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　間伐や枝打ちなどの手入れの不足した人工林では、何が起こっているのでしょう
か？　過密に生い茂った人工林は、遠目には緑で覆われていても、その林の中には日
光が届かず、下草が育たないために土壌がむき出しになっています。そこでは、土壌
の浸透能が低下し、表面流や土砂侵食が増加していました。すなわち、森林の水源涵

かん

養
よう

機能が損なわれていたのです。我々は前 CREST 研究課題※1において、このような「緑
の砂漠」となった荒廃人工林の実態を明らかにしてきました。一方、近年の気候変動
により、渇水や集中豪雨のリスクが増大していることから、人工林のもつ水源涵養機
能の重要性はより一層高まっています。つまり、人工林の適切な管理は、水質向上と
水供給の安定化を図る、持続可能な水資源管理法となる可能性があるのです。
　そこで、我々は荒廃人工林の管理方法として、ただの間伐ではなく、本数で 50 ～
60％の強度間伐を提案しました。これは、管理放棄された人工林でも速やかに下草
が回復することが期待される間伐率で、間伐遅れを一気に解消することから、近年実
施されつつある方法です。しかし、強度間伐による風害や材質への影響調査はされて
いるものの、水資源や水循環への影響を実証した例はほとんどありません。本研究課
題では、地質などの環境条件が異なる 5 つの地域（栃木、愛知、三重、高知、福岡）
において強度間伐を実施し、その前後の水循環の長期観測を行うとともに、水利用効
率を最大化する森林の維持管理方法も併せて検討しました。
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強度間伐前後の遮断蒸発散量を
定量的に評価

　強度間伐によって、森林の水循環はどのように変化するのでしょうか？　
樹冠遮断量、樹木蒸散量、そして林床からの蒸発散量を一つひとつ丁寧に
観測することで、間伐の効果を定量的に評価しました。

　森に降った雨は地表に届く前に、樹冠の枝

葉に遮られたり、蒸発したりして、その20～

30％の量が失われるといわれています。さ

らに地表へ到達しても一部は表面流となって

流出し、下草があればここでも遮断蒸発が生

じます。地中へ浸透した水も、一部は植物が

吸収し、蒸散することで再び大気へ放出され

ます。我々はこれらの水
すい

文
もん

プロセスを丁寧に

観測し、間伐前後でどのように森林内の水循

環が変化するのかを検証しました。

　樹冠遮断量を求めるには、林外雨、林内雨、

樹幹流の量を同時に測定する必要があります。

特に林内に降る雨は空間的に不均一なため、

その中で平均的な林内雨量を評価することは

難しく、転倒マス式雨量計の配置を工夫した

り、大面積の林内雨を集めることのできるシー

ト雨量計を用いたりしながら、先述した5 つの

調査地域の 8 つの林分で観測を行いました。

　強度間伐前後で比較すると、図2のように、

樹冠の開空度は明らかに高くなります。多く

の観測地点では間伐後に林内雨が増加する結

果となりました。年単位での林外雨に対する

林内雨の割合は、間伐後に全観測地点の平均

で約 10％増加しており、20％も増加した林

分もあります。しかし、樹冠遮断率の変化で

みると、期待したほど遮断による損失が減ら

なかったケースもみられました。例えば、愛

知サイトは間伐前の立木密度が 3000 本 /ha

を超える非常に過密な林分で、間伐前の林内

雨の割合は林外雨に対し 53％と約半分が樹

図3　間伐前後の積算林内雨量の空間分布（三重サイト）
間伐前は、樹木周辺で集中的な浸透が発生し、雨水がより素早く浸透・
流出するが、間伐後は林内雨のばらつきが小さくなり、浸透・流出が安
定化する。

冠に遮断されている一方、23％と高い割合

が樹幹流として林内に供給されていました。

間伐により樹木が半減すると、この樹幹流量

も減少し、林内雨の増加分を相殺してしま

い、結果的に間伐前後の樹冠遮断率の低下は

24％から 21％と小さく抑えられることが分

かりました。しかし、これは間伐の効果がな

かったわけではなく、降雨イベント単位でみ

ると、間伐前後の差は少雨時に顕著に現れて

いたのです。つまり、間伐後は少雨時にも林

内雨が生じるように変化しており、一番水が

必要になる渇水期の河川流量を増加させるこ

とが期待されます。さらに、三重サイトにお

いて、より詳細な調査を行ったところ、間伐

後には、林内雨の空間的なばらつきが小さく

なり、地中への浸透がゆっくり進み、流出が

安定することが明らかにされました（図3）。

の立木密度が約 1300 本 /ha と過密ではない

林分の福岡サイトにおいて強度間伐を行った

ところ、急速に下草が繁茂し、林床からの蒸

発散量が非常に大きくなることが明らかとな

りました。蒸発散量は気象条件で変わるため

単純な比較は難しいものの、年間で間伐前の

約 3 倍もの量となり、樹冠遮断量と林分蒸

散量の減少分が相殺され、林分全体の蒸発散

量は間伐前後で変化しないという結果となり

ました。

　今回の観測によって、森林の水循環は、木

が減ればその分遮断蒸発散量も減るという単

純なものではないことが分かりました。さら

に継続的に観測を行い、今後どのように変化

するかも検証したいと思っています。
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研究成果

表紙：左写真：樹冠遮断観測の様子。右写真：パーシャルフリュームを用いた流量観測の様子。

図2　列状間伐前（左）と後（右）の森林樹冠の様子（栃木サイト）

　樹木の蒸散量は、グラニエ法

により辺材（幹の中の水を流す

部分）の平均樹液流速度を測定

することで求めました。ほとん

どの場合、間伐前後で蒸散量の

生理的な変化はなく、間伐され

た樹木の分、林分単位の蒸散量

は減少していました。

　このように樹冠遮断量と林分

蒸散量は間伐後に減少する一

方、林床（土壌と下草）からの

蒸発散量は間伐後に増加するこ

とが分かってきました。間伐前

図1　研究の全体像

※1 「水の循環系モデリングと利用システム」領域／平成15
年度採択研究課題「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」

東京大学 大学院農学生命科学研究科 助教
田中 延亮
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森林構造から遮断蒸発散量を
推定するモデルを開発

　大がかりな観測をせずに、間伐前後の遮断蒸発散量の変化を把握するこ
とはできないのでしょうか？　観測結果をもとに、立木密度や相対照度など
容易に計測可能な森林構造からその変化を推定するモデルを開発しました。

　間伐による遮断蒸発散量の変化を実証した

例は非常に少なく、本研究課題でも当初の予

想とは異なる結果が観測によって明らかにさ

れました。しかし、このような大がかりな観

測はどこでも簡単に実施できるものではあり

ません。そこで、我々は観測結果に基づいて、

できるだけ容易に手に入るパラメータを用い

て森林の遮断蒸発散量を推定するモデルの開

発を検討しました。

　これまでの研究から、スギやヒノキの人工林

では、樹冠による遮断蒸発率（遮断蒸発量を林

外雨量で割ったもの）は立木密度とよい対応関

係にあることが示唆されていました。しかし、

これはわずか 9 例に過ぎず、信頼性が十分とは

いえないため、本課題で得られた結果と他の文

献による樹冠遮断の計測値を加えた 46 のデー

タで検討を行いました。すると、やはり年単位

の遮断蒸発率は立木密度と密接に関係すること

が確認されました。ほかにも樹種や葉面積、樹

体表面積などとの関係も調べましたが、明瞭な

傾向は認められませんでした。しかし図4 のよ

うに、樹高との間には若干の関係性がみられま

した。これに着目し、立木密度と樹高の関数で

樹冠遮断率を表すモデルを作成したところ、推

定値の誤差は平均 4％となりました。樹種や降

水量、風速、気温など、遮断蒸発率に影響を

図4　立木密度と遮断蒸発率の関係

及ぼし得る要素は無数に存在することを考え

ると、簡素でありながら、非常に精度の高い

モデルといえます。

　次に、林分単位の蒸散量の推定モデルを検

討しました。蒸散量は気象条件によって変化

するので、樹冠遮断率よりも複雑です。そこ

で、簡易ペンマン・モンティース式を適用する

ことで、この式の唯一のパラメータである群落

コンダクタンスのモデル化に焦点を絞りました。

群落コンダクタンスとは、樹木の気孔の開き具

合を表現するパラメータのようなもので、様々

な検討の結果、一定の気象条件（気温、日射、飽

差※2）においては、辺材面積と非常によい対応

関係にあることが分かりました。これらの気象

データは気象庁の観測地点のデータを用いるこ

とができ、林分単位の辺材面積も平均胸高直

径と立木密度から推定することができます。

　林床面蒸発散量の推定モデルは、福岡サイト

で実施したライシメータを用いた林床面蒸発量

の観測データを用いて作成しました（図5）。大

きさの異なるシダを用いて集中的に観測するこ

とで、植生乾物重と土壌面蒸発量（植生なし）

に対する林床面蒸発散量比の関係を得ることが

できました。土壌面蒸発量は、林床日射量から

おおまかに推定でき、林床日射量は年単位でみ

ると全天日射量と林内相対照度で推定可能です。

林床の植生量（乾物重）も林内相対照度でおお

まかに推定でき、さらに、林内相対照度は収量

比数（立木密度と樹高で求まる）の三次関数で

表すことができます。つまり、最終的には、

気象庁のデータと立木密度と樹高のデータが

あれば林床面蒸発散量が推定できることにな

ります。このモデル式に基づくと、2000 本 /

ha 以上の過密林分を 50％間伐した場合の林

床面蒸発散量の増加量は小さく抑えられます

が、1000 本 /ha 程度の林分に 50％間伐を施

すと林床面蒸発散量が急激に増加することが

分かります（図6）。これは、福岡サイトで間

伐後の林床面蒸発散量が非常に高くなった結

果とも一致しており、間伐による水資源管理

を行う上で非常に有効な知見です。

　土壌へ浸透する水を最大化するには、表面流

や土砂流出が生じず、かつ林床面蒸発散量がで

きるだけ抑えられるような林床植生を保つこと

が重要です。今回開発した 3 つのモデルから、

相反するこの条件を満たすには、林内相対照度

を 10 ～ 20％程度に維持することが有効である

と考えられました。
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研究成果

図6　立木密度と年林床面蒸発散量の関係
総平均全天日射量を 13.2 MJ/m2、蒸発散可能な日を
320 日として計算した場合。

強度間伐による河川流出の
量的・質的評価

　強度間伐によって、多くの流域の河川流量は単に増加するだけではなく、
渇水期の流量増加や、濁りの少ない「きれいな水」の増加が見込めること
が明らかとなり、水資源利用効率の向上が期待されます。

　森林による遮断蒸発散をくぐり抜け、地中

に浸透した雨は土壌水や岩盤中の地下水とな

り、湧水として再び地上に戻り河川水となり

ます。森林では、降った雨は通常ほとんど直

接的に流出せず、土壌や岩盤中に予め貯留さ

れていた古い水が流出しているといわれてい

ます。特に、岩盤の透水性や貯留量が地中の

水の流動に大きく影響していることが明らか

となってきました。このような流域の流出特性

によって、河川流出に対する間伐の効果も異

なる可能性があり、観測して検証する必要が

あります。そこで、本研究では、各調査地域

に入れ子状の流域を設定し、間伐前後の流量

測定を行いました。低水時の観測に適した三

角堰
ぜき

と高水時の観測にも対応できるパーシャ

ルフリューム※3の 2 種類の堰を併用して、精

度の高い観測を行えるよう工夫しています。

　間伐が年間を通じた河川流量に与える影響

を把握するために、各流域で得られた日流量

を多い日から順に並べ、間伐前後 1 水年の流

況曲線を作成しました。すると、間伐前後で

樹冠遮断量がほとんど変化のなかった福岡サ

イト（花
か

崗
こう

岩流域）においても、図7のように、

間伐後の渇水流量が増加していました。間伐

前後 1 年間の総降水量はそれぞれ 2469mm、

2418mm で、同期間の総流出量はそれぞれ

図7　福岡サイト（花崗岩流域）における間伐前後の流況曲線
間伐後は、総流出量でみると大きな変化はないが、渇水期の流量増加がみられ、流況が
平準化していた。

1610mm、1654mm とほとんど変化がありま

せん。洪水時は大きく変わることなく、渇水

時の流量が増加するというこの結果は、水資

源利用上、非常に好ましいものです。さらに、

このように流況が平準化されることによっ

て、濁りの少ない「きれいな水」の供給ポテ

ンシャルが高まることも分かってきました。

　また、間伐方法の違いによっても河川流量

へ与える影響が異なることが示唆されまし

た。栃木サイトでは、点状間伐と列状間伐の

2 種類の間伐を行っています。両流域とも間

伐後の年遮断蒸発散量は減少していますが、

列状間伐流域の年流量が間伐後に増加したの

に対し、点状間伐流域ではほとんど変化があ

りませんでした。愛知サイトでは、通常の河

川流量の測定に加えて、斜面ライシメータによ

る流量観測を行っています（図8）。間伐後は、

伐採木を搬出しない切り捨て間伐を想定し、

伐採木で林床を覆いました。その結果、間伐

によって流量は全期間の平均的には約1.5倍、

渇水時には 2 ～ 3 倍と大幅な増加が認められ

ました。伐採木での被覆は、土砂流出を防ぐ

と同時に、下草の生育も制限することから、
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研究成果

栃木サイトの点状間伐流域のように（少なく

とも初年度では）強度間伐の効果が得られな

い流域もあることから、その林分特性や流域

特性を明らかにする必要があります。

　これまでの研究から、森林を皆伐すると、

下流河川で窒素などの栄養塩や濁質濃度が上

昇することが世界中の様々な森林流域で報告

されています。そこで、本研究でも、河川水の

栄養塩や濁質、溶存有機物濃度の測定を行い

ました。その結果、どの流域でも間伐中には

リンと溶存有機物が、間伐後は窒素の濃度が

上昇する傾向が認められました。しかし、皆伐

の場合の研究結果から予想される流量の増加

量に対する栄養塩の濃度上昇と比較すると、

今回の強度間伐による濃度上昇は小さいもの

といえます。また、間伐のための作業道の開

設により、作業道からの土砂流出量が大きく

増加してしまうという負の効果も認められまし

た。これに対しては、伐採木の枝条被覆を行

うことで、土砂流出が大幅に抑えられること

を確認しています。間伐時の栄養塩の濃度上

昇に対しても、施工方法などの工夫により減

少させることが可能であると考えています。

図5　ライシメータ法による土壌蒸発量と林床面蒸
発散量の測定
ライシメータとは、金属などで作られた容器に土壌を充填した
もので、重量変化によって蒸発散量や土壌中の水収支を測定す
ることができる。

図8　斜面ライシメータに
よる流量観測（愛知サイト）

※2 飽差…空気中の水蒸気圧と、同じ温度の飽和水蒸気圧の
差。その空気があとどれくらいの水蒸気を含むことがで
きるのかを表す。

効果的に林床面蒸発散

を抑える方法になるか

もしれません。一方、

※3 パーシャルフリューム…開水
路式の流量計。水路の途中
を絞ることにより流速を速
め、水位から流量に換算す
ることができる。
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水資源対策としての
森林管理法の提案

　水利用効率を最大化する森林を維持管理する間伐シナリオと、間伐に
よって期待される土壌浸透水の増加量を予測する統合モデルの開発を行い
ました。さらに、この技術の実現可能性と社会実装へ向けた課題を検証し
ます。

　本研究が目的とする水資源対策としての森

林管理を広く実用化するには、施用する林分

ごとに間伐によって期待される流量増加が予

測できると同時に、どのくらいの間伐率で、

いつ間伐すればよいかといった森林管理シナ

リオを提示できることが必要です。遮断蒸発

散量のモデルから、水利用効率を最大化する

ためには、林床植生が繁茂し過ぎない程度の

明るさである林内相対照度 10 ～ 20％を保

つことが有効であると示されました。これは、

収量比数でいうと、0.6 ～ 0.7 に相当します。

さらに、森林管理に展開していくためには、

間伐すべき林分の抽出など、森林現況を広域

に把握することが必要となります。近年、広

域的な森林の計測法として、航空機 LiDAR

（Light Detection and Ranging）の利用が進

んできていますが、従来は樹冠閉鎖度など樹

冠に関する指標の推定が中心で、林内環境の

推定はされていませんでした。そこで、本研

究でも航空機 LiDAR 測定を実施し、最適な

観測密度と解析スケールを検討したところ、

林内相対照度を高精度で推定可能なモデルを

開発することができました。図11 は、流出

モデルで用いた TOPOTUBE 解析による地形

グリッドに航空機 LiDAR から得られた林内

相対照度を重ねたものです。これを用いるこ

とで、間伐を実施する林分や、間伐後の樹冠

遮断量の変化を流域スケールで検討すること

ができます。

図12　三重県の間伐遅れ林に対応したシステム収穫表に基づいて解析した収量比数 0.6 ～ 0.8 を維持する密度管理シナリオと相対照度および
土壌浸透水量の変化

害軽減額単独では、間伐にかかる費用を上回

るほどの便益ではありませんでした。しかしな

がら、間伐は現状ほとんどが補助を受けて実

施されており、森林法に基づいた森林経営計

画の承認や、治水事業としての認定などが受

けられれば、本研究の本数間伐率 50％でも補

助の適用範囲内と見積もっています。我々の

提案する、水資源対策としての森林管理手法は、

技術的にはもちろん、制度や費用の面からも十

分に実現可能であると考えています。

　とはいえ、より大きい流域や、樹齢や樹種

が複合的な林分におけるより長期的な効果検

証の必要性など、多くの課題も見つかってい

ます。また、渇水被害が多い都市など、この

森林管理技術がより有効な地域を抽出するこ

とは、実用化に向けた大きな課題の一つです。

今後もこれらの課題に取り組み、社会への技

術の還元を目指します。

三重県林業研究所 
主幹研究員

野々田 稔郎

名古屋大学 
大学院生命農学研究科 
准教授

山本 一清
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研究成果

図11　航空機 LiDAR による間伐前後の林内相対照度の変化
（栃木サイト）

間伐後の河川流出の変化を
推定するモデルの開発

　降雨から河川への流出を予測する流出モデルによる解析からも、強度間伐
の効果として、ゆっくり流出する成分が増え、渇水流量の増加が期待できる
ことが分かりました。また、流出特性に及ぼす地質の影響も示されました。

　地中に浸透した水の流動経路は無数にあ

り、さらに各経路への降雨の配分は流域の地

形や地質の特性などによって異なるために、

入ってきた水の流出をモデルで推定すること

は容易ではありません。本研究課題でも、降

雨と流出の応答は調査地域によって異なる傾

向にありました。例えば、花崗岩流域である

福岡サイトは降雨に対して非常に緩慢な流出

を示した一方で、堆
たい

積
せき

岩流域である栃木サイ

トや愛知サイトでは、非常に鋭敏な流出を示

しています。このような調査地域ごとの流出

特性を特徴づける要因を明らかにすること

は、間伐の効果を評価し、より効果的な流域

を探る上でも重要です。そこで、観測結果に

基づいて、日流出量をベースとした年単位の

流出と、降雨イベントごとの短期的な流出の

2 つの流出モデルを検討しました。

　年単位の流出は、指数関数型貯留量のタン

クモデルを応用して評価しました。このモデ

ルは、降雨量から直接流出量を差し引いた保

留量が考慮されており、直接流出と基底流

出（岩盤流出）を分けることや、流域の最大

地下水貯留量を明示することができます。こ

のモデルを用いて、日流出量が観測結果と合

うように各サイトの最大地下水貯留量を定め

たところ、降雨に対して緩慢な流出応答を示

した福岡サイトでは最大地下水貯留量が大き

図9　指数型タンクモデルによる間伐後の日流量の推定（愛知サイト）

く、鋭敏な流出応答を示した栃木や愛知サイ

トでは最大地下水貯留量が小さいという明確

な違いを示すことができました。これは、地

質の違いによるものと考えられ、最大地下

水貯留量の大きい福岡サイト（花崗岩流域）

では年流出量に占める基底流出量の割合が

80％を超えるのに対し、愛知サイト（堆積

岩流域）では 30％未満となることが分かり

ました。さらに、このモデルを用いて、間伐

前 1 年間のデータに基づいて年間の水収支

が閉じるようにモデルパラメータを決定し、

間伐後の降雨量に対する流出量の計算を行い

ました。こうすることで、間伐後でも間伐が

されなかったと想定した場合の流出量が求め

られ、この推定値と観測値と差は間伐による

流出への効果とみることができます。その結

果、例えば愛知サイトでは、図9 のように、

間伐後の実測値（黒線）はモデルによる推定

値（赤線）よりも特に平水・渇水時に高い日

流量を示す傾向にあり、モデルによっても渇

水流量が増加したことが確かめられました。

　降雨イベント単位の短期間の流出モデルで

は、流域内の浸透能などの不均質性を考慮す

る必要があります。そこで、対象流域をグリッ

ドに分け、各パラメータの空間的な分布を組

み込んだ分布型流出モデルの検討を行いまし

た。グリッドは、従来の等分割メッシュでは

なく、等高線に沿って分割する TOPOTUBE

地形解析を用いて設定しました。これにより、

水の動きをより正確かつ簡素に計算すること

ができます。このモデルでは、土壌 2 層と

岩盤層の計 3 層に分け、それぞれに浸透能

や間隙率などのパラメータを定めることで、

表面流、飽和地下水流、飽和地表流を計算し

ました。これをすべてのグリッドについて解

析することで、流域内の任意のグリッドの全

流出量とホートン型地表流量※4や、地表流

の発生箇所などを出力することができます。

栃木サイトにおいて、間伐前のある降雨イベ

ントの流出解析を行った結果、計算値は観測

値と比べ概
おおむ

ね一致していました。そこで、同じ

降雨イベントについて、間伐後の樹冠遮断量

の変化を考慮して解析することで、間伐の効

果を検証しました。結果は、図10のように、

ゆっくりと流出する成分が増加する傾向を示

し、樹冠遮断量の減少により、土壌中の貯留

量が増加したためと考えられました。

東京農工大学 
農学研究院 
准教授

五味 高志

鳥取大学 
農学部 
准教授

芳賀 弘和

研究成果

　ところで、このような強

度間伐は、現実的な制度や

費用の面から実現可能なの

でしょうか？　強度間伐に

よって渇水流量の増加が期

待されたことから、いくつ

かの都市で渇水被害が生じ

たときの被害額とそれが流

量増加によって軽減された

ときの渇水被害軽減額を計

算したところ、この渇水被

　また、森林の密度管理の指標には、通常林

分収穫表が用いられます。本研究では、間伐

遅れ林に適用できるように改良した三重県の

システム収穫表をもとに、収量比数 0.9（林

内相対照度約 3％）の樹齢 35 年生スギの荒

廃人工林を想定したときの森林管理シナリオ

と、間伐により期待される土壌浸透水の増加

量（遮断蒸発散の減少量）を計算しました。

目標とする収量比数 0.8（林内相対照度 10％

以下）を上回ったとき、収量比数 0.6（林内

相対照度 20％）まで間伐することを条件に解

析すると、初回の間伐では本数間伐率 46％と

強度な間伐を行う必要があるものの、その後

は 14 年、18 年と比較的長期の間伐間隔でよ

い結果となりました。さらに、図12 に示すよ

うに、初期の 35 年生時と 95 年生時を比較

すると、土壌浸透水量は約 440 mm 増加す

ると推定されます。

図10　分布型モデルによる間伐後の流出
量の推定（栃木サイト）

※4 ホートン型地表流量…土壌の浸透能を上回る雨が降った
場合に、地中に浸透せずに地表流となって流出する量。
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