫訳 (1971)植物社会学I. 353 pp，朝倉議庖). 

深田英久・渡辺直史・梶原規弘・塚本次郎 (2006)土壌保全からみた

ヒノキ人工林の下層植生の動態と綴生管理への応用.臼林誌

88 : 231-239. 

Gomi， T.， Sidle， R.c.， Miyata， S.， Kosugi， K.， and Onda， Y. (2008) 
Dynamic runoff connectivity of overland f10w on steep forested 
hillslopes: scale effects and runoff transfer. W:昌terResour. Res. 
44: W08411. 

服部Z副首・!阿部敏夫・小林忠、一・ヨミチド幸治 (1992)林床被覆がヒノキ

人工林の侵食|防止に及ぼす影響.森林総研研報 362: 1-34. 
Hawkins， RH. and Cundy， T.w. (1987) Steady-state analysis of infiltra-

tion and overland f10w for spatially-varied hillslopes. Water Resour. 
B臼11.23: 251-256. 

王子El3徳太郎(1956)山地浸透計について. 日林誌 38:34-40. 
入間慎太郎・塚本次郎・ J梶際規弘 (2001)下}習植生と地形に基づくヒ

ノキ人工林の土壌浸食危険度区分. 日林誌 83: 204-210. 
梶原規弘・塚本次郎・入国慎太郎(1999)とノキ人工林における下賂

被主主のタイプと土壊侵食危険度との関係. Bi休誌 81: 42-50. 
苅住昇(1979)樹木根系図説. 1121 pp，誠文堂新光社.

加藤弘亮・思回裕一・伊藤 俊・南光一樹 (2008)振動ノズル式降雨

実験装霞を用いた荒廃ヒノキ人工林における浸透能の聖子外測定.

水水学会誌 21: 439-448. 
北原 11琵(1998)森林が表面浸食を防く¥森林科学 22:16-22. 
消聖子嘉之 (1988a)ヒノキ人工林のん!吾被援率に影響を及ぼす要閣の

解析. 日林誌 70:71-74 
i青野嘉之 (1988b)ヒノキ人工林の下層核物群落の被皮・種数の動態

に影響を及ぼす要因の解明. 日林誌 70: 455-460. 
三波 党 (2000)表層土壌における雨i南俊食保護の視点からみた林床

被夜の定義とこれに主主づく林床被覆塁手の実態評価. 日 iド~誌 82 : 
132-140. 

Miura， S.， Yoshinaga， S.， and Yamada， T. (2003) Protective effect of 
f100r cover against soil erosion on steep slopes forested with 
αizamaecypaバsobtusa (hinoki) and other species. J. For. Res. 8 : 
27-35. 

g-El3秀介・恩郎裕一・五味高志・水;頃 滋・浅井宏紀・王子野智議・

福111若手治郎・小杉賢一朗.Roy C. Sidle・寺嶋智己・王子松晋a
(2009)森林斜面におけるホートン型表間流の発生に影響を与え

る婆悶一地質および降雨特性の異なる 3サイトにおける観測結

果の解析 . 日林誌 91: 398-407. 
村井 宏・者崎勇作(1975)林地の水および土主義保全機能に関する研

究(揚~ 1報)ー森林状態の差異が地表流下，浸透および佼食に及

ぼす影響一.林試研報 274:23-84. 

Nanko， K.， Hotta， N.， and Suzuki， M. (2004) Assessing raindrop impact 
energy 絞めeforest f100r in a mature Japanese cypress plantation 
using continuous raindrop -sizing instruments. J. For. Res. 9 : 
157-164. 

聖子々 阻稔郎 (2008)森林政策の現状と森林管理. (人工林荒廃と水・

土砂流出の実態.恩El3裕一編，岩波議:)苔). 170-183. 
忍El3裕一・湯III~弘子 (1995) ヒノキ人工林において下!吾被生が土壌の

浸透能に及ぼす彩響(IO下層植生の効果に関する室内実験.日

林誌 77: 399-407. 
盟、El3裕一・辻村真:m-・野々 倒稔郎・竹中千箆 (2005)荒廃したヒノキ

人工林における浸透能測定法の検討.氷水学会誌 18: 688-694. 
El3 rt茂信・時間利和 (2007)現地散水試験による流出・浸透特性の把

握手法に関する検討.土木学会第 62閲年次学術講演会議i翁概姿

集 (CD-ROM)2-003 : 5-6. 
辻村真資・辺、田裕一・原回大路 (2006)荒廃したとノキ林におけるm

水流出に及ぼすホ一トン地表流の影響.水水学会誌 19:17-24. 
塚本次郎・梶原規弘・入田慎太郎 (1998)ヒノキ人工林における表土

流亡危険度のそhlllJ 土接侵食強度の簡易評似iにおける地表磁観

察の有効性の検討一. 日林誌 80: 205-213. 
山本高也・忠、問裕一・服部重昭・山本浩之 (1998)土擦の微小表面構

迭の解析による地被物のクラスト形成抑止過程の解明.日林誌

80 : 293-301. 
山本一清.IDf々 回稔郎 (2008)下層椋生に配慮した森林管現の試み.

(人工林荒廃と水・土砂流出の実態.忠、凶裕一編，岩波書!日.

183-191. 
山中 勤・松尾大'活・矢野家・角張順一・飯郎真一・涌井久司・

清水予言介・邸中 正 (2005)遂移過程のアカマツ二次林における

植物問の根系分布の差異，.筑波大学j設域環境研究センタ一報告

6: 39-44. 
湯)11典子・怒回総一 (1995)ヒノキ人工林において下層秘主主が土壌の

浸透能に及ぼす影響(I)散水型浸透計による野外実験. 日林誌

77 : 224-231. 
張建築・清水晃・坪山良夫 (2004)中関黄土高原における原位蜜

表面流流出実験.森林総研

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

