第４章

自然環境の持つ防災機能

第４章 自然環境の持つ防災機能
（１）人工構造物が持つ防災機能と類似した機能を持つ自然環境
自然環境は、下表及び次頁以降に示すように防災機能を有している。しかしながら、自然環境の有
する防災機能は人工構造物に比べ脆弱かつ限定的であり、その効果も定量的に把握されてないことか
ら、現時点で自然環境の有する防災機能は、あくまで副次的なものとして捉えるのが適切である。
表 人工構造物が持つ防災機能と類似した機能を持つ自然環境
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自然環境の有する防災機能の効果の概要（１）

防災・減災効果

イメージ図

備 考
〔対応する防災施設〕
・治水ダム

洪水緩和機能（保水機能）
〔留意点〕
・長時間の降雨により森林中の雨水貯留
量が飽和状態になると、洪水緩和機能は
期待できない。
・防災機能を維持するには、人による維持
管理を行う必要がある。

森林に降った雨はすぐに川に流れ込
まずに樹冠や土壌表面に一時的に
留まり、一部はそのまま大気中に蒸
発する。地表に流れた水も地中に浸
透し、地下水としてゆっくりと川に流
れ込むことから、降雨が一気に川に
流れ込むのを抑制し、豪雨時の洪水
を防ぐ。

〔対応する防災施設〕
・法面工
法面保護（斜面崩壊防止）

樹木

〔留意点〕
・効果は表層型の崩壊に限定され、深層崩
壊には効果は少ない。
・若齢林（20年以内）では効果が低い。
・激しい降雨や急斜面勾配斜面では、崩壊
する力が食い止めようとする力を上まわ
り，森林があっても崩壊が発生してしまう。
・防災機能を維持するには、人による維持
管理を行う必要がある。

①水平根による網効果：水平に伸び
た根が複雑に隣接する木の根と入り
乱れて網目のようになることにより、
土塊を強固に結びつける。
②杭効果：地面下方向に伸びた根
が、すべり面上で杭のように働き、土
塊の移動を食い止める.

森林

〔対応する防災施設〕
・吹付工
・砂防ダム
〔留意点〕
・許容範囲を超えた大雨では効果がなくな
る。

土砂流出の抑制
樹冠の葉や枝が地面を覆い、降雨が
地面に当たる衝撃を和らげ、地表の
落葉が水の流れを緩める。それによ
り、地表面が削られ、土砂が水流で
流されるのを抑制する。

〔対応する防災施設〕
・吹付工
・砂防ダム
地面の洗掘防止、土砂流出の抑制
下草

〔留意点〕
・許容範囲を超えた大雨では効果がなくな
る。

下草が地面を覆い、降雨が地面に当
たる衝撃を和らげ、地表の水の流れ
を緩める。それにより、地表面が削ら
れ、土砂が水流で流されるのを抑制
する。

〔対応する防災施設〕
・堤防
・水制工
〔留意点〕
・河道に対し帯状に配置する必要があり、
人工物に比べ土地の使用面積は大きくな
る。
・流下物捕捉による水位の上昇等を起こす
可能性がある。
・河畔林が耐えられる以上の力を流水から
受けた場合、倒伏し、流木となる。流木とな
れば、橋梁の損壊など被害拡大を招く恐れ
もある。

氾濫流の抑制機能、制御機能
樹木の幹や枝葉が洪水流や氾濫流
の流勢を弱め、堤防の破堤を防止し
たり、氾濫被害を軽減する

河川

河畔林、
樹林帯

〔対応する防災施設〕
・護岸工
・根固工
・水制工
流水による河岸浸食の抑制

〔留意点〕
・河道に対し帯状に配置する必要があり、
人工物に比べ土地の使用面積は大きくな
る。
・河畔林の根の部分が側方から浸食を受
けるような場合には効果は期待できない。
・河畔林が耐えられる以上の力を流水から
受けた場合、倒伏し、流木となる。流木とな
れば、橋梁の損壊など被害拡大を招く恐れ
もある。

樹木の幹や枝葉が洪水の流速を低
減し、地中で絡み合った地下茎は土
を保持する。それにって、洪水時の
河岸浸食を低減する。
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表
環境
区分

自然
環境

自然環境の有する防災機能の効果の概要（２）

防災・減災効果

イメー ジ図

備 考
〔対応する防災施設〕
・堤防
〔留意点〕
・すべての流木を補足することは不可能であ
る。
・河畔林が耐えられる以上の力を流水から
受けた場合、倒伏し、流木となる。流木とな
れば、橋梁の損壊など被害拡大を招く恐れ
もある。

流木、土砂流出の抑制
河畔林の幹や枝に流木を補足する効
果がある。河畔林は自ら流出するより
も多くの流木（山地由来）を捕捉する効
果がある。
また、河畔林による流速の減衰により、
林内やその周辺に土砂をとどめる効果
がある。

河畔林、
樹林帯

〔対応する防災施設〕
・堤防
〔留意点〕
・堤防形成までに時間がかかる。
・必ずしも必要な防災機能を満たすものでは
ない。
・地形や氾濫流量など形成には条件が必要
となる。

自然堤防の形成（林内に土砂堆積）
洪水時の河畔林における流速の減衰
により、林内やその周辺に土砂を補足
し、堆積させる効果がある。それにより
自然堤防が形成され、河道が安定す
る。

〔対応する防災施設〕
・遊水池
・調整池
〔留意点〕
・水田を維持管理する必要がある。
・洪水後の耕作機能の復元が必要。
・農地所有者の理解が必要。

河川水を一時的に貯留する遊水機能
沿川低平地
（水田、畑 豪雨により河川の水位が上昇したとき、
地）
河川流量の一部を田畑に流入させて
下流部の溢水を防ぐ。

河川

〔対応する防災施設〕

〔留意点〕
上流への津波高波の被害低減効果
河口干潟 干潟のように勾配の緩やかな海岸地
形は波の力を弱め、津波や高波の被
害を低減させる効果がある。

「千葉東沿岸海岸保全基本計画(計画編) 」千葉県ウェブサイト
http://www.pref.chiba.lg.jp/kasei/jouhoukoukai/shingikai/higashiengan/
documents/04_siryou3-2_all.pdf
〔対応する防災施設〕
・防潮堤
・消波ブロック
（※津波や高波に対する効果として）

上流への津波や高波の被害低減効果
マングローブの幹や根、枝葉が流体
抵抗となり、津波や高波のエネルギー
を減衰させる。これにより、高波や津
波の到達範囲を狭め、破壊の力を弱
める効果がある。

〔留意点〕
・津波の規模や林齢などによっては津波防
潮林として機能しなくなる場合がある。
・有効な波浪減衰効果を得るためには、ある
程度広範囲のマングローブ林が必要となる。

マングロー
漂流物の上流への侵入阻止
ブ
マングローブの幹や根、枝葉が津波
や高波により運ばれた漂流物を捕捉
し、上流への侵入を阻止する。

人命救助（流された人が まる）
津波などによる漂流者が掴まる対象と
なり、沖に流されるのを防ぐ。
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表
環境
区分

自然
環境

自然環境の有する持つ防災機能の効果の概要（３）

防災・減災効果

背後地への津波高波の低減効果
漂流物の内陸への侵入阻止

イメー ジ図

＜津波災害時＞

今回の東日本大震災の津波において
は津波のエネルギーを弱め、内陸側
への津波到達時間を遅らせ、船舶な
ど多くの漂流物を捕捉して減災に貢献
している。

〔留意点〕
津波のような、一定のレベルを超えた外力に
対しては海岸林ではすべて防げない。減災
機能を注目すべき。
樹林帯は、津波の移動速度を抑制する効果
があり、その幅は150～250m程度の林帯幅
があると減災機能が発揮される。
〔対応する防災施設〕
・防波堤
・消波ブロック

人命救助（流された人が まる）
漂流物の補足

海岸林

津波などによる漂流者が掴まる対象と
なり、沖に流されるのを防ぐ。
今回の東日本大震災の津波において
青森県八戸市市川町では、6ｍを超え
る津波に襲われ、20隻を超える船が海
岸林をなぎ倒したが、すべて林帯で捕
捉され、背後の住宅地へ侵入すること
を阻止した例がある。

備 考
〔対応する防災施設〕
・防波堤
・消波ブロック

〔留意点〕
樹林帯の幅が小さいと効果はない。

漂流物を捕捉した海岸防災林
東日本大震災 被災地の復旧・復興に向けて 農林水産省ウェブサイ
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1210/mf_news_00.html
〔対応する防災施設〕
・養浜

海岸防災林
・飛砂防止・砂丘形成（林内に飛砂堆
積）
砂は風速4.5～5.5m/秒で飛び始める
ため、風速を抑えることで、砂の飛散
を防ぎ砂地を固定する。
風速を減じる。飛砂粒子の移動を遮断
あるいは補足する機能がある。防風林
の効果は風上には高さの2-5倍，風下
には15-20倍といわれている。

金武湾港（屋嘉地区）伊芸地先 ふるさと海岸整備事業
http://www.shimatate.or.jp/20kouhou/simatatei/sima_24/sima2409.pdf

・海岸浸食の抑制
海岸林を配置することによって、海岸
付近の土砂の流出保護する。

海岸

〔留意点〕
林帯幅が50～60m以上あると効果が高まる
とされる。
枝下高が高く下木がない時は林内の風はか
えって加速され飛砂が侵入することがある。
海岸防災林は、飛砂を止め堆積させて砂丘
を造成する堆砂工、植生を保護するための
防風工、波浪、潮流などによる海岸浸食から
森林を保護するための防潮護岸工、森林造
成のための植生工などがある。

海岸防災林 沖縄県森林緑地課ウェブサイト
http://www.pref.okinawa.jp/shinrinryokuti/shinrinhozenhan/002%20tisan.html

〔対応する防災施設〕
・防波堤
・消波ブロック

〔留意点〕
養浜と潜堤・離岸堤を設置し、両方で波浪を
減衰させるケースもある。
また、砂を安定させるため、砂の流出防止の
ため突堤を設置したり養浜の前面に潜堤を
設置する場合もある。

背後地への津波高波の低減効果（養
浜工）
人工的に砂を供給して海浜を造成す
ることにより、波高を減衰させる効果が
ある。
安田漁港海岸人工リーフ及び養浜工 南海建設ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://nankai-c.jp/2010/10/09-100133.php

砂浜

〔対応する防災施設〕
・防波堤
・消波ブロック
海岸浸食の抑制効果
工的に砂を供給して海浜を造成するこ
とにより、波高を減衰させ、砂の流出を
抑制させる。

〔留意点〕
砂流出防止のため養浜の前面に潜堤・離岸
堤を設置場合がある。

辺土名海岸の人工砂浜では、ウミガメ
の産卵もみられた。
辺土名海岸防災林造成工事 沖縄県農林水産部ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-hoku-shinrin/23167.html
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表
環境
区分

自然
環境

自然環境の有する持つ防災機能効果の概要（４）

防災・減災効果

イメー ジ図

備 考
〔対応する防災施設〕
・人工リーフ
・離岸堤
〔留意点〕
・埋め立て等により狭くなると、減衰効果が低
下する。
・温暖化に伴う海面水位上昇や台風の大型
化による防災機能を上回る外力増大が懸念
される。

津波高波の減衰効果
干潟

波は礁嶺前面の砕波し、干潟を通る
間に力が減衰される。

〔対応する防災施設〕
・人工リーフ
・離岸堤

〔留意点〕
・津波や高波の低減効果は限定的である。
・生息環境悪化に伴うサンゴ礁の衰退により
効果が失われる。
・埋め立て等により礁原が狭くなると、減衰効
果が低下する。
・温暖化に伴う海面水位上昇や台風の大型
化による防災機能を上回る外力増大が懸念
される。

津波高波の減衰効果
波は礁嶺前面の砕波や礁嶺とその後
に広がる礁池を通る間に力が減衰さ
れる。また、こうした地形的な構造だけ
でなく、サンゴが形成するサンゴ骨格
の複雑な形状が波の力を分散させる。

海域

サンゴ礁
※砂にはサンゴ骨格以外に、サンゴ礁海域由来の貝や有孔虫なども含ま 〔対応する防災施設〕
れる。
・養浜
〔留意点〕
前述の理由により、サンゴ礁が衰退した場
合、供給源が失われる。

砂浜形成への貢献
（サンゴ骨格）
砂浜の砂の供給源となる。死サンゴの
骨格が風化し、波浪により粉砕され砂
が形成される。
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２．自然環境が持つ防災機能の調査研究事例
自然環境の持つ防災機能についての定量的な解析事例を、文献調査や有識者へのヒアリングにより
収集し整理した。また、自然環境の持つ防災機能と人工物による防災機能を定量的に比較するための
手法について、文献調査や有識者へのヒアリングにより情報収集し整理した。
公共図書館 Web サイトで入手可能な文献およびインターネット等で公表されている文献を中心に
自然環境が持つ防災機能の定量的な解析事例を収集・整理した。
海岸林が有する防風・防砂・防塩効果についてはある程度の精度でその防災効果の定量的把握が可
能と判断されるのに対し、その他の自然環境項目、即ち森林の樹木や河畔林が有する洪水緩和機能、
海岸林やサンゴ礁が有する津波・高波低減効果等々については、各地で研究・実験がなされ種々の定
量評価手法が示されているものの統一的な評価手法が確立されるまでには至っていない。
自然環境の持つ防災機能と人工物による防災機能との比較については、定量的に把握された事例は
なく、基本的な考え方として自然環境の持つ防災機能はあくまで補完的なものであり、人工構造物の
代替とすることは危険であるとの認識が確認された。
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下表に示すように、自然環境が持つ防災機能の研究については、各地で研究・実験がなされ種々の
定量評価手法が示されているものの統一的な評価手法が確立されるまでには至っていない。
表
環境区分

自然環境

陸域

樹木及び
下草

河畔林・
樹林帯

陸水

水田・湿
地

マングロ
ーブ

自然環境が持つ防災機能の調査研究事例まとめ－１

防災効果

概要（防災機能の定量的把握について）

・洪水緩和機能
（保水機能）

森林の洪水緩和機能の定量化について、森林の状態を組み
込んだより精密な流出モデルでのパラメータの客観化はまだ
十分ではない。

・法面保護
（表面侵食の防
止、表層崩壊
防止）、土砂流
出の抑制

樹根が表層崩壊に対してどの程度の効果を発揮しているか
については、色々提案されているが、定量的な評価ができる
段階にまで至っていない。

・氾濫流の抑制
機能、制御機
能

樹林帯の具体的な治水機能と効用について定量的に論じた
研究や技術資料は極めて少なく、減災施設としての樹林帯の
適正な整備・保全法や、そのための水理解析技術は定かでな
い。

・流水による河
岸浸食の抑制

植生の河岸侵食抑制効果は大であると考えられるが、河道
の状況により浸食の程度が大きく異なることが確認されてお
り、定量化には至っていない。

・流木、土砂流
出の抑制

試験結果より、約 180m2 の林帯が同じ広さの沈砂池以上の沈
砂能力があることが確認された。
（北海道留寿都村圃場での調
査結果）

・自然堤防の形
成（林内に土砂
堆積）

移動床水理模型実験結果、土砂による自然堤防の効果的な
形成が認められた。ただし条件により常に効果的な堆積が期
待されるとは限らず、定量化には至っていない。

・河川水を一時
的に貯留する
遊水機能

水収支モデルにより水田の流出抑制効果を解析した結果、
ピーク流出量を低減させ、流出を遅らせることが可能となる
ことや、流出量の低減率は面積の大きな水田ほど顕著である
ことが示された。

・上流への津
波・高波の低
減効果

マングローブ林を抵抗としてモデル化した数値計算で植林
幅、密度と透過率を検討し、植林密度が 1 本/m2 のときには
岸沖幅 100m 程度の植林で、70％以上の波高が削減できるこ
とを確認。

・漂流物の侵入、
流出阻止

定量的に把握された事例なし。

・人命救助（流
された人が
まる）

定量的に把握された事例なし。

・漂流物の内陸
への侵入阻止

定量的に把握された事例なし。
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表
環境区分

自然環境

自然環境が持つ防災機能の調査研究事例まとめ－２

防災効果

概要（防災機能の定量的把握について）

・背後地への津
波・高波の低
減効果

本格的な研究は極めて少なく、現状の理解は不十分な状況
と言える。海岸林の林帯幅、海岸線からの距離、地盤標高、
立木密度などが与えられたとき、定量的にどの程度の津波被
害の軽減効果が見込まれるのか、こうした見地に立った信頼
できる研究が十分に蓄積されていない。

・人命救助（流
された人が
まる）

海岸林
沿岸

砂浜

干潟・マ
ングロー
ブ

・飛砂捕獲効果
（砂丘の形成）

飛砂の 80％は 50m 付近以内に落下し、飛砂量が多いほど
50m 付近以内への落下比率は大きくなる。砂防林内への年総
（神奈川県湘南海岸での観
飛砂量は 93kg/m 幅と推定された。
測結果）

・防風効果

十分な防風効果を得るために約 250m 以上の林帯幅（樹冠
表層高 18m）が必要であることが確認できた。（庄内海岸砂
丘地での調査結果）

・防塩効果

飛来塩分の汀線における分布形が上陸とともに拡散、落下、
地表面において完全吸着することを仮定した拡散方程式に従
って減少することが確認された。
（石狩・厚田地域での調査結
果）

・海岸浸食の抑
制

定量的に把握された事例なし。

・背後地への津
波・高波の低
減効果

定量的に把握された事例なし。

・海岸浸食の抑
制効果

定量的に把握された事例なし。

・上流への津
波・高波の低
減効果

マングローブ林を抵抗としてモデル化した数値計算で植林
幅、密度と透過率を検討し、植林密度が 1 本/m2 のときには
岸沖幅 100m 程度の植林で、70％以上の波高が削減できるこ
とを確認。

沿岸

・漂流物の侵入、
流出阻止

定量的に把握された事例なし。

・人命救助（流
された人が
まる）

定量的に把握された事例なし。

・波浪・高波の
減衰効果
サンゴ礁

定量的に把握された事例なし。

・砂浜形成への
貢献（サンゴ
骨格）

岩状の海底サンゴの群生するリーフ上を伝播する波の波高
減衰度は、波高算定式によって算定することが可能。ただし
現地データによる検証が必要である。
定量的に把握された事例なし。
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沿岸

陸水
（河川）

陸域
（森林）

環境区分

・サンゴ礁

・砂浜

・海岸林

・河口干潟（マン
グローブ）

・沿川低平地（水
田, 湿地）

・河畔林,樹林帯

・樹木、下草

自然環境

表 4-1

・砂浜形成への貢献（サンゴ骨格）

・海岸浸食の抑制
・背後地への津波・高波の低減効果
・海岸浸食の抑制効果
・津波・高波の減衰効果

・防塩効果

・防風効果

・漂流物の内陸への侵入阻止
・人命救助（流された人が まる）
・飛砂捕獲効果（砂丘の形成）

・漂流物の侵入、流出阻止
・人命救助（流された人が まる）
・背後地への津波・高波の低減効果

・上流への津波・高波の低減効果

・河川水を一時的に貯留する遊水機能

・自然堤防の形成（林内に土砂堆積）

・流木、土砂流出の抑制

・流水による河岸浸食の抑制

植生の河岸侵食抑制効果は大であると考えられるが、河道の状況により浸食の程度が大きく異なることが確
認されており、定量化には至っていない。
試験結果より、約 180m2 の林帯が同じ広さの沈砂池以上の沈砂能力があることが確認された。（北海道留寿
都村圃場での調査結果）
移動床水理模型実験を実施した結果、土砂による自然堤防の効果的な形成が認められた。ただし条件に
より常に効果的な堆積が期待されるとは限らず、定量化には至っていない。
水収支モデルにより水田の流出抑制効果を解析した結果、ピーク流出量を低減させ、流出を遅らせることが
可能となることや、流出量の低減率は面積の大きな水田ほど顕著であることが示された。
マングローブ林を抵抗としてモデル化した数値計算で植林幅、密度と透過率を検討し、植林密度が 1 本/m2
のときには岸沖幅 100m 程度の植林で、70％以上の波高が削減できることを確認。
定量的に把握された事例なし。
定量的に把握された事例なし。
本格的な研究はきわめて少なく、現状の理解は不十分な状況と言える。海岸林の林帯幅、海岸線からの距
離、地盤標高、立木密度などが与えられたとき、定量的にどの程度の津波被害の軽減効果が見込まれるの
か、こうした見地に立った信頼できる研究が十分に蓄積されていない。
定量的に把握された事例なし。
定量的に把握された事例なし。
飛砂の 80％は 50m 付近以内に落下し、飛砂量が多いほど 50m 付近以内への落下比率は大きくなる。砂防
林内への年総飛砂量は 93kg/m 幅と推定された。（神奈川県湘南海岸での観測結果）
十分な防風効果を得るために約 250m 以上の林帯幅（樹冠表層高 18m）が必要であることが確認できた。
（庄内海岸砂丘地での調査結果）
飛来塩分の汀線における分布形が上陸とともに拡散、落下、地表面において完全吸着することを仮定した
拡散方程式に従って減少することが確認された。（石狩・厚田地域での調査結果）
定量的に把握された事例なし。
定量的に把握された事例なし。
定量的に把握された事例なし。
岩状の海底サンゴの群生するリーフ上を伝播する波の波高減衰度は、波高算定式によって算定することが
可能。ただし現地データによる検証が必要である。
定量的に把握された事例なし。

概要（防災機能の定量的把握について）
森林の洪水緩和機能の定量化について、森林の状態を組み込んだより精密な流出モデルでのパラメータ
の客観化はまだ十分ではない。
樹根が表層崩壊に対してどの程度の効果を発揮しているかについては、色々提案されているが、定量的な
評価ができる段階にまで至っていない。
樹林帯の具体的な治水機能と効用について定量的に論じた研究や技術資料は極めて少なく、減災施設と
しての樹林帯の適正な整備・保全法や、そのための水理解析技術は定かでない。

自然環境が持つ防災機能（文献調査結果のまとめ）

・法面保護（表面侵食の防止、表層崩壊防
止）、土砂流出の抑制
・氾濫流の抑制機能、制御機能

防災効果
・洪水緩和機能（保水機能）
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今後の治水対策のあり方 太田 猛彦
に関する有識者会議--森
林の機能について

森林流域試験と今後のあ 野口 正二
り方

森林流域の保水容量と流 藤枝 基久
域貯留量
(森林総合研究所)

発表年
概要
1999-08 本研究では、森林土壌が水源涵養機能や洪水緩和機能に果たす役割を定量化する目的で、表層土内の鉛
直浸透過程に関する貯留量指標S を提示した。
貯留量指標 S の妥当性を検討するために、実測データに基づいて求めた団粒状構造およびカベ状の森林
土壌の水分特性（保水性ならびに透水性）を用いて、表層土内の鉛直浸透過程の数値シミュレーションを行
った。その結果、より大きな S を持つ団粒状土壌が、降雨中により多くの雨水を土層内に貯留し降雨終了後
に徐々に流出させることで、ハイドログラフをより緩やかにすることが確かめられた。
蒸発散等も考慮した長期にわたる浸透・流出過程の評価は、今後の検討課題である。
さらに、浸透現象を特徴づけている森林土壌の保水性・透水性の情報を蓄積していくことも重要である。特
に情報が不足している不飽和透水係数については、測定手法の開発や測器の改良により実測データを増
やす努力が行われており、透水係数を表す関数の妥当性についても検討が続けられている。
2007-06 森林流域の水源かん養機能の指標である保水容量と流域貯留量について理解を深めるため、既往成果の
整理と収集した 52 流域（流域規模：10-2～102km2）について簡易な水文解析を行った。これらの指標は、森
林流域は降雨中に雨水をどれだけ流域内に一時的に貯留できるかという概念に基づくものである。孔隙量
と土壌深の積として定義される保水容量は200～500㎜の範囲にあり、それは土層の規模により決まる。総降
雨量と損失雨量の関係より求まる流域貯留量は 50～250 ㎜の範囲にあり、表層地質と土壌型により異なる。
流域貯留量の最大値は花崗岩・火山灰の流域であり、次いで変成岩類の流域、堆積岩・火山岩の流域の順
であった。これらの結果より、森林流域の保水容量はわが国の多目的ダムの平均有効貯水容量（相当雨量）
より多く、流域貯留量は洪水調節量とほぼ同じであることが分かった。したがって、水源地帯の森林流域は、
洪水調節と水資源のかん養に貢献する自然の貯水池である。
2007-06 我が国における森林面積の約4割が保安林に指定され、その中で水源涵養保安林は73.1％を占めている。
森林施業に関わる水文研究の必要性が高まり、森林水文学が果たす役割は大変重要である。ここでは、森
林総合研究所が関わってきた流域試験地から 6 つの水文試験地（北海道上川森林理水試験地：HKW、山形
県釜淵森林理水試験地：YKW、群馬県宝川森林理水試験地：GW、茨城県常陸太田水文試験地：IHW、岡山
県竜の口山森林理水試験地：OW および宮崎県去川森林理水試験地：MSW）を選び、森林施業など植生の
変化（HKW：択伐、風害の影響、YKW：皆伐、部分伐採、階段工設置、GW：択伐・帯状伐採、IHW：皆伐、トラ
クター集材、OW：択伐、マツ枯れと山火事の影響、MSW：皆伐、部分伐採）による水源涵養機能に関する既
往の研究について整理した。森林施業の方法は多種多様であり、また、各試験地において積雪寒冷地域、
寡雨地域、多雨地域など気候が異なる。従って、一つの森林流域試験地の結果から各地の水源涵養機能に
関する評価を行うことは不可能である。今後の森林流域試験地のあり方として、1）長期水文観測の継続、2）
比較水文研究の実施、3）水文プロセス研究の実施、4）広域流域の評価、5）他分野との共同研究、について
提言した。
2010-03 森林水文学が対象とする小流域において、①中小規模の洪水において森林は洪水緩和機能を発揮すると
言ってよいであろう。②治水計画の対象となるような大洪水に対する洪水緩和機能は、降雨量が増加するに
つれ、より限定的であろう。③林床：裸地→植生侵入・リター被覆＝地表の状態が洪水緩和機能を最も大きく
変化させる。④森林の洪水緩和機能の定量化は一般的には小さい流出率や大きい飽和雨量等によって定
量化されていると言えるが、森林の状態を組み込んだより精密な流出モデルでのパラメータの客観化はま
だ十分ではない。

表 4-2 収集資料一覧表（1/22）

環境区分 自然環境
防災・減災効果
資料名（文献名）
発表者
陸域
・樹木、下草 ・洪水緩和機能（保 森林土壌の雨水貯留能を 小杉 賢一朗
水機能）
評価するための新たな指
標の検討
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環境区分

自然環境

防災・減災効果

1999-12

1993-10

森林の水源涵養・洪水緩 小杉 賢一朗
和機能と土壌孔隙特性-森林土壌の孔隙特性が雨
水流出に及ぼす影響

水源かん養機能の計量化 藤枝 基久
の現状
(森林総合研究所)

2006-03

飽和・不飽和透水係数を 土屋 十圀
考慮した洪水緩和機能の 砂口 真澄
評価に関する一考察

本稿では、森林の表層土が持つ雨水貯留能力を評価する手法を紹介し、土壌孔隙特性の違いが水源涵養
機能や洪水緩和機能に及ぼす影響について考察を加えた。ここでは、表層土内の鉛直浸透過程の場とし
て、1m 程度の不飽和土層の下端に地下水面がある状況を想定して議論を進めた。これは、降雨時もしくは
常時飽和地下水帯が存在する流域末端付近などの比較的湿潤な条件に対応しており、蒸発散や不飽和側
方流による土壌の乾燥過程の評価が、今後の課題として残されている。また、流域規模での水資源評価，災
害発生予測をしていくためには，本稿で取り上げた表層土内の鉛直浸透過程の解析だけでは不十分である
のは言うまでもなく、パイプ流や基盤面への浸透も考慮した流域水文過程に関する研究を今後いっそう進め
ていく必要がある。
さらに，様々な森林土壌における雨水の浸透現象を実際に計測することや、土壌の保水性、透水性の情報
を蓄積していくことが重要である。これらの土壌水文学的な研究が進むことによって、森林の水源涵養機能
や洪水緩和機能のより正確な評価が可能になると考えられる。
森林流域の水源涵養機能は、森林植生が林地に特有の表層土壌を生成するために生起する現象で、表層
土壌の物理的性質と土層厚によって制約されるものと考えられている。水源涵養機能の重要性は、経験的
にも、また森林水文試験の結果からも認識されているが、その評価手法は確立されておらず、推計学的手
法から流出モデルによる手法への過程にある。
森林流域の水源涵養機能の計量化に当たっては、森林植生および土壌層の評価が極めて重要な課題であ
る。このため、森林流域に生起する各種の水文過程を物理則により解明し、それを総合化したモデル（物理
モデル）による計量化が求められる。また、水源地帯の流域管理計画への活用に際しては、試験流域規模
で得られた成果をより広域流域に拡大する技術の開発が今後の課題としてあげられる。

本研究では飽和・不飽和透水係数を考慮した kinematic wave 法を用い、森林植生や土壌の異なる森林流域
の洪水緩和機能の評価を行った。
流出率、損失量曲線、及び同一降雨による流出波形から、人工林管理である田代川流域よりも、複層林管理
である笹沢 3 号流域の方が保水能力が高く、洪水緩和機能があることが推測された。その洪水緩和機能の
限界は、田代川流域においては総降雨量70 ㎜前後、笹沢3 号流域においては 200 ㎜前後で、笹沢3 号流
域の方が約3 倍大きいことが示された。
田代川流域の樹冠貯留量は全貯留量の 15％程度で、笹沢3 号流域のそれは 20％程度であることが分かっ
た。このことからも、複層林管理の笹沢3 号流域の方が洪水緩和機能があることが推測された。

発表年
概要
2010-04 水源山地の整備のために治山ダムの設置や水源林造成等を実施した治山事業の流出に与える影響を検証
した。事業実施直前の 1981 年、事業完了翌年の 1983 年、事業完了から 18 年後の 2000 年について、各年
の降雨データから流量を再現するタンクモデルを作成した。これら 3 つのモデルに対し同一の降雨データ
を入力して得られた計算流量を比較し、治山事業の出水に与える影響を考察した。その結果、事業実施翌
年にはいったん洪水と渇水の両方の緩和機能が低下していたが、事業完了 18 年後には洪水と渇水の緩和
機能は事業実施前より向上していることがわかった。事業内容別に見ると、洪水緩和機能が事業翌年に低下
したのは水源林造成のために行った部分皆伐の影響が大きく、18 年経過後にその機能が回復したのは水
源林の成長と治山ダム堆砂地の両方が好影響を与えたと考えられた。また、18 年経過後の渇水緩和機能に
向上が見られたのは、治山ダム堆砂地の存在が地下深部への浸透を促している可能性が高いと考えられ
た。

表 4-2 収集資料一覧表（2/22）

資料名（文献名）
発表者
治山事業の流出に与える 小山 敢
影響（鳥取県林業試験場
研究報告）

2-4-12

環境区分

自然環境

森林の蒸発散が斜面流出 太田 猛彦
に及ぼす影響
城戸 毅
--不飽和浸透理論を用い
た数値実験--

森林が表面侵食を防ぐ

北原 曜
(森林総合研究所)

発表年
概要
1995-03 沖縄本島の水源地帯における水文環境を理解するため、本島中部と北部の森林流域で水文観測を行い、
以下の結果を得た。1）流域水収支法による沖縄本島の年蒸発散量は、900～1,100 ㎜と推定された。2）年降
雨量に占める年基底流出量の割合は、中部 13％、北部 30％であり、それぞれ年流出量の約 50％であっ
た。3）流域の最大損失量は 100～120 ㎜であり、これは pF0.6～pF2.7 の土壌孔隙に保持され得る土壌水分
貯留量に一致した。4）沖縄本島の水資源環境を深刻にしている原因は、降雨量の季節変動のみならず、蒸
発散量が多いことや土壌層の水分貯留量が少ないという地域的要因によるものと推察された。
1986
斜面上の森林が流出に及ぼす影響を説明するため、蒸散項を sink として考慮した RICHARDS の不飽和浸
透理論をモデル斜面の流出に適用して、数値実験を行った。森林および森林土壌が水循環に及ぼす影響
はきわめて複雑であるから、本実験の結果からただちに森林の蒸発散が斜面流出に与える一般的効果を即
断することは危険であるが、本実験の範囲内で考えると、森林は蒸散作用により確実に水分を消失させ、そ
の量は場合によっては裸地斜面からの蒸発消失量を上回りうること、それは流出ハイドログラフに影響を与
えていることがわかった。さらに、斜面上部の森林よりも斜面下部の森林のほうが流出に及ぼす影響ははる
かに大きいことも分かった。
1978-06 ノリ面の安定と植生の役割との関連について、従来の研究成果をもとに検討した。ノリ面の災害を侵食作用と
崩壊現象に大別し、それぞれに及ぼす植生の影響について詳細に考察した。すなわち侵食防止法として、
芝草を密生させるなどの植生被覆は大きな効果を示すが、地上部に樹木、かん木類などがあまり繁茂すると
下草が枯死し、裸地化して侵食の発生する恐れがある。また表層崩壊現象と植生の関係を定量的に示すこ
とは、現状ではかなり困難であるが、ノリ面において発生する崩壊の型およびその機構を明確にすることが
まず必要である。つまり植生が、ノリ面の水収支の特性と土層の強度にどのような影響を及ぼすかを明らか
にすれば、植生の役割が正当に評価される。このことから、植生は侵食による被害に対してはほぼ完全な防
止効果をもつといえるが、表層崩壊に対しては、常にそうであるとは限らないため、現時点では植生の役割
を侵食防止効果にのみ限定するべきである。
1998-02 表面侵食メカニズムに対して植生の表面侵食防止機能は、①雨滴に対しては植生地上部や落葉層によるエ
ネルギー減殺機能、②地表流の流速に対しては茎や落葉層の流速減殺機能、③地表流の流量に対しては
土壌の浸透能改善による流量減少機能、④地表流の掃流力に対しては根系による土粒子緊縛機能に大別
される。落葉層も含めて植生に覆われた植生斜面では、これらの諸機能が総合的に発揮されるため表面侵
食が激減する。
植生の表面侵食防止機能は総合的にはたらくため、植生に覆われた斜面の侵食量はほとんど無視できるほ
どに少ない。川口（1951）はこれまでの多数の研究例をまとめて地域の違いによる年間の侵食土深（㎜/y）を
概数で、荒廃地100～10、裸地10～1、農耕地1～0.1、草地と林地0.1～0.01 であるとした。
侵食量を表す方法は、侵食土深で表す方法と単位面積あたりの侵食土砂量（絶乾重、t/ha/y）で表す方法が
ある。容積重を仮に 100g/100cm3 とすると、1 ㎜/y は 10t/ha/y に相当するので両者は簡単に換算できる。と
ころが、侵食量の測定に関連して、複雑な問題が 2 つある。1 つは、流域のように面積が広くなると、侵食さ
れた土砂が河道に堆積したり、それがまた運搬されたりするので、小面積のプロット試験の結果がそのまま
流域からの侵食土砂量にはならないことである。もう 1 つは、浮遊土砂（粒径 1～100μm 程度で流水中を浮
遊して運ばれる土砂）に大別され、場合によっては浮遊土砂の方が多いのであるが、これまでの多くの測定
では流水とともに浮遊土砂を流しており測定されていないことである。浮遊土砂は、その発生や運搬のメカ
ニズム、降雨強度や流量との関係、侵食土砂に占める割合など未解明なことがたくさんある。

表 4-2 収集資料一覧表（3/22）

資料名（文献名）
発表者
沖縄本島の水源地帯にお 藤枝 基久
ける水文環境
志水 俊夫
金城 勝
寺園 隆一

・法面保護（表面侵 ノリ面の安定に及ぼす植 小橋 澄治
食の防止、表層崩壊 生の影響
防止）、土砂流出の
抑制

防災・減災効果

2-4-13

陸水
（河川）

環境区分

防災・減災効果

表 4-2 収集資料一覧表（4/22）

資料名（文献名）
発表者
発表年
概要
森林は山地の侵食防止に 塚本 良則
1998-02 表面侵食が激しくなってリルやガリーが発達するようになったとき、水平根のネットがリルやガリーの形成を
どのように機能しているか （日本大学生物資源
抑制するように作用する。日本のような急峻な山地斜面ではこの水平根の機能は非常に大切である。
科学部）
樹木の根の崩壊抑止機能が発揮されるのは表層崩壊で、深層崩壊に対しては抑止効果がないことは、力学
的にも統計的にも広く認められている。しかし樹根が表層崩壊に対してどの程度の効果を発揮しているかに
ついては、色々提案されているが、定量的な評価ができる段階にまで至っていない。
水平根は崩壊土塊と非崩壊土の間で引き抜き抵抗力として作用する。
鉛直根はすべり面をより深い、土の強度の大きい下層に押し下げて、崩壊を起こり難くしている。
落石を受けとめる森林
佐野 常昭
1998-02 森林の落石に対する防護機能を整理しますと。
（ 林業土木施設研
・厳しい気象条件の緩和と根系による落石発生の防止
究所
・森林が永年に亘って培った膨軟な土壌による落石エネルギーの減勢
・樹幹による落石の受け止め
の 3 点が上げられます。
落石被害を防ぐ対応技術の現況は、落石の発生機構、運動形態の変化、エネルギー、衝撃力の評価、その
緩衝手法、防護施設の設計手法等について未解明のものが多く、未だ対策基準、指針等が公にでき兼ねて
いる段階にあります。
森林の持つ斜面崩壊防止 阿部 和時
1998-02 斜面上での根の分布をみると、大部分は土壌層中に発達しているが、垂下根・斜出根の一部は基岩表面の
機能
（日本大学生物資源
亀裂や、基岩表面が風化作用で軟らかくなった層（遷移層）にも侵入している。土壌層と基岩層の境界面より
科学部）
深くまで発達した根は、境界面における土の崩壊に対する抵抗力（せん断抵抗力）を補強するので、土壌層
の崩壊を防ぐ働きをする。この根の働きが森林の崩壊防止機能と考えられる。
・河畔林,樹 ・ 氾濫流の抑制機 渓畔林・河畔林の現地に 渡邊 康玄
2006-11 流れの中に樹木が存在する場合、樹木を単純な円柱で仮定すると流速の 2 乗に比例する抵抗力が働く。
林帯
能、制御機能
おける機能評価
このため、樹木が存在する河道の流れを樹木が無い河道の流れと比較すると、同じ流量が流れた場合、流
速が遅くなるとともに水位が高くなる。また、樹木は流れから同じ大きさの力を受けることとなるため、倒伏し
流木となる場合も存在する。このような理由から、河川管理上、河道内の樹木は伐採されてきた。しかし一方
で、この現象を積極的に利用して治水に役立てることも試みられている。
樹林帯の氾濫流抑制機能 秋山 壽一郎
2006-11 減災施設の一種で環境機能も兼ね備えたものが樹林帯である。その具体的な治水機能と効用には、以下の
①～④があるといわれている。
①越流時における堤防の安全性の向上
②破堤部の拡大抑制
③氾濫流量の低減
④木・土砂堆積の防止、表土流失の低減
しかしながら、これらの働きについて定量的に論じた研究や技術資料は、著者の知る限り極めて少ない。も
う少し踏み込んでいえば、樹林帯が設けられていない状況での氾濫流量の評価や越流破堤プロセスの予
測（これらが樹林帯の治水機能と効用を論じる上での基本となる）といったことも古くて新しい河川工学の課
程として残っている。このように、減災施設としての樹林帯の適正な整備・保全法や、そのための水理解析技
術は定かにはなっていない。
堤内樹林帯の密度や幅が十分であれば、ダムや越流堤下流に設けられた減勢工のような役割を果たし、跳
水が起こる。上昇した水位は堤防裏法に沿って流れ下る氾濫流の流勢を緩衝し、裏法尻部での洗掘、さらに
はその進行によってできる落ち堀形成の抑制も図られると考えられる。
また、堤内樹林帯が流水抵抗となることで、堤内地水位h の上昇と氾濫流の流速U の低減が見込め、掃流力
と流体力も低減されると予測される。

自然環境

2-4-14

環境区分

自然環境

北海道東部の標津川では、蛇行した旧川を利用して直線化された河道の蛇行復元事業が進められている。
試験的に通水された箇所において、人工的に掘削された区間と旧川河道をそのまま利用した区間とでは、
河岸の浸食の程度が大きく異なることが確認されている。
植生で覆われた旧川区間と裸地の人工掘削区間とでは、浸食の程度が大きく異なっている。
植生の河岸浸食抑制効果はきわめて大きいと考えられる。しかしながら、河畔林の根の部分が側方から浸
食を受けるような場合には効果は期待できない。また、河畔林が耐えられる以上の力を流水から受けた場合
倒伏する。このため、浸食抑制効果を過度に期待することは危険を伴うこととなる。
本論は藩政時代の治水の遺構が上流から下流にわたって残っている佐賀県嘉瀬川についてその治水体系
を復元し、その機能を検討したものである。明治 21 年と昭和30 年の高水敷の幅の変化から、水害防備林の
平水路固定の機能を確かめた。高水敷の縦横測量により水害防備林の高水敷保護作用を確かめ、水害防
備林の消滅により高水敷の荒廃地化が進むことを明治年代と昭和年代の土地台帳ならびに実地踏査で立証
した。
2006-11

・流木、土砂流出の 水害防備林に関する研究 岸原 信義
抑制
(II)嘉瀬川の水害防備林と
遊水地について

1979-09

模型実験とモデルに基づき、破堤氾濫流に対するメダケ林程度の透過係数を有する水防林の流勢緩和・流
向制御・水流分散機能について検討を加え、次のような知見が得られた。一戸の家屋の防御を目的として設
けられた水防林（屋敷林）については、流体力は水防林の背後で半減され、家屋の倒壊・流失等の被害リス
クは大幅に減少する。家屋群の防御を目的として設けられた水防林については、全体的に流体力が約10～
30％低減され、その厚さが 2 倍になると、減勢効果は 1.5 倍となる。

2012-02

破堤氾濫流に対する水防 秋山 壽一郎
林の減災効果の検討
重枝 未玲
大庭 康平
山尾 匡人
岩本 浩明
・流水による河岸浸 渓畔林・河畔林の現地に 渡邊 康玄
食の抑制
おける機能評価

数値シミュレーションに基 重枝 未玲
づく堤防に沿った樹林帯 秋山 壽一郎
の治水機能の検討

樹林帯の減災機能に関す 秋山 壽一郎
る研究
重枝 未玲
木付 拓磨
利岡 正士

発表年
概要
水防林には氾濫流の流速を落とす機能、すなわち河川から溢れた氾濫流が水防林を通過する際に流速を
1997-01
落とし、緩やかな氾濫流にすることにより家屋や地表土の流失を防止する機能がある。
水防林は、氾濫流を完全に防ぐのではなく緩やかな氾濫流に変えようとするものであり、霞堤や乗超堤など
と同様に遊水地方式と呼ばれる氾濫を許容する洪水防御の方法の一つである。
水防林は堤防護岸などの河川施設を 100％信頼せず、堤防・護岸の侵食や河道からの氾濫を想定して、日
常から森林を管理して水害に備えるものである。水防林は住民自身の手による水防活動のひとつであり、言
い換えれば地域防災・自主防災といわれる自立性の高い防災思想の一環であるといえる。
2010-02 超過洪水時の減災の立場から、堤外樹林帯(竹林あるいは樹木の枝下部)が設けられた河道における越水氾
濫流量について検討を加え、以下のような知見が得られた。(1)模型実験に基づき、堤外樹林帯が越水氾濫
流量を低減させる機能と効用を有することを明らかにした。(2)越水氾濫流量の予測式とその解法を開発し、
実験結果との比較検討よりその妥当性を検証した。(3)乙津川の堤外樹林帯を対象として、越水氾濫流量の
低減率について検討を加え、堤外樹林帯が顕著な越水氾濫流量の低減機能を有することを明らかにした。
2003-08 本研究では、まず、樹林帯がある場での氾濫流の予測手段として、計算メッシュより小さな物体が流れに及
ぼす影響を考慮した SA-FUF-2DF モデルを開発した。次に、樹林帯と構造物が存在する氾濫原における
氾濫流のフロント位置、水深、流速および構造物に働く流体力に関する実験データを収集し、これらの実験
結果に基づき SA-FUF-2DF モデルの予測精度の検証を行った。その結果、SA-FUF-2DF モデルは、樹林
帯や構造物がある氾濫原での氾濫流の挙動や氾濫流中の構造物に働く流体力を再現できることなどが明ら
かとなった。また、氾濫流中に置かれた物体に作用する衝撃力的な流体力の算定方法についても検討・提
案した。最後に、SA-FUF-2DF モデルにより、実スケール市街地を対象とした氾濫解析を行い、樹林帯の治
水機能の検討を試みた。その結果、SA-FUF-2DF モデルが樹林帯の氾濫流量抑制効果や構造物に作用
する物体力低減効果を検討する上での有効な手法であることが明らかとなった。
今後は、地形起伏を考慮した氾濫流実験に基づき、SA-FUF-2DFモデルのさらなる検証を行う予定である。

表 4-2 収集資料一覧表（5/22）

資料名（文献名）
発表者
水害防備林の今日的意義 渡辺 一夫
-阿武隈川支流荒川にお
ける利用の変化をとおし
て-

防災・減災効果

2-4-15

環境区分

那珂川町における 2009 黒木 貴一
年氾濫 と河畔林の関係 西坂 (尾崎)公美

渓畔林・河畔林の現地に 渡邊 康玄
おける機能評価

土壌流亡の緩和手法と河 長谷川 昇司
畔林の緩衝機能評価
山田 雅彦
草野 恭文

発表年
概要
2007-01 北海道日高地方の沙流川における平成15 年8月の洪水後に大量の流木が河道内に集積していた。河口か
ら二風谷ダム下流までの間で、倒伏した河畔林上あるいは河畔林内に全体の75%、約3420m3 が集積してい
た。同区間において流出河畔林の量が 280m3 程度であったのに比較して、1 オーダー多い量の流木を河
畔林は捕捉していたことになる。また、平成16 年10 月に生起した渚滑川の出水でも、河畔林が大量の流木
を捕捉していた。このように河畔林は土砂の捕捉だけでなく、上流からの流木も捕捉することが確認された。
2000-08 留寿郡村の圃場で融雪期の林帯の機能調査を行った。
調査結果では、林帯を流下する間にシルト以上の粒径の土砂はほぼ捕捉されている。そこでこの林帯での
濾過量を沈砂池に置き換えて試算し、その機能を定量化して評価した。
その試験結果では、約180m2 の林帯が、同じ広さの沈砂池以上の沈砂能力があることになった。
2006-11 北海道日高地方から胆振地方にかけて流下する沙流川では、平成15 年8 月の台風10 号により発生した既
往最大の洪水により、大量の流木が生じた。その際、河道内の流木堆積状況について調査を行い、河畔林
との関係について整理を行った。その結果、河畔林内に大量の流木が捕捉されていることが確認された。河
畔林は、流木の原因の一つとして捉えていたが、上流からの流木の捕捉効果も持っていることがこの調査に
よって定量的に確認された。
1989-04 堤内での 2009 年洪水に伴う土砂層厚分布と現在の河畔林分布に河畔林内の土砂堆積量を重ねてみると、
土砂層厚が薄い場所に近い河畔林の土砂堆積量は多く、土砂層厚が厚い場所に近い河畔林の土砂堆積量
は少ない傾向にある。つまり河畔林は、林内に土砂を堆積させ氾濫水のみを陸側へ通し、氾濫時の土砂災
害を軽減させる機能を発揮しているものと思われる。
1988-12 本研究では笛吹川万力林を取り上げ、その水害防備機能の検証のために、移動床水理模型実験を実施し
た。自然堤防形成実験により繰り返し洪水流を流した結果、林内下流部から土砂の堆積が進み、氾濫を繰返
すごとに林内のより上流部での堆積高が増しており、この土砂による自然堤防の効果的な形成が認められ
る。条件により常に効果的な堆積が期待されるとは限らないが、出水をとおして治水機能が向上する一面を
持つとすれば防災の観点からは理想的である。
1997-02 本研究は、水路に樹林帯の模型を設置し、土砂・水の混相流を樹林帯に流入させてその流動特性を調べた
ものである。その結果、樹林帯の抗力係数は清水流よりも混相流の場合の方が大きく、土砂濃度や樹林帯密
度が増加するにつれ増加する傾向がある。また、樹林帯内の堆砂は時間の経過とともに下流側から上流側
へと進行し、堆砂の発生域は樹林帯密度が大きくなるにつれ下流から上流側へと移行することが分かった。
2008-02 近年、流域における都市化の進展に伴い、宅地造成や道路舗装による不浸透域の拡大や下水道網の整備
により雨水流出のピーク量が増大するとともに、ピークの生紀時刻が短縮するようになった。こうした都市化
に伴う雨水流出特性の変化に対応するため、各地の流域では流下能力を高める河道改修に加え、流域から
の流出を減少または遅延させることを目的として、総合治水による流域整備計画が策定されている。
そうした現状を踏まえ、流域内で雨水を面的に貯留できるものとして、市街地近郊に現在も残存する農地に
目を向けてみる。農地とりわけ水田は、豪雨に見舞われる夏季には稲作のための湛水状態にあり、降雨の
浸透は期待できないものの、畦畔に囲まれたプール形状のため、水田は十分な雨水貯留機能を果たすと
いわれてきた。
本研究では、一般的な水田がどの程度の雨水貯留機能をもつのか、実際の水田を用いた現地実験を行っ
て評価するとともに、その貯留機能をさらに高める方策について新たな提案を試みるものである。
得られた成果と今後の課題は以下の通りである。

表 4-2 収集資料一覧表（6/22）

資料名（文献名）
発表者
土砂水理学的視点からの 渡邊 康玄
河畔林と流木の関係

・ 自然堤防の形成 歴史的治水施設の水理学 砂田 憲吾
（林内に土砂堆積） 的評価
伊藤 強
鈴木 秀樹

防災・減災効果

樹林帯に作用する土砂・ 平野 宗夫
水混相流の流体力と土砂 橋本 晴行
堆積
多川 博章
玉松 潤一郎
・沿川低平 ・河川水を一時的に 水田貯留による雨水の流 原田 守博
地（水田､湿 貯留する遊水機能 出抑制効果とその強化方 大森 美喜夫
地）
策に関する現地実験
森 富雄
藤澤 悟

自然環境

2-4-16

環境区分

自然環境

防災・減災効果

1998

2012-06

平成 24 年度 神通川水
系河川整備計画検討業務
水田保全・水田活用の効
果検討

1997

中山間水田の耕作放棄が 増本 隆夫
流出に耐える影響とその
評価

水田の貯留機能評価と水 増本 隆夫
資源の流域管理に見るパ
ラダイム・シフト

1994

発表年

水田が持つ貯留能力を活用し、洪水被害を軽減しようとする取り組み（田んぼダム）が新潟県を中心に行わ
れている。田んぼダムは、水田の排水溝に調整板を設置することで流出抑制を行うものである。対策にあた
っては堰板を設置するのみであり、施設自体は極めて簡単な施設である。
田んぼダムの取り組みは平成 14 年に新潟県神林村（現村上市）で導入されて以来、新潟県を中心に取り組
みが拡大している。富山県においても、井田川支川の坪野川流域において取り組まれている地域がある。
水田の貯留効果に関する論文は決して多くなく、田んぼダムの効果を検証するために、神林村の一部地域

概要
水田の取水口に自動給水栓を設けて雨天時の流入を防ぎ、落水口の越流幅を狭めることによって水田の雨
水貯留機能を高められることが実証された。切欠き板によって湛水深が増加するが、畦畔の低い水田では
溢水する恐れがある。したがって、水田貯留による流出抑制効果を高めるには、畦畔の整備も伴わせて必
要となる。
水田の水収支モデルを実測値との比較によって構築し、水田の流出抑制効果を解析した。その結果、落水
口の切欠き幅を狭めることにより、ピーク流出量を低減させ、流出を遅らせることが可能となることや、流出量
の低減率は面積の大きな水田ほど顕著であることが示された。
茨城県里美村の1.6haの棚田域を含む67haの山林域からの流出過程をモデル化した上で、耕作放棄により
30 ㎝の畦畔が崩れて 5 ㎝になり、欠口高も低くなったと仮定してピーク流量がどのように変化するかを検討
した。その結果、耕作放棄により、100年確率のピーク流量が38％増加し、現況の50年確率に相当するピー
ク流量が 25 年確率に相当するようになるとしている。耕作放棄により、洪水の発生頻度が高くなり、洪水が起
こりやすくなることを示している。
中山間地水田の耕作放棄に伴う流出量の変化に関し、北陸地域の中山間水田を対象に、耕作水田と放棄水
田からの実測流出量および土壌調査データに基づき、その実態を明らかにした。
その結果、圃場が湿潤状態の時には耕作放棄により全ての洪水について全流出量や流出ピークが増大す
る傾向がみられた。すなわち、管理された中山間地帯の水田には、放棄地より多くの保水機能があるといえ
る。1993 年の放棄水田と耕作水田のピーク流出量の最大値を比流量に換算すると、それぞれ 2.7m3/s/km2、
1.0m3/s/km2 となる。この差（1.7m3/s/km2）は低平水田地帯の機械排水区並みの排水量（1.0m3/s/km2）に相
当している。ただし、気象条件によりその傾向は逆転することにも注意を要する。
低平水田地位帯が流域で洪水防止に役立つ例は、以下に示す京都南部巨椋流域、迫川水系夏川流域の
例に見ることができる。まず、第一例の巨椋低平流域（面積約52km2）は、都市化が著しく、1986年に、100年
確率規模の豪雨に見舞われ、住宅地域で多くの浸水被害、低位部農地で湛水被害を被った。この流域は、
従来、排水系統を、上段、中段、下段と分け、標高の高い流域からの流出水は、高い水位を保ったまま排水
し、上段および中段の各排水路での通水能力以上の流量は余水吐から下段の排水路に流下させるように
なっていた。これは、排水路を含めた低平水田部の洪水貯留能力をうまく利用しようというものである。上
段、中段から流入した流量を下段の干拓田地区（10km2）での流入高に換算すると、280 ㎜もの値になる。水
田を中心とした標高の低い干拓田が洪水を貯留するバッファーとしての機能を果たしたことが判る。
第二の宮城県の迫川水系夏川流域では、1986 年の豪雨の際、本川が危険水位を超えそうになったため、七
ヵ所の農業用排水機場の運転を停止するという積極的な対策を行っている。最終的に、堤防越水や破堤の
事態は回避でき、内水地域の湛水被害も軽微であり、甚大な氾濫被害も抑えることができた。低平水田地帯
の洪水貯留機能を有効に使った例といえる。

表 4-2 収集資料一覧表（7/22）
発表者

水田地帯と洪水緩和機 早瀬 吉雄
能・軽減機能の評価と機
能向上事業の提案

資料名（文献名）

2-4-17

環境区分

防災・減災効果

2007-03

2012

江端川総合治水協議会第 福井県福井市
4 回 協議会資料

農業用水が有する多面的 農林水産省
な機能

2009

2012
2011 年チャオピヤ川大氾 増本 隆夫
濫にみる水田貯留の果た ボンテップ・ジュティ
した役割
テップ
皆川 裕樹
堀川 直紀
アムール川中流域におけ 室岡 瑞恵
2012-03
る洪水の数値解析による 桑原 康裕
湿地の遊水地機能に関す 春山 成子
る考察

2005-01

発表年

本研究ではアムール川中流域のハバロフスクにおける降水量データと流量データを基に洪水の数値解析
を行い、現地での聞き取り調査と照合した。さらに、地形分類図を作製した上で JERS-1/SAR データにより湿
地図を作製し、遊水地としての機能を多く果たす地形を明らかにした。当該地域の地形は丘陵地，氾濫原、
自然堤防、低位及び高位段丘に分類でき、この中で湿地が多く分布するのは氾濫原で、湿地面積と降水量
に相関がみられ、遊水地としての機能を大きく果たしていることがわかった。
幅 40 ㎝の造波水路にマングローブ林に相当する樹林模型を設置して、樹林帯による津波の軽減効果につ
いて統一的に評価できる手法について検討を行った．海岸樹林帯による津波遡上高および流体力の軽減
効果については、樹林帯の厚みを表すパラメータ dNall を用いることで樹種によらず指数関数を用いた近似
式で一様に評価できるようになった。遡上高の軽減効果は陸上勾配が緩くなるほど効果が大きく、また dNall
と遡上高の減衰率との間の相関が高くなる。

概要
の方に協力を頂いて、排水時の観測を行い、効果を定量化している。
その結果、観測点とした笛吹川中流観測点、地獄江排水路観測点いずれにおいても、田んぼダムが効果を
発揮しており、ピーク流量の低減量は、調整板を設置しない場合の流量の 25％～29％となっている。
本研究では、低コストで実現が容易な流出抑制施設として水田を捉え、水田での雨水貯留による流出抑制
効果を評価するとともに、その活用策を提案することを目的とする。
実際の降雨（2004 年 7 月 10 日の愛知県一宮市での実測降雨）における水田 1 面による流出抑制効果を検
討した。切欠き幅 B=10.0、7.5、5.0 ㎝と全幅堰 B=29.0 ㎝におけるピーク流量を比較すると B=10.0 ㎝では
45％、B=7.5 ㎝では 55％、B=5.0 ㎝では 68％の流出抑制効果を期待できるものと考えられる。
新潟県神林地域では「田んぼダム洪水調整フォーラム」と称し、平成 14 年から 16 年に水田貯留実験を行っ
ている。そのなかで、モデル地区0.5ha を対象に平成16 年8 月18 日降雨（日雨量181 ㎜/日、時間最大雨
量 31 ㎜/時間）における水田調節効果を試算した。現状の水田の排水構造でも降った雨を貯留する機能は
備えており、ピーク流量は 0.0047m3/s から 0.0039m3/s と約 83％に低減している。さらに、口径 5 ㎝のオリ
フィスが付いた調整板を切り欠きに設置すると、最大放流量は 0.0039m3/s から0.0014m3/s と約36％に低減
し、大きな洪水調節効果が期待できる。
水田は四隅を畦畔で囲まれており、上流から流れ込んできた水や、大雨の時は水を一時的に貯留し、ゆっ
くりと水路や河川に流出させる機能を有している。また、ため池、用排水路等の農業水利施設も降雨を一時
的に貯留する機能を有している。水田にかん水された農業用水や貯められた雨水は、徐々に地下に浸透し
て地下水をかん養するほか、直接河川を流下するより長い時間をかけて下流の河川に還元され、特段の浄
化処理を必要としないで再び下流域で農業用水や都市用水に利用可能である。また、畑についても、表面
が耕作され雨水が浸透しやすい状態に保たれることで地下水のかん養に役立っている。
2011 年に発生したタイ国チャオプラヤ川流域の大氾濫をとりあげ、都市部の大氾濫に対して水田地帯の洪
水貯留が全体の氾濫現象の中でどのような役割を果たしたかについて検討を行った。その結果、水田地帯
が受け持った氾濫水貯水の効果を具体的に数値で示した上で、同様に大氾濫を被った水田地帯が都市部
の氾濫水の貯留や氾濫水の遅延化に大きく貢献し、下流バンコクの氾濫被害を軽減したことを示した。

表 4-2 収集資料一覧表（8/22）
発表者

水田貯留による雨水の流 原田 守博
出抑制に関する実証的研 藤澤 悟
究

資料名（文献名）

・河口干潟 ・上流への津波・高 海岸樹林による津波減災 飯村 耕介
（マングロー 波の低減効果
効果の評価式の構築
田中 規夫
ブ）
谷本 勝利
田中 茂信

自然環境

2-4-18

環境区分

自然環境

防災・減災効果
松本
田淵
平田
藤岡

柳澤
越村
宮城
今村

英明
俊一
豊彦
文彦

スマトラ沖大地震における
樹林の津波防御効果につ
いて
タイ南部地区

サマン・ホモチュエン

佐々木 寧
田中 規夫
湯谷 賢太郎

マングローブ林による波 柳澤 英明
浪減衰効果の実験・数値 横木 裕宗
的検討
三村 信男

2004 年インド洋大津波に
おけるマングローブ林の
フラジリティー関数と津波
減衰効果

発表年
概要
2006-06 2004 年のスマトラ沖地震時の大津波がタイ国南部マレー半島部西岸の沿岸植生に及ぼした影響の緊急調
査を 2005 年3 月中旬に行った。
Laem Sak 村では、津波は 3 波の泥水として押し寄せたが森林植生以外の被害はほとんどなかった。
この地区は数年前からマングローブ植林活動が盛んで、海側にマングローブ林がなかった地区での被害
が大きかったことから、住民はマングローブ林の津波被害防止機能を高く評価していた。
海岸林の津波被害軽減効果については、マングローブ特にオオバヒルギ属（Rhizophora）樹種で高く、林内
約 10m までに多くの物体や生存者がトラップされた。この樹種の特徴である地上根の密度の高さがトラップ
効果を高めるのに貢献していると考えられた。
2010
津波伝播解析および現地調査より得られたマングローブ林の状態を考慮し、1 次元での津波解析を実施す
ることで、サモア独立国におけるマングローブ林の津波減衰効果を検討した。解析結果によれば、津波は
マングローブ林前面部では流速が止められ、水位が上昇するものの、背後地では水位や水流圧力（流速 2
×水深）が減衰させられていた。マングローブ林の合成粗度は、最大で 0.1 程度と評価された。マングロー
ブ林によって、約40%の流圧力が減衰させられており、津波に対する減勢効果があったものと考えられる。
2008-12 2004 年インド洋大津波において、海岸林の津波減災効果が確認され、その効果に関心が高まっている。し
かしながら、樹木は津波外力により倒木し、減災効果が低減しうる場合もあり、その限界も明らかにしておく
必要がある。
本研究では、マングローブ林を対象として実施した 2004 年インド洋大津波の被害調査および、数値解析結
果から、津波の外力に対するマングローブ林の破壊確率を評価し、個々の樹木が持つ不確実性を考慮した
マングローブ林のフラジリティー関数を提案する。さらに、そのフラジリティー関数を利用し、マングローブ林
による津波減衰効果を評価する。
計算結果の一例として、マングローブ林（幅400m）前面部の位置で津波浸水深3m、周期30minとなる津波を
入射させたときの水位変化を示す。マングローブ林前面では、水塊が貯留するため水位が 1m 程度上昇す
るが、背後ではマングローブ林の抵抗を受け津波の水位が 2m 程度減少している。樹齢ごとに比較すると、
密度の最も高い 10 年生の森の減衰効果が最も高い結果となった。入射浸水深を変化させたときのマングロ
ーブ林背後における津波浸水深の減衰率を示す。入射浸水深が4m付近までは、10年生の森による津波減
衰率が最も高いが（20～30％）、それ以上となると、マングローブ林の破壊が進み、20・30 年生の森の効果
が相対的に大きくなる（5～20％）。
2005-12 近年、東南アジア諸国の沿岸部ではマングローブ植林が経済的に安価で、自然環境にも適した減災対策と
して実施されている。本研究では、マングローブ植林の防波効果を定量的に明らかにすることを目的とし、
模型実験および数値計算から波浪減衰を算定した。その結果、植生の枝葉部分は短周期の波を大きく減衰
させることが、実験より明らかになった。また、マングローブ林を抵抗としてモデル化した数値計算で植林
幅、密度と透過率を検討し、植林密度が 1 本/m2 のときには岸沖幅100m 程度の植林で、70％以上の波高が
削減できることが分かった。また、マングローブ林周辺の平面波浪場を解析し、マングローブ林背後での回
折の効果を確認した。
2005-12 本研究では、タイ西海岸における代表的植生のうち、モクマオウ、フタバナヒルギ、ヒルギモドキ、ココヤシ、
カシューナッツ果樹園、雑木林について、特に樹形・胸高直径に注目した。フタバナヒルギは、津波浸水高
5m クラスで、気根が流勢を分散し、孤立樹でも破壊を免れていた。津波浸水高 8m クラス以上では、気根と
樹幹の間の、主幹が破断されたが、樹林帯の破壊幅は約 50m 程度で止まっていた。以上より、気根を出す
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発表者
陽介
隆一
泰雅
義三

2009 年サモア地震津波に 柳澤 英明
おけるマングローブ林の 宮城 豊彦
津波減災効果
馬場 繁幸

資料名（文献名）
タイ国マレー半島西岸に
おける海岸林の津波被害
-2004 年 12 月 26 日のス
マトラ島沖地震の影響-

2-4-19

沿岸

環境区分

・海岸林

自然環境

資料名（文献名）

東日本大震災の津波によ 坂本 知己
る海岸林の被害と津波被 野口 宏典
害軽減機能

・人命救助（流され スリランカ南部海岸線に 田中 規夫
た人が まる）
おけるインド洋大津波被 佐々木 寧
害実態調査-ラグーン、海 M.I.M. Mowjood
岸砂丘、樹林帯に注目し
て・背後地への津波・ 海岸沿線都市の自然・人 田中 規夫
高波の低減効果
工要素の最適活用による
「津波減災工学」確立に関
する研究

2009 年サモア地震津波に 柳澤 英明
おけるマングローブ林の 宮城 豊彦
津波減災効果
馬場 繁幸

2012

2011-09

2005-12

2010

2005-12

発表年

東北地方太平洋沖地震の津波被害状況は複雑で、樹林帯の破壊・流失の有無、家屋の破壊・流失の有無、
堤防破壊の有無によって被災の程度が異なるため、堤防や海岸林の破壊のタイミングを適切に評価する必
要がある。そこで、一次選定した 18Line のうち、宮城野区 Line5(樹林帯の効果)、若林区 Line8(堤防の効果)
を二次選定した。それぞれの地点において、非線形長波方程式を用いた津波の平面2次元計算により津波
浸水深を再現した上で、津波によって海岸林、家屋に作用する抗力や抗力によるモーメントを算出した。数
値計算では樹木破壊判定を含むモデルを構築し、数値計算の精度向上をはかった。家屋を破壊する時の
限界モーメント指標 u2h2（u：流速，h：浸水深）の最大値を求め、1)植生あり(現状ケース)、2)植生なしで計算
した結果を比較することにより、海岸林の効果を算定したところ、若林地点では海岸林が家屋の流失領域を
110m 狭めたことがわかった。一方、堤防の有無による影響を堤防が破壊された宮城野区で検討した。堤防
無し(M2)、堤防有り(M3)は痕跡浸水深を表現できなかったため、堤防破壊のタイミング(津波が汀線に到達
してから 350s で破壊)を考慮(M1)をしたところ、実測の最大浸水深を精度よく表現した。M1 と M2 の比較よ
り、M1 は堤防が途中で流失したが、家屋の流失領域を約1520m 減少させたことがわかった。
海岸林は津波の勢いを弱め到達を遅らせる役割（波力減殺機能）を果たしたと考えられました。波力減殺機
能を確認するため、海岸林を通過する津波の様子を数値シミュレーションモデル（以下、モデル）で再現し
ました。実物の樹木を使った水路実験を行い（写真 6）、水流に対する樹木の抵抗特性を求め、現地調査に
よる海岸林の状態（本数密度、胸高直径、樹高、枝下高）を組み込んだモデルを開発しました。海岸林を津
波が通過する様子をモデルで再現して、海岸林がある場合とない場合とを比較したところ、海岸林があるこ
とで津波の到達が遅れ、浸水深（地面から水面までの高さ）や流速も抑えられる様子を確認できました（図
1）。開発したモデルを用いて海岸林の幅や状態によって津波の被害がどの程度軽減できるかを推定し、林
野庁が策定した海岸林の再生・復興計画に役立てました。

概要
マングローブ樹や、太い枝を出す低木樹は効果があること、樹林帯や樹木そのものが多様な樹種構成、樹
齢構成を持つことが重要であること、などが痕跡調査課から明らかになった。
今回の津波では、速い水流と高波が生じており、大量の車や家具、破損した建物部分、流木などが流出し、
水流とともに人体を傷つけ、新たな破壊を生じている。
しかし、高木類のほとんどが流亡せずに残存しており、これらの流出物をトラップしている。結果的には後背
部の物理的破壊力を低減させている。
砂丘後背部にマングローブ林がある場合、ほとんど完全に流亡物をトラップしている。マングローブ林の背
後家屋では水位上昇と冠水被害にとどまっている。
津波の被害が大きかった Upolu 島東部の Malaela を対象に被害調査を実施した。マングローブ林や周辺の
森の中には、津波によって破壊された家屋の残骸や車などの大きな漂流物が止められていた。現地住民に
よれば、林内で止められていた車はマングローブ林前面の住宅から流れたものであった。マングローブ林
が津波の漂流物を止めることで、マングローブ林背後の居住地に漂流物が侵入することを防いだものと考え
られる。
2004 年インド洋大津波では、津波によって人々の多くは波に流されている。聞き取り調査によると、津波流
水によって 200m 以上流された例があった。この場合最終的な漂着先が樹上、枝葉の上で助かっている。
人が大きな損傷なく漂着できるのは、枝葉が多く、密度が高い植物が有効である。聞き取りの例では、マン
グローブ樹林が有効であった。
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発表者

・漂流物の侵入、流 スリランカ南部海岸線に 田中 規夫
出阻止
おけるインド洋大津波被 佐々木 寧
害実態調査
M.I.M. Mowjood
-ラグーン、海岸砂丘、樹
林帯に注目して-

防災・減災効果

2-4-20

環境区分

自然環境

防災・減災効果

熱帯性海岸樹木の破壊限 田中 規夫
界を考慮した防潮林の津 N.B. THUY
波低減効果の評価
谷本 勝利

海岸林の機能と津波に対 吉﨑 真司
する樹木の応答について

津波災害を軽減する海岸 野口 宏典
林のはたらき

発表年
概要
2011
海岸林の津波減災効果は、まず第一に津波エネルギー（流速･流体力）の減衰が挙げられる。
・ 津波減災効果は地盤高との共同効果が大きい。また防潮堤との共同効果も見られる。
・ 林帯幅が広ければ、効果の積み上げにより内陸での減災機能が高まる。
・ 海岸防災林の効果は数値シミュレーションによっても裏付けられた。
・ 結論として、海岸林の津波減災効果を、従来の飛砂防止、高潮防止、塩害防止、防風、防霧等の防災機能
に加え明確な形で認めた。観察（文献を含む）やシミュレーションの結果から、津波減災効果はおおむね浸
水深（地盤面からの津波高さ）6m 以下で何らかの効果が見られ、同3m 以下で大きい。
・ また、津波対策の面からはいわゆる多重防御の一環として海岸防災林が認定された（東日本大震災から
の復興の基本方針、2011 年8 月11 日）。
現在の海岸林は防災機能に加えて、優れた景観、憩いと保養・レクリエーション・観光の場、さらにはセラピ
ーや環境教育の場、森と人とのつながり･人と人とのつながりを築く場などの多面的機能を持つが、砂浜海
岸でとくに重要なのは生物多様性あるいは生態系の保全機能である。海浜生物の生物多様性保全には十
分な砂浜と背後の幅広い海岸林を含む海浜植生の連続的な存在が必要である。
2012
津波災害に対する海岸林のはたらきを数値化し、予測計算に組み込むためにこの研究を行ないました。今
回の実験では、日本の代表的な海岸林であるクロマツを使い、津波災害に対する海岸林のはたらきで特に
重要だと考えられる津波氾濫流を弱めるという点について調べました。その結果、葉と枝を除去してしまうこ
とで氾濫流を受け止める面積（投影面積）が減少すると、流水に対するクロマツの抵抗力も減少していくこと
を数値的に明らかにできました。幹だけの状態では抵抗力はかなり小さく、枝と比べても半分以下です。い
ちばん大きな抵抗力を持っていたのは葉で、葉全体の抵抗力は枝全体の 2～3 倍という抵抗力を持ってい
ます。葉と枝の抵抗力を合計すると、幹の抵抗力の 10 倍以上になりました。
2011
我が国おける海岸林の多くは防風と防砂を目的として造成されたものである。海岸林の主な機能は飛砂防
止（防砂）、防風、潮害防備、防霧などであり、その他、魚付や航行目標としての機能も求められている。ま
た、効果としては、飛砂の発生を抑え、砂丘の移動を防ぐ、背後地の道路や農地への防風効果、津波被害
の軽減、魚場の育成、風致・レクリエーションの場の提供、生物多様性の醸成などがあげられる。このよう
に、海岸林には非常に多様な機能が求められているが、それはコンクリート構造物や他の人工材料には見
られない、生物材料だからこその特徴であり、かつ高さと幅を持った樹林だからこその特徴であると思われ
る。さて、今回発生した津波や台風時に発生する高潮などの潮害防備を目的とした海岸林を「防潮林」、潮
害への防備を目的として伐採などの行為が制限されている樹林を「潮害防備保安林」と呼ぶが、この防潮林
には以下のような機能の発揮が期待されている 6）。 樹木が漂流物の移動を阻止し、移動によって生ずる
二次的被害を軽減又は防止する。 津波・高潮の波力を減殺して流速やエネルギーを低下させ、その破壊
力を弱める。 跳波による破壊力を軽減または防止する。 高波にさらわれた人がすがりついたり、ひっかか
る対象となる。 強風による砂丘の移動を防いで海岸に高い地形を保ち、それが津波・高潮に対する障壁と
なって海水の侵入を阻止する。
2010-12 本研究は、熱帯性海岸樹林のアダンが津波減衰に果たす役割をアダンの生長段階における差異を明らか
にするため、アダンの破壊限界を含んだモデルを構築し、樹高毎に樹林帯の破壊限界を解析したものであ
る。その結果、以下のことが明らかとなった。
(1)アダンは、樹高の8割を津波浸水深がこえた場合に破壊されるという既往知見を、樹高が2mより大の樹
木に対しておおむね満足していた。また樹高が同じでも樹林帯幅が厚くなると樹林全体としての反射
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資料名（文献名）
発表者
海岸防災林の再生に向け 太田 猛彦
て

2-4-21

環境区分

自然環境

防災・減災効果

2010-02

地形情報と想定津波高に 浅野 敏之
基づいたわが国海岸林の 植村 潤一
津波防災能力の評価
松元 千加子

防潮林の津波に対する効 首藤 伸夫
果と限界

発表年

概要
の影響で破壊限界値は大きくなる。
(2)樹林帯の破壊について、樹高が低い 2.4m の場合は、樹林帯の一部（前面部）が破壊されると、樹林帯
全部の破壊につながりやすい。樹高が 6m、8m の場合は 0.5m 以上の幅を持っており、破壊は途中で
止まり高い津波減衰効果を維持可能である。
(3)アダンは樹高が低くても気根部分の抵抗が大きいため、気根上部が破壊されても、気根のみによる津
波力低減効果は大きいため、潜在的津波力減衰率の評価値に対して、樹高 2，4m の場合で 2 割程
度、樹高6，8m で 1 割程度の影響を与える。
これまでのわが国の津波防災対策は、主として津波防潮堤、津波防波堤、津波水門などコンクリート等の構
造物建設によるハードな対策に頼ってきた。近年、環境保全と防災を両立される津波対策として海岸林の活
用が注目されている。
わが国では、釜石・大船渡などで湾口部に津波防波堤が建設されてきたが、こうした津波対策は、平常時の
海への眺望やアクセスを阻害し、港内外の水質交換を防げ、さらには巨大な建設費を要するために、最近
の環境問題・財政問題の観点から魅力ある対策とは言えなくなってきた。
海岸林の活用は、国の内外を問わず今日的で魅力的な津波対策と言える。国土保全・防災を主題とする土
木工学の研究者も、海岸林に大きな関心を抱くようになってきた。土木工学の津波防災の分野では、以前か
ら海岸林による津波エネルギーの軽減効果が研究されてきた。
これまでの研究では、樹木に作用する津波流の特性など流体力学に主眼を置いた研究がほとんどであった
が、最近では枝や樹冠部の流体抵抗を評価する上で樹木形態の特性を考察に取り入れたり、樹木の生長
や立木密度の年代的な変化を考慮して防潮林の津波機能を評価する研究など、林学の知見を組み込んだ
研究が発表されるようになってきた。
しかし、海岸林はもともと防風・潮害防備・飛砂防備を目的とし、津波防災を目的に造成されたものではな
い。よって、この課題の本格的な研究はきわめて少なく、現状の理解は不十分な状況と言える。
海岸林の林帯幅、海岸線からの距離、地盤標高、立木密度などが与えられたとき、定量的にどの程度の津
波被害の軽減効果が見込まれるのか、こうした見地に立った信頼できる研究が十分に蓄積されていない。
既に十分な地盤標高を有していたり、前面に高い防潮堤防が設置されている海岸もある。こうした地点では
海岸林に津波防潮機能を期待する必要が無いようにも考えられが、津波を起因させる地震によって防潮堤
の倒壊や地盤液状化による沈下なども報告されており、海岸林による津波防潮機能の 2 次的な備えが現実
に役立つことも予想される。
防潮林の津波に対する効果として
(1)船などの漂流物を阻止し、背後の家屋を保護する。(2)流れに対する抵抗として働き、流速や浸水位を
軽減する。(3)津波にさらわれた人のすがりつく対象となる。(4)砂丘を育成し、その高い地形が津波に対す
る自然の障壁となる。などが古くから指摘されている。
本論文では、こうした議論に定量的な根拠を与える第一段階として、事例を収集し、防潮林効果の判定、お
よび必要とされる能力を有する防潮林とはどのようなものであるか、を明らかにすることを試みる。過去 5 個
の津波に対する事例から防潮林の効果を判定できる図を作成した。これによって、防潮林の役割や限界が
従来よりは明確になったとはいえ、流速減少量や浸水深減少量を数値としてあたえることはまだ出来ず、今
後の課題として残されている。

表 4-2 収集資料一覧表（12/22）
発表者

資料名（文献名）

2-4-22

環境区分

自然環境

防災・減災効果

海岸樹林による津波減災 飯村 耕介
効果の評価式の構築
田中 規夫
谷本 勝利
田中 茂信

津波の河川遡上へ及ぼ 谷本 勝利
す海岸および河道内樹林 田中 規夫
の影響
N.B. THUY
飯村 耕介
津波減衰効果を目的とし 原田 賢治
た海岸林活用条件の検討 河田 惠昭

発表年
概要
2009-12 本研究は、仙台湾岩沼・名取海岸を対象とし、海岸林の現況と実際の地形把握のために現地調査を行い、
実際の標高値及び海岸林緒元を用いた 1 次元の津波氾濫計算から、現況海岸林での津波減災機能を評価
する。
海岸林背後（内陸320m 地点）における氾濫流の単位幅（1.0m）に作用する流体力 FH と転倒モーメント MH の
時刻歴から、海岸林により氾濫伝播速度は遅延すること、浸水深や流速も減ずることがわかる。流体力は
30％程度、転倒モーメントは 50％程度減ずることがわかる。
2009-03 海岸防潮林には、次のような機能があります。
①流速の低下と破壊力減少
・津波・高潮が林帯を通過するとき、樹幹の形状抵抗や摩擦抵抗によって波の速度や破壊エネルギーを減
少する。
②跳波による破壊力防止
・津波や高潮が防潮堤にぶつかって生じる波（跳波）の叩きつけによる家屋の破壊を防止する。
では、海岸林の林帯幅がどのくらい必要かということですが、防風林であれば 30～70 メートル、潮害防備林
では 50～100 メートルといわれています。
2006-12 海岸林には次のような津波減災効果がある。
a)幹や樹冠部等が流体抵抗となり津波の波高・流速を減衰させる。
b)津波によって破壊された家屋・船などの漂流を阻止し背後地を守る。
c)漂流者がすがりつく対象となる。
d)通常時の防砂効果により背後に砂丘を形成し、地形標高を高くして 2 次的な防御効果を持つ。
本研究では海岸林を津波防潮林として設計する上で樹木群落の生長特性を考慮する必要があるとの観点
に立って、津波防潮林の津波減衰機能の時間変化を考察した。
海岸林の樹木直径・立木密度の林齢に伴う変化を、森林生長モデルによって定め、津波防潮林としての機
能の経時変化を定式化した。樹木の津波による倒伏条件を考慮することにより、津波防潮林の機能が最大化
する林齢があることを明らかにした。
2008-12 津波の河川遡上に及ぼす海岸および河道内樹林の影響について、2 次元数値計算に基づき考察した。そ
の結果、海岸樹林は海岸へ遡上した津波の河川への流入を減じ、津波遡上を減じるのに寄与するものの、
河道内樹林の効果が大きいことが明らかとなった。本計算条件の場合、海岸林によって海岸での遡上高は
34％減になり、河川で遡上高は主として河道内樹林により 10％減じる。
2005-12 本研究では、海岸林の津波減衰効果の活用に向けての条件を検討するために、従来の抵抗モデルをより
用い易い形式の粗度係数で再整理し、いくつかの海岸林の利用条件について数値シミュレーションを活用
した検討を行った。これらの結果より、海岸林の利用に向けて、枝下高を低く樹木を育成することが非常に有
効であることがわかった。間伐による密度管理をうまくすることでこのような海岸林条件を満たすことが可能
であり、有益な情報が得られた。
2009-12 本研究では、樹林帯による津波の軽減効果ついて統一的に評価できる手法について検討を行った。海岸樹
林帯による津波遡上高および流体力の軽減効果については樹種によらず指数関数を用いた近似式で一様
に評価できるようになった。遡上高の軽減効果は陸上勾配が緩くなるほど効果が大きく、一方、流体力の軽
減効果については陸上勾配による差はあまり生じない。

表 4-2 収集資料一覧表（13/22）
発表者
健太郎
賢治
修
拓司
直樹
智義
文彦
睦雄

森林生態学に基づいた津 浅野 敏之
波防潮林の防災機能の評 岩塚 雄大
価

今井
原田
渡辺
江刺
島貫
八木
今村
海岸林と人の共生関係論 小嶋

資料名（文献名）
実地形における海岸林を
利用した津波減勢策
-仙台湾岩沼・名取海岸を
例として-

2-4-23

環境区分

自然環境

防災・減災効果

防潮林の津波減災効果に 原田 賢治
関する水理学的研究

津波に対する防潮林の評 羽鳥 徳太郎
価-首藤の収集資料から

沿岸植生域を氾濫する津 今井 健太郎
波の水理
松冨 英夫

東北地方太平洋沖地震津 星野 大介
波による岩手県沿岸の海
岸林と集落の被害状況

津波防災施設としてのわ 浅野 敏之
が国海岸林の機能評価に 松元 千加子
関する研究
永野 彩佳

発表年
概要
2010-12 熱帯において砂浜に生育するアダンは気根を有し密生することから、感潮帯に生育するマングローブととも
に、津波防御樹林（バイオシールド）の樹種として有望視される。
本研究により、遡上津波によるアダンの折損に関する津波曲げモーメントに及ぼす樹林および入射津波条
件の影響を明らかにした。津波高が大きいほど破断の危険性は高いのはもとより、幅や密度といった樹林条
件の影響が大きいことが特筆される。樹林幅が狭いほど、樹林密度が小さいほど津波曲げモーメントは大き
い。そうした津波曲げモーメントの無次元式を示したが、広範な条件に対し、誤差はほぼ±10％の範囲に収
まっている。
2009-12 近年、環境保全と防災を両立させる津波対策として海岸林の活用が注目されている。
本研究は、海岸林の持つ津波防災能力を繁茂規模や特性、地形条件などの客観的データに基づいて検討
しようとしたものである。わが国の代表的な海岸林で津波災害が危惧される地域のものを選定し、それぞれ
について地盤標高や規模と位置、背後地の状況を調べ、海岸林の持つ防災機能を評価した。
一方では既に十分な地盤標高を有していたり、前面に高い防潮堤防が設置されている海岸もある。こうした
地点では海岸林に津波防潮機能を期待する必要が無いようにも考えられるが、津波を起因させる地震によ
って防潮堤の倒壊や地盤液状化による沈下なども報告されており、海岸林による津波防潮機能の 2 次的な
備えが現実に役立つことも予想される。
2012-12 海岸林の持つ公益的機能は、防風、飛砂防止、防潮、防霧、飛塩防止といった防災機能の他、風致、生物保
護、水産資源保全機能など非常に多岐にわたり、この多面性こそが他の防災施設にみられない長所であ
り、沿岸市長村の生活環境において海岸林が重要な所似である。しかし、海岸林の防災機能、とりわけ防潮
機能は津波や高潮を海岸林単体で完全に防止することはできず、被害軽減、あわよくば回避を期待できる
程度とされてきた。この点、津波や高潮に対する防災施設として特化した防潮堤・防波堤もまた同様である。
2006-08 本研究で得られた結論を以下に示す。
1)沿岸植生域は津波氾濫流のエネルギーを最大で6割程度減少させ得ることを水理実験により示した。合
成粗度係数については植生域の無い場合に比べ、最大で 8 倍程度となる。
2)枝葉が有る場合、無い場合に比べて 3～4 倍程度の流体力が作用する。また、植生の配置により植生の
作用流体力は若干変化する。
3)最大波高＜4m であれば植生域は倒伏をせず、津波遡上の抑制効果に期待できる。しかし、最大波高
＞5m では植生域全体で完全に倒伏してしまい無力である。
2007-12 防潮林は津波に対して水勢を弱め、あるいは人命を守り、後背地の集落、農地の破壊流失を予防する効果
は知られている。その効用は、主として農林関係機関で調査され、林帯幅が増すにつれ、波のエネルギ
ー、流速が指数関数的に減少するという。防潮機能は森林の密度、下生えの状態などの林相で多様であり、
数値実験から流速、水流圧力の低下率が定量的に議論された。
一方、首藤（1985）は、43 箇所の防潮林の調査記録を収集し、浸水高に対する効果と限界を解析した。そし
て津波高4m 以下が効果的であると示した。
2003-03 人工構造物と防潮林を想定した水理模型実験よりその影響を比較した結果、人工構造物だけでなく防潮林
においても、水位で 0.6～0.7、流速で 0.5～0.8 の減衰効果ある事を示している。これらにより防潮林の津波
減衰効果を数値計算で検討する際に重要となる抵抗係数および減衰特性について重要な知見を得た。
防潮林の抵抗を考慮した津波数値計算による津波減衰効果の定量的評価手法について検討を行った。現
地条件にもとづいた実スケールの津波減衰効果は、防潮林幅が 50～400m と増加すると変化率が水位で

表 4-2 収集資料一覧表（14/22）

資料名（文献名）
発表者
海岸樹林端部付近におけ N.B. THUY
る樹木（アダン）に働く津 谷本 勝利
波曲げモーメント
田中 規夫
原田 賢治
飯村 耕介

2-4-24

環境区分

自然環境

2009-03

2009-03
2003-03

海岸林と人の共生関係論 小嶋 睦雄

・飛砂捕獲効果（砂 飛砂による後浜の地形変 有働 恵子
丘の形成）
動と海岸植生の効果に関
する研究

2010

英明
豊彦
繁幸
睦雄

柳澤
宮城
馬場
小嶋

2005-12

水谷
高木
白石
宮島
富田

・人命救助（流され 2009 年サモア地震津波に
た人が まる）
おけるマングローブ林の
津波減災効果
海岸林と人の共生関係論

2012

坂本 知己
野口 宏典

東日本大震災の津波によ
る海岸林の被害と津波被
害軽減機能
エプロン上のコンテナに
作用する津波力と漂流衝
突力に関する研究
法美
祐介
和睦
正悟
孝史

2012-12

海岸林の倒伏耐力評価式 川口 誠史
の高度化

発表年

津波来襲時に津波によって漂流する物体は津波の破壊力を増大させることが指摘され、主に流木を対象に
その挙動や衝突力が研究されてきた。
本研究では、エプロン上に遡上した津波によるコンテナへの作用津波力の特性と、コンテナの移動限界や
漂流特性、および衝突力について、水理模型実験結果に基づいて考究する。
本研究で得られた主要な結論を以下に要約する。
1)エプロンに遡上した波は砕波しながら進行し、最大水位は、遡上波の進行とともに減少する。
2)コンテナの漂流速度は、コンテナ重量が小さい場合にはほぼ遡上流速と同程度の値になる。しかし、コン
テナ重量が増すとコンテナの漂流速度は遡上流速に比べ小さくなる。ただし、これは遡上波の周期が短
いためであり、流体力の作用時間の長い実際の津波では重量の大きいコンテナであっても遡上流速と同
程度まで増加するものと推察される。
津波の被害が大きかった Upolu 島東部の Malaela を対象に被害調査を実施した。周辺の森では、子どもがコ
コヤシなどの樹木にしがみつき津波から難を逃れたという証言もあり、海岸林が津波の緊急避難場所となる
事例も確認した。
海岸防潮林が持つ機能の一つに「すがりつきの対象となる」がある。
・急激に襲ってくる津波の際に、樹木にすがりついたり、引っかかって溺れ死ぬのを免れる。1983 年の日本
海中部地震では、このことによって実際に助かった事例がある。
海岸防潮林が持つ機能の一つに「砂丘の移動・破壊の防止」がある。
・高い砂丘を林帯で保護して、その移動・破壊をなくし津波・高潮の侵入を防止する。
本研究では、後浜の短期的および長期的な地形変動特性を調べるとともに、植生モデルを用いて植生領域
の飛砂に関する風洞実験を行い、植生の効果に関する考察を行った。さらに、植生および斜面の効果を取
り入れた飛砂シミュレーションにより、海岸砂丘の長期的な地形変動の再現を試みた。茨城県角折海岸にお
いて現地調査を行い、後浜の短期的な地形変動特性を調べた結果、植生分布と地盤高変化の間には，植

概要
0.99～0.65、流速で 0.90～0.43 と大きく低下し低減率は増加し、樹林密度が 10～50 本/100m2 と増加すると
変化率が流速で 0.84～0.77 となり減衰効果の大きい傾向にあったがその差は 0.07 と小さく、減衰効果への
影響は防潮林幅が大きく、樹林密度は小さい事が示された。この数値計算結果より、防潮林の効果を定量的
に評価した表を示しており、防潮林を津波対策に用いる上で重要な結果である。
海岸防潮林が持つ機能の一つに「流物の移動阻止」がある。
・津波・高潮の時に発生する漁船、浜小屋、木材などの漂流物を受け止め、その移動を阻止し、家屋に衝突
する二次的災害を軽減・防止する。
2011 年、東北地方太平洋沖地震では、地震による直接的な被害よりも地震に伴った巨大津波による被害が
甚大であった。人的・物的被害はもちろん、防潮林・飛砂防止のために造成されていた海岸林も例外なく被
害を受けた。岩手県陸前高田市の高田松原や宮城県石巻市長面のように海岸林がほとんど消失した場合も
ある。一方で、宮城県石巻市渡波地区では海岸林はほとんど無傷で残り、その背後の家屋には隆盛緩和に
よる流失の低減効果や漂流物の捕捉など、一部地域に実際海岸林減災効果が確認された。
海岸林は大きな被害を受けましたが、津波の被害を低減させる効果も確認されました。ひとつは漂流物捕捉
機能で、津波で運ばれた船舶などの漂流物が住宅地に侵入し衝突するのを防ぎました。

表 4-2 収集資料一覧表（15/22）
発表者

2009-03

資料名（文献名）

・漂流物の内陸への 海岸林と人の共生関係論 小嶋 睦雄
侵入阻止

防災・減災効果

2-4-25

環境区分

自然環境

防災・減災効果

2001-03

2006-12

コウボウムギ群落による飛 吉崎 真司
砂捕捉効果と微地形の変 広瀬 梓
化
岡 浩平

栗山 善昭
中島 剛
上堂薗 孝一
望月 徳雄

1995-11

海岸砂丘の起伏と海岸林 松下 雄一
の形態による飛砂の捕捉 長津 喬
効果

後浜から砂丘前面にかけ
ての植生が地形変化に及
ぼす影響に関する現地観
測と植生を考慮した飛砂
量の数値計算

2008-08

発表年

概要
被率（植生が地面を覆う面積割合）が大きいほど堆砂を促進するという関係、すなわち植生の飛砂捕捉効果
が見られた。
クロマツ海岸林の飛砂防備機能を評価するため、林帯前縁から内陸側 700m までに捕砂器を設置して落下
飛砂量を測定した。落下飛砂量は前縁から約 20m の位置で最大値を示し、その後は急激に減少して、約
110m 以遠では微量になった。任意測定点から内陸最奥測定点間の落下飛砂量を通過飛砂量とし、任意測
定点を前縁から順次移動したときの通過飛砂量と前縁からの距離の関係を解析した。通過飛砂量の減少過
程は、前縁からほぼ 60m までの減少率が大きい範囲と 110m 以遠の小さい範囲に分かれ，それぞれ指数関
数で近似された。これは減少率が大きい範囲の林帯を失うと、飛砂防備機能が大きく低下することを意味す
る。この結論は樹冠が捕捉した飛砂量を考慮しても変わらなかった。
本研究では、海岸砂丘の起伏と海岸林の形態（樹高、立木密度）とが飛砂の捕捉に及ぼす影響について検
討した。
その結果、樹高、立木密度、汀線からの距離それぞれと埋没深との単独の関係は認められなかったが、砂
丘の起伏量の変化も考慮すると一定の関係が認められた。すなわち、砂丘地形としては、前砂丘風向面お
よび第 2 砂丘より内陸側の砂丘風向面の勾配が大きくこれらの砂丘間隔が短い区間に高密度の樹林を造成
することが砂粒の捕捉に有効であることが示唆された。
海浜植物であるコウボウムギ群落を対象として、植生による飛砂抑制効果を検証する目的で、風速の水平分
布と鉛直分布、表層砂の粒度特性や微地形調査を行った。その結果、（1）コウボウムギ群落上の風速は減速
されることがわかったが、これは特に夏季の植被率の増加と群落高の発達に伴う地表面粗度長が高くなった
結果であると推察された。（2）群落内に捕捉された砂の中央粒径は 0.19 から 0.21 ㎜で、他の無植生帯の表
層砂に比べると歪度が小さく尖度が非常に大きい粒度特性を示した。（3）コウボウムギの節間長から堆砂深
を推定したところ、当該集落では過去 3 年間、年平均9.1 ㎝の速度で砂が群落上に堆積していることがわか
った。以上から、海浜部のクボウムギ群落が成立している部分は他に比べてドーム上に盛り上がっている
が、これは群落による飛砂捕捉の結果であり、群落は毎年この埋没を繰り返しながら維持・発達しているの
ではないかと推察された。鈴木（1979）は湘南海岸の飛砂の実態調査から、「砂地の植生被覆によって砂防
林に飛来する飛砂が 1/2 近くに抑制されることは認められる」としており、海浜部における植生被覆は、良好
な緑地景観の構成要素のみならず、飛砂の固定や移動抑制、更には発生抑制にも大いに寄与する海岸保
全上、非常に重要であると考えられる。
後浜から砂丘前面にかけての領域の地形変化と植生との関係を現地観測結果を基に検討した。その結果、
高さ 10 ㎝程度の植生が後浜から砂丘前面にかけての地形変化に影響を与えることが明らかとなった。すな
わち、植物が繁茂しているときには、植生の海側限界点から砂丘根元にかけての領域の海側で飛砂による
堆積が起こっていたのに対して、植物が枯れているときには、砂丘側で堆積が起こっていた。これは、植生
による飛砂の捕捉ならびに飛砂発生の抑制の有無が原因であると推察された。続いて、植生を考慮した飛
砂量計算シミュレーションモデルを作成した。モデルの有効性を飛砂量の実測値を基に検討した結果、本
モデルは植生のある場合とない場合の飛砂量の岸沖分布を定性的に表すことが明らかとなった。
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発表者

茨城県村松海岸林に落下 萩野 裕章
した飛砂量の減少過程
野口 宏典
坂本 知己

資料名（文献名）

2-4-26

環境区分

自然環境

・防風効果

防災・減災効果

1994-11

2009-12

2009-04

橋本 千代司

庄内海岸砂丘地における 佐藤 亜貴夫
防風効果からみた樹林帯 中島 勇喜
配置
六本木 貞男
柳原 敦

集落・民家スケールの暑 井上 大嗣
熱環境緩和・防風効果
白石 靖幸
郷田 桃代

防風・誘風

湘南海岸砂防林における 塚本 良則
飛砂分布特性について
小坂 泉
内山 健蔵
板爪 信介
佐々木 学
佐藤 和枝
AMTEX'75 における沖縄 茶円 正明
本島辺土名海岸での海塩
粒子の観測結果 II:塩害防
止林による海塩粒子の捕
捉効果

防風林の減風作用の影響範囲は、風下で樹高の 30～35 倍、風上で 5～6 倍の距離に及んでいる。防風林
および防風帯は、主風に対し直角に位置するときに最も効果的であり、通風を完全に遮断するよりは、ある
程度通風性(30%)があるほうが,風下側での効果の範囲を広くする上で有効だと言われている。また、樹冠部
を均一にしたほうがよい。地面まで枝のある常緑針葉樹は、一般に風をコントロールする上で、一年中効果
の期待できるものであるとされている。
海岸林の持つ防災機能のうち、基本となる防風機能に着目し、海岸林の防風機能と林分条件との関係を現
地調査により明らかにし、庄内海岸砂丘地において、海岸林がどの程度の幅を持てば最適な樹林帯配置と
なるかについて検討した。
前線防風林においては、樹冠表層高が一定になる樹林幅があれば充分な防風効果が得られると考えられ、
庄内海岸砂丘地では、十分な防風効果を得るために約250m以上の林帯幅（樹冠表層高18m）が必要である
ことが確認できた。また、後部防風林では、樹林帯と畑を交互に配置する必要があり、防風効果を考えた場
合、畑の広さも考慮する必要があることが認められた。庄内海岸砂丘地においては、林帯幅 25m 以上（樹冠
表層高16m）、畑の幅95m 以下で畑と樹林帯を交互に配置することが最適であると考えられた。
本研究では、八重山郡竹富集落を対象とし、集落を囲む防風林の防風効果の現状を明らかにするため夏季
の実測調査を行い、以下の知見が得られた。
防風林に囲まれた集落内では、海側の集落外と比較すると風速が大幅に低減されており、防風林による風
速低減効果が確認できた。集落内における瞬間最大風速は集落外の瞬間最大風速と比べてその 3 割程度
に減衰される。

塩害防止林による海塩粒子の捕捉効果と林間の耕作地への降塩量を求めるため、海岸と林間で海塩粒子の観測を
実施した。風力3 以上になると海面で海塩粒子の生成があり、風が強くなると共に海岸での海塩粒子濃度は増大す
るが、林による海塩粒子捕捉効果も大となり、林による海塩粒子捕捉効果の大きいことが認められた。海塩粒子の
沈降率 P は、log”=2 以上の大きな海塩粒子については、海塩粒子濃度 6 と海塩粒子落下速度”との積で表わされ
る。log”=2 より小さな海塩粒子は海岸より陸地へ入るに従い次第に沈降が少なくなっていく、これは水分を蒸発し軽
くなり上空へはこばれる海塩粒子が多くなることを示すものである。林間耕作地への降塩量沈 P を求めた。降塩量
には、log”=2 以上の大きな海塩粒子の沈降が寄与している。風の強い場合、林間耕作地へは 1 日、1、2 当り、2×
10-29 の降塩がある、これは海岸での約 1/5 である。

発表年
概要
1997-01 砂浜では昔から、飛砂や強風から人家や田畑を守るため、クロマツなどの海岸林（防風林）を造成してきた。
また、その前面には海岸林を守るため砂草を植えこれを保護してきた。
砂草はハマニンニクが主体であり、砂草地の砂の堆積は最大で 40 ㎝程度で枯損等は生じていないが、クロ
マツ林前面で緩衝機能を果たしている砂草地が 30～40m と短く、クロマツが飛砂や強風影響を受けやすい
状態になっている。
2001-02 神奈川県湘南海岸の砂防林内への飛砂量を砂防林先端から119mまでの間に12観測点を設け、9ヶ月間測
定した。林内の落下飛砂量分布は、砂の飛行開始初期条件に支配される砂防林先端から 50m 付近以内と、
その影響外の50m付近以遠との2領域で異なる。両者共に飛砂量は距離にして指数関数的減少を示す。飛
砂の 80％は 50m 付近以内に落下し、飛砂量が多いほど 50m 付近以内への落下比率は大きくなる。飛砂の
大部分は粒径0.4～0.1 ㎜のもので構成され、距離に対して大きな差異はみられなかった。砂防林内への年
総飛砂量は 93kg/m 幅と推定された。
1978-12 1975 年 2 月 19 日から 28 日まで 10 日間、AMTEX’75 の観測中、沖縄本島国頭村、辺土名、桃原海岸において、
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資料名（文献名）
発表者
秋田県本荘市田尻海岸の 柳原 敦
砂面変動と植生

2-4-27

環境区分

自然環境

・防塩効果

防災・減災効果

2004年台風15号による塩
風害が秋田県の樹木に与
えた影響：樹種、地域によ
る変動及び海岸マツ林の
防風効果
2012-03

1961-06

リュウキュウマツ林の施業 砂川 季昭
に関する研究 1

三田 瞬一
星崎 和彦
佐々木 佳明
金田 吉弘
和田 覚
蒔田 明史
小林 一三
沿岸砕波帯における海塩 野中 善政
粒子の生成・輸送に関す
る数値モデルの構成

1990-12

2008-12

中国の砂漠化防止に関す 王 林和
る歴史および現在
三木 直子
李 玉霊
楊 霊麗
石川 賢

地形改変による周辺地域 関本 善則
の微気象変化に関する考 大塚 尚寛
察
海老名 弘明

2006-12

大島の南端に位置する波浮港地区（東京都大島町）で集落内の防風林について植物社会学的な調査が行
われた。当地における樹林地はいずれも防風、防潮など環境緩和を目的としたものと考えられる。本地域で
はいずれの型の防風林も防風機能にすぐれているが、潜在立地への適合性、植物相の温存、生態系の維
持などのためにはヒメユズリハーヤブニッケイ型樹林と主に並木として植栽されるヤブツバキ型の利用がよ
り適すると考えられる。
今回の調査により、十勝地方の中央部に位置し代表的な畑作地帯である音更町の耕地防風林は、この 8 年
間に延長においては若干の増加が見られた。またその分布は音更町西部において密であり、東部におい
て疎であることがわかった。
耕地防風林の減風効果領域と風害発生箇所の関係を検討すると、防風林の多い西部地区では風害の発生
が少なく、耕地防風林の少ない東部地区では、風害の発生が多いことがわかった。これより、風害防止に耕
地防風林が機能していることが明らかとなった。
中国での防風のための施設（防風林、防風垣、防風林綱、草方格）についての文献は多く、その防風や気象
改良の効果、あるいは作物収量への影響などについて詳しい解説が行われている。
西北地方や華北地方の草原、新疆ウイグル自治区のオアシスでは地域の実情に応じて 200m×200m の“狭
い林帯と小綱格（小さなネットワーク）”と呼ばれる防風林ネットワークの造成が進められた。そうしたきめ細か
な農田防風林は土地資源を十分に利用しながら、自然災害を抑えることができるので、経済的にも大きな効
果がある。
尾根の稜線を切り取るような改変を行った場合、その地形改変高さから風向頻度の変化を定量的に予測で
きること、また稜線の樹木の伐採が風向変化や風速増加などの風体系変化に大きく影響することが明らかと
なった。すなわち、本研究の事例のように最大約 21m の稜線部の切取りと、そこに植生していた樹高約 12m
の樹林の伐採によって茶畑への風の吹き込み頻度はおよそ25％程度増加し、風速も約2 倍前後にも増加し
た可能性が推測された。
1942 年、黒沢持恭｢海岸防風林はリュウキュウマツを主林木とするのが良い｡これは幼時の成長は遅いが、
塩風に耐え得る力が強いのと、老令まで生存し、樹高も相当高くなるから防風効果が強い｡尚、幼時の生育
を促進するためには、ソウシジュやヤラボなどを混植するのが良い｡
本研究では台風による樹木への塩風害の実態を翌年の樹木の生育状況をもとに記載し、海岸マツ林の防
風・防潮機能が健全なマツ林とマツ枯れ被害を受けた林分でどの程度異なるかを検討した。
マツ枯れの程度が異なる海岸マツ林内の広葉樹では、塩風害の被害の程度が大きく異なっていた。秋田市
下新城では塩風害強度分布調査では全体枯れが多かったにもかかわらず、海岸マツ林内の広葉樹には塩
風害がほとんど見られなかった。ここでは、クロマツがフィルターの役割を果たし林内下層の広葉樹に到達
する塩分を減少させたと考えられる。
海岸の浸食を防止するために設置された離岸堤などの海岸構築物が「塩害」を強めている可能性について
検証が求められている。「塩害」は大規模な防潮林が造成され始めた時代から広く意識され、特に台風襲来
時に頻発する災害として認識されてきたが、塩害すなわち沿岸砕波帯における海塩粒子の生成・輸送と気
象条件・波浪状態の関係を具体的に解析した研究例は意外と少ない。

1989-12

GIS を用いた北海道音更 辻 修
町における耕地防風林の 宗岡 寿美
評価
武田 一夫
土谷 富士夫

概要
小川原湖及び田名部の両地で防風林の機能を気象と作物の両面から調査した。風速3m/S以下の場合は防
風林の防風効果は顕著でないが、3m/S 以上の場合は防風効果がかなり顕著である。

発表年
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資料名（文献名）
発表者
阿部
玄三
防風林の機能に関する実
小野 清治
際的研究
小田桐 光雄
伊豆大島波浮港における 奥田 重俊
防風林について
中村 幸人

2-4-28

環境区分

・砂浜

自然環境

海岸保全的見地からの沖 幸喜 善福
縄の飛塩に関する研究
（林学科）

自然生態系と災害
向井 宏
～千潟・海岸林は被害を
軽減したか～

発表年
概要
1990-11 新しく考案した糸トラップを用い、石狩・厚田地域において、平坦地形上の飛来塩分分布の実態および分布
の規則性を検討した。その結果、海岸林のスケールにおいても飛来塩分の汀線における分布形が上陸とと
もに拡散、落下、地表面において完全吸着することを仮定した拡散方程式に従って減少することが確認され
た。次に、海岸から70、480、900m離れた地点に段丘斜面がある調査において、飛来塩分と風速、風の流れ
を測定し、分布図を作成した。段丘斜面上部～肩部においては飛来塩分と風速が増大し、また肩部背後の
段丘面および斜面脚部においては減少することが明らかになった。
1978-12 本論文は、塩害の原因となる飛塩が、地表物体にいかに付着し、供給されているのかその実態と、これをど
のように制御しうるかについて、主として沖縄における測定値によってとりまとめ、防潮林造成上に必要な基
礎的諸問題の解明をはかったものである。
防潮林としては、沖縄島中部の東海岸の北中城村渡口における樹高 7m のモクマオウを主林木とする、厚さ
110m 程度のもの、沖縄島南部の東海岸の知念村久手堅における樹高 6m 位のオオハマボウを主林木とす
る、厚さ 10m 程度のものを用いた。
各地での実験結果によれば、付着塩分量と風速の間には対数法則が成立する。観測点や測定高の異なる
ものを一括してもかなり良好な相関係数になる。これは付着塩分量の制御には風速分布にまず着目すべき
ことを示している。
減塩率と減風率との間には直線回帰が成立した。この場合は対数回帰によるより直線回帰のほうが相関が
良好になる。やはり風速分布、その減風率で減塩率を推測できることになる。
防潮林による付着塩分量制御は、その高さの 10 倍位までは防潮林で 60％の塩減率が期待されうる。ただ
し、平たん地でも海岸から 100m 離れれば 20％位の減塩率、200m 以上となれば 30％程度の減塩率になる
から、制御効果はそれを差し引いて考えなければならない。
2013
一般に、平野部における砂浜海岸では、背後の防潮林前には砂丘が存在するが、この海岸砂丘がもつ津
波防災・減災効果については未解明な部分が多い。海岸砂丘やそれと類似した盛土が一定の津波防災・減
災効果を有していれば、既存の海岸砂丘を生かした津波対策が可能となり、コンクリート製防潮堤の場合と
比べて、コスト面・環境保全面で極めて優位になるものと考えられる。本研究では、津波被害が大きかった宮
城県名取市沿岸部と千葉県旭市を対象として、計8731 棟の家屋に関する津波被害状況を調査し、海岸砂丘
の津波防災・減災効果に関して検討した。その結果、砂丘背後では両市とも明らかな浸水深の低下が確認さ
れ、浸水高と砂丘の高さが同じならば、家屋被害も減少することが明らかになった。しかしながら、砂丘が断
続している場合は効果が薄れることも示された。以上のことから、より効果的に海岸線における津波対策を
行うためには、連続し、想定された津波高と同程度の砂丘を造成することが望ましい。
2011-12 東日本大震災においては千潟、砂浜の存在も津波の勢いの軽減に役立っていたことが判明した。
長い砂浜が続く茨城県の鹿島海岸では、砂浜が広く残っていたところでは、津波の到着高度が、砂浜がや
せ細っていた場所に比べて低くなった。遠浅の砂浜の存在は、陸上への津波の到達する高さを抑える効果
があったと言える。
千潟や砂浜の効果は、実験も含めて、今後きちんと精査されるべき課題だろう。

表 4-2 収集資料一覧表（19/22）

資料名（文献名）
発表者
海風環境下における天然 薄井 五郎
生樹木の生態と砂防的応
用

・背後地への津波・ 海岸砂丘・盛土による津 前川 俊明
高波の低減効果
波減災効果の検討
二瓶 泰雄
中田 遥香

防災・減災効果

2-4-29

環境区分

・サンゴ礁

自然環境

資料名（文献名）
海岸保全

表 4-2 収集資料一覧表（20/22）
発表者
梅田 和男

発表年
概要
1994-01 海岸保全工法の変遷を一口で表現するならば、「線的な防護方式」から「画的な防護方式」への移行と言うこ
とができる。
画的防護方式は、従来の直立式の堤防等による線的な防護から、緩傾斜堤、人工リーフ、ヘッドランド等を
組み合わせることにより、波浪に対して安定的な海浜を創出し、高潮・侵食対策を図るとともに、自然の状態
に近い海浜を生み出し、安全でやすらぎとうるおいのある海岸を創出するもので、現在、本方式により、海岸
整備を推進している。
・海岸浸食の抑制効 沖縄県における治水、利 沖縄総合事務局 開 2012-03 波が浅海に侵入すると浅水変形により波高が高くなり、ある水深で波の形は不安定となる砕波状態（前方に
果
水、河川環境等における 発建設部
飛び出すようにくずれる）となる。砂丘の存在により砕波が沖合で起きることで、海岸到達時の越波流量ある
課題の解決のための具体
いは波のうちあげ高が下がる。高山らは、一様斜面における越波流量の模式図を示しているが、これによる
的施策の検討調査
と、砕波点付近を最大にして、砕波によって波高が小さくなるにしたがって越波流量が減少することが分る。
混合砂を用いた養浜工に 澤 利明
2004-03 本研究は、粒径の異なる 2 種類の砂（粗砂、細砂）を混合した混合砂による養浜工法についてその効果を水
よる侵食防止効果
理実験によって定性的に把握するものである。実験の結果、粗砂投入量の多いCaseでは、大幅な侵食量の
低減効果が得られている。20 時間後では磯浜帯の全域で粗砂が表層を被覆しており、砕波帯のバーにも粗
砂が混入している。この粗砂が細砂の覆い巻き上がりを抑えるアーマリング効果により、漂砂量を低減でき
たことが、汀線の侵食防止に寄与したと考えられる。
養浜の波高減衰効果に関 石原 藤次郎
1962-03 近年、海岸線全体の保全や防護を目的とした養浜工法が脚光をあび、諸外国とともにわが国においてもそ
する実験的研究
岩垣 雄一
の方面の研究が進められている。養浜工とは、海岸の浸食防止と波浪の直接的な被害を減少させるため、
椹木 亨
人工的に海浜に土砂を供給し、自然の外力を利用して海浜を造成し防護するとともに、その海浜を積極的に
利用するための工法であって、とくに米国の各海岸においては、すでに数多くの実施例をみている。
養浜による波高減衰を生ぜしめる要素として、養浜砂による水深の減少と、養浜砂の移動にともなう摩擦の
効果の二つが考えられるが、これらの要素について別々に解析を進めていくことは極めて難しい問題であ
り、砕波の機構が解析されていない現状では、それらの力学的な解明は望むべくもない。
海浜と砂丘の締まり度に 西 隆一郎
1996-12 締め固めた砂でできた砂丘模型と、締め固めずに作成した砂丘模型の浸食実験を行ったところ、締め固め
大見 真治
関する研究
た砂丘の浸食量が少なく、締り度が侵食量を減少させる因子となる事が見い出された。
佐藤 道郎
暴浪、津波、高潮等に対する防御システムとしては、固い砂浜の方が耐久性が高いと思われる。これは養浜
宇多 高明
だけでなく、高潮等から海岸背後地を護るために設置される人工砂丘でも、同様なことが言えよう。
N.C.Kraus
2006-07 鹿島灘沿岸では、侵食防止と海浜の安定化を目的として 1984 年よりヘッドランド工法による侵食対策が施さ
茨城県神向寺海岸での粗 石井 秀雄
れ、現在では一部の海岸を残してヘッドランドは概成し、侵食対策として一定の効果をあげている。
粒材養浜による砂浜の安 中村 友和
宇多 高明
しかし、6、7 号堤間に位置する神向寺海岸では依然として侵食が続いており、砂浜の回復は見られず背後
定化
大木 康弘
地への越波や飛沫の飛散が問題となっている。過去に海浜を広げるための養浜も行われたが、養浜砂は沖
熊田 貴之
合へと流失し、効果は上がっていないのが現状である。これには養浜砂の粒径に関する検討が不十分であ
芹沢 真澄
ったこと、また養浜材の粒径に応じた海浜変形予測ができなかったことが関係している。
・津波・高波の減衰 琉球諸島沿岸サンゴリー 伊藤 誠記
2009-08 ブジネスクモデルは独立行政法人港湾空港技術研究所で開発された数値計算モデルで、砕波に伴う波高
効果
フの天然防災機能評価検 安仁屋 勉
減衰を考慮することが可能なモデルである。
討調査
座覇 洋
ブジネスクモデルを活用したサンゴリーフの防災機能評価を行うモデル海岸を、①国頭村の浜地区、②名
護市の宇茂佐地区、③北谷町の北前及び宜野湾市大山地区の 3 か所を選定した。
リーフエッジが発達し、サンゴリーフ地形が比較的明瞭な国頭村浜地区及び北谷町北前・宜野湾市大山地

防災・減災効果

2-4-30

環境区分

自然環境

防災・減災効果

2002-12

サンゴ礁の形成過程と沿 管 浩伸

岸の環境変化

1988-12

1994-09

サンゴ岩塊群の波浪減衰 津嘉山 正光
効果に関する研究
仲座 栄三

沖縄県仲泊地区のリーフ 谷本 修志
周辺での波と流れの観測 中野 泰雄
大月 和義
宇多 高明
小俣 篤

発表年

Robertsらは、カリブ海のGrand Cayman島の礁斜面に波高計と流速計を設置し、サンゴ礁外縁部にかかる物
理的な力を計測した。ここでは水深 12～15m を境として礁縁側の浅海域で波の力が飛躍的に増大する。礁
縁部で消波構造を形成する縁脚縁溝帯では、礁縁部に進入した波は水深の浅い縁脚部でより早く減衰す
る。その結果波の屈折が生じ、礁原上では縁脚の陸側部に向かって波が遡上する。礁原上に遡上した海水
は引き波に伴って縁溝底へ流れ込み、外洋側へと排出される。裾礁の場合、礁原上に礫帯が分布すること

概要
区においては、サンゴ成長のケースがサンゴ衰退のケースより全体的に有義波高が下回っており、サンゴ
成長に伴う波浪減衰効果が顕著に見られた。一方、遠浅で地形変化に乏しい海底地形を有する名護市宇茂
佐地区においては、特に汀線付近でサンゴリーフによる顕著な波浪低減効果が見られない結果となった。
南西諸島のリーフ地形海岸は、礁縁部近くには少し盛り上がった礁嶺部があり、その岸側に少し低い平坦部
（礁池）が続く断面形状をなしているところが多い。礁嶺は、通常その幅はおよそ 100～150m 程度でほぼ一
定であり、干潮時にはその上部が干出するためにサンゴは殆ど生育せず、したがって凹凸の少ないほぼ滑
らかな表面を有している。沖から襲来した波は殆ど礁縁に近い礁斜面上で砕波し、礁嶺部で砕波変形を遂
げた後礁池に伝播する。礁池には岩塊状のサンゴが数多く分布している場合も少なくない。このようなところ
では、伝達波は当然この海底サンゴ岩塊群の影響を受けることになる。この場合のリーフ海底の波浪に対す
る効果は、通常の底面せん断力に基づく摩擦効果のみでなく、波動による水粒子運動に対して形状抵抗効
果をも有するものと推察される。具体的には、一般の水流における壁面凹凸（大粗度）の後流による減衰効
果と同種の効果を有するものと考えられる。現行の設計では、このサンゴ岩塊群の存在は考慮されず、リー
フ上を伝播する波浪に対しては通常の海底摩擦減衰を想定して Bretschneider 式を用い、同式中の摩擦係
数 f を試行錯誤的に与えている。本研究ではまず現地調査により大粗度としてのサンゴ礁岩塊の形状特性
の把握を行い、その結果を基に、この大粗度による波浪減衰について、理論解析と実験による解明を試み
た。主要な結果を示すと以下のようになる。
1）リーフ地形海岸の礁池に分布する岩塊状の海底サンゴは、伝播波に対して大粗度としての波高減衰効果
を有する。
2）エネルギー保存則に基づく理論解析による波高算定式は実験結果と比較的よく合い、実験的に求めた波
高減衰係数 fr は波動レイノルズ数Re で統一的に整理されることが分かった。
3）大粗度群による抗力を考慮するために導入された補正係数fc も波動レイノルズ数Re で整理でき、かつ粗
度の形状によらず同じ値をとる。なお、この場合の抵抗係数 CD の値が、定常流中の円柱および角柱に
対する抗力の算出等に一般に用いられる抵抗係数の値とほぼ一致することなどは注目に値する。
以上のことから、岩状の海底サンゴの群生するリーフ上を伝播する波の波高減衰度は、本研究において導
かれた波高算定式によって算定することが可能と言える。このことについては現地データによる検証が必要
である。本研究は、継続中であり、その後の結果について別途報告の予定である。
沖縄県仲泊地区のリーフ周りで波、流れに関する現地観測を実施した。本研究によって得られた結論を要
約すると次のようである。
①リーフ内外の地点で行った波浪観測によれば、リーフ上の波高には潮汐による水位変化の影響が大き
く、外洋からの入射波の高低の影響は二次的である。
②リーフ上の平均流速は、リーフへの入射波高の変動と高い相関を有する。このことはリーフ上で砕波した
入射波のエネルギーのかなりの部分が流れのエネルギーに変換されることを意味している。

表 4-2 収集資料一覧表（21/22）
発表者

資料名（文献名）

2-4-31

環境区分

自然環境

2001-07

沖縄諸島のサンゴ礁海岸 津嘉山 正光

と波浪の特性

発表年

（サンゴ骨格）

リーフに流入する沖縄県 板屋
億首川の河口閉塞防止対 新垣
宇多
策の検討
夏目
若松
三波
古池
石川

的施策の検討調査

課題の解決のための具体
英治
哲
高明
浩和
正樹
俊郎
鋼
仁憲

水、河川環境等における 発建設部

2009-12

概要

沖縄本島では沿岸の各所にリーフが発達している。沖縄本島中部を東向きに流れる億首川はこのような海
岸に流入する河川であり、河口部にはマングローブが繁茂し、環境上重要な位置を占めている。同時に河
口沖には広大なリーフが広がり、リーフによる高い波浪減衰機能が発揮されている海岸である。
この地域では、戦後大規模な海浜土砂採取が行われ、海浜がほとんど消失したが、その後リーフ起源の砂
礫が岸向きに運ばれ、汀線付近に堆積して海浜の復元が進んできた。小林ら（2008）は BG モデルを用いて
リーフにおける砂浜の発達について論じたが、同様な考えの下で堆砂課程を調べることにより、当地ではリ
ーフから海岸への供給土砂の定量的評価が可能と考えられる。

名護市宇茂佐地区の海岸には海浜幅 40ｍの砂浜が存在している。海浜構成材料特性分析の結果、生物性
の底質（サンゴ破片、貝殻破片、太陽砂）は重量比で 60％を超えているため、この海岸の底質供給源はサン
ゴ礁・有孔虫（太陽砂）であると言える。特にサンゴ破片がおよそ 40～55％を占めており、前面のサンゴ礁が
海浜砂の貴重な供給源になっている。

はまれであるが、礁縁部では類似のプロセスで波が減衰する。ニカラグアの Great Corn 島およびカリブ海
St. Croix 島の裾礁において、礁縁部から浅礁湖にかけて地形帯毎に設置された波圧計・流速計・潮位計に
よって、礁縁部での波力の減衰と流れの発生が観測された。礁縁部での波力の減衰は、Great Corn 島で
68％（高潮時）～77％（低潮時）、St. Croix 島で約70％（高潮時）～90％（低潮時）であった。礁縁部を超える
波浪のうち残りの 10～30％は礁湖内への流れとなって流入する。カリブ海では高低潮時の潮位差が 0.5m
以下であることがほとんどである。琉球列島のような潮位差の大きな地域では、波の減衰において高低潮位
時の差が著しい。以上のようにサンゴ礁は自然の防波堤としての機能を有する。
海岸工学の視点から見ると、海岸構造物や港湾施設等は台風襲来時にも安全でなければならないから、設
計条件は台風時の海象を対象とする。ただ、沖縄諸島の海岸にはサンゴ礁（coral reef）が存在するために海
岸の地形特性が日本の他の地域と異なっており、したがって設計波浪の設定には独自の手法が必要であ
る。ここでは主としてサンゴ礁海岸での波浪変形と設計波浪の設定法について述べることとする。
リーフは元来、前述のように天然の消波堤の役目を果たし陸岸を守ってきた。しかし、近年は海岸付近の構
造物の台風時の波浪災害が多くなっている。埋立て等によって礁原が狭くなり、さらに構造物が礁縁に近づ
いてきたことによって海象の影響度が変化し、海岸防災に関する事情が変わってきたと考えられる。
リーフ海域の海象については、その工学的な側面を含め未解明の点が多い。一様勾配海浜の構造物を対
象とする従来の設計法では、リーフ海岸における堤防や護岸への波の打ち上げ高、超波量などを適切に評
価し得ないことがすでに指摘されている。勿論これらの問題解決のための努力が続けられて成果を上げつ
つあるが、設計手法が確立されたとは言い難い状況にある。したがって、このことを十分に考慮し、リーフ海
岸の構造物設計にあたっては、実測データや数値シミュレーション等利用可能な手段を用いて、設計手法
の妥当性について検討することが大切であると考える。

表 4-2 収集資料一覧表（22/22）
発表者

資料名（文献名）

・砂浜形成への貢献 沖縄県における治水、利 沖縄総合事務局 開 2012-03

防災・減災効果
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第５章

自然環境のもつ二酸化炭素吸収能力について

自然環境の再生に当たって、生物による二酸化炭素吸収能力が副次的能力として期待されるが、
当該能力はいまだに意見は様々であり、ほとんどの研究者が認める科学的な結論としては至って
いない。
自然環境の持つ二酸化炭素吸収能力を次頁に整理した。
次頁に既存の調査結果を整理しているが、これはそれぞれの研究者が実施した調査結果として
捉えるほうが良いと考える。また、沖縄に生息する生物に対してのデータはほとんどなく、特に
サンゴの二酸化炭素の吸収と排出については、研究者間でも議論が行われており、以下の調査結
果はある限られた地域で、限られた期間での部分的なデータであり、長期的な観測で得られたデ
ータはほとんどない状況である。
下表に示す自然環境の持つ二酸化炭素吸収能力は、上述のことを考慮する必要がある。

表

森林、藻場及びサンゴ礁等の面積あたりの二酸化炭素吸収量（文献資料整理結果）（１）
CO2吸収・放出について

CO2 吸収

サ
ン
ゴ
礁

発表年

著者

健全なサンゴ礁群集が卓越するサンゴ礁生態系は光合成による群集純生産が卓
越し、CO2吸収のポテンシャルを持つ。
白化によるサンゴ群集の劣化によって、CO2放出にシフトする。

2007

「サンゴ礁によるCO２固定バイオリアクター
構築技術の開発」 茅根創,1996

サンゴ礁における石灰化は光合成によって駆動されており、サンゴ礁はCO2の吸
収源である。

1993

「サンゴ礁による二酸化炭素の固定」 茅
根創,1993

1999

「石垣島白保サンゴ礁におけるCO2連続通
年観測」茅根 創.

後氷期におけるCO2濃度の急上昇を後氷期におけるサンゴ礁の形成（石灰化）に
伴うCO2の大気への放出によって説明するモデルがある。

1992

Opdyke and Walker
（茅根1993引用）

地球全体のサンゴ礁における石灰化量と余剰有機炭素生産量とを比較して、海
水の炭酸系の平衡計算から、サンゴ礁がＣＯ2の放出源であると主張している。

1992

Ware et al.
（茅根1993引用）

1994

「サンゴ礁による二酸化炭素固定」池田 譲.
みどりいし(5).1994

2002

電力中央研究所報告（研究報告：U00063）
沖縄サンゴ礁の生物群集によるCO2吸収
量

石垣島沿岸の白保サンゴ礁の海上に二酸化炭素などの測定器機を設置し、１年
間にわたり、海中の二酸化炭素や全炭酸・アルカリ度、pH等の測定を行った。そ
の結果、以下の点について観測結果が得られた。
・サンゴ礁海水のCO2濃度は日中200ppmから夜間600ppmまで、きわめて大きい
日収変動を繰り返している。このことから、サンゴ礁のCO2吸収・放出は基本的に
は生物活動に規定されていることがわかった。
・冬には全体としてCO2が低く、夏には高いという、明瞭な季節変化がある。
・全体としては白保のこの地点では、サンゴ礁はCO2の吸収に働いていることが明
らかとなった。

CO2 放出

現在、こうした観点から直接サンゴ礁で正味の光合成速度や石灰化速度を測定し
た事例は少なく、断定的な知見は得られていない。今後データの蓄積により明ら
かとなるだろう。
二酸化炭素の吸収源、発生源、吸収源の問題も、大きな時間スケールでみれば
相対的なものにすぎない。
自然のサンゴ礁が人為的な温室効果を緩和するように二酸化炭素を固定してい
CO2 吸収と放出 るか否かは明らかになっていない。しかし、既存のサンゴ礁を改良したり、新たに
サンゴ礁を創造したりすることにより二酸化炭素を固定化し有効利用することは可
能であろう。
サンゴ等の石灰化によるCO２放出が従来報告されている値より少ないことを明ら
かにした。光合成によるCO２吸収については、大きなCO２吸収量が報告されてい
る例がある。
■：沖縄県内に生育する動植物または、沖縄県および全国的な事例。
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表

森林、藻場及びサンゴ礁等の面積あたりの二酸化炭素吸収量（文献資料整理結果）（２）
種類

CO2吸収能力
(ﾄﾝ-CO2/ha/年)

ヒノキ林

13.9

アカマツ林

26.1

クヌギ・カシワ林

14.3

コナラ・ブナ林

6.1

人工林

13.9

天然林

26.1
11.0

マングローブ
25.7
スギ

7.0

ヒノキ

5.9

天然林広葉樹

2.6

センダン

92.9

ニセアカシア

73.4

チャンチンモドキ

83.3

広葉樹(48種平均）

29.4

日本の森林

数値の算出方法

「森林の多様性と二酸化炭素吸収量」
鈴木美由紀、他,2011

2009

「マングローブ植林実証試験地におけるＣ
Ｏ2固定量評価」
立田穣、他,2009

2010

「森林による炭素吸収量をどのように捉え
るか」森林総合研究所

2000

「センダンのＣＯ2吸収能力の評価と植林
に関する研究」
九州電力研究開発HP

1999

「森林の二酸化炭素固定機能の評価」森
川靖,1999

2012

「エコアクションの温室効果ガス削減効果
算定事例〈参考資料〉Ver.1.1」環境
省,2012

2012

「エコアクションの温室効果ガス削減効果
算定事例〈参考資料〉Ver.1.1」環境
省,2012

マングローブ生態系における温暖化ガスの評価算定比
較に利用されている値

2005

「研究年報 2005年版 マングローブ生態系
における温暖化ガス固定量の評価」電力
中央研究所 2005

京都議定書での二酸化炭素森林吸収量を見積もり算
定に引用

2007

「衛星観測データを用いた奈良県の植生
による二酸化炭素吸収量の見積もり」奈
良文化女子短期大学 紀要第38号 2007

成熟林に達するまでの全期間における平均値(計算値)
(ベトナム)

樹木成長速度が大きい25年目付近の最大値(計
算値) (ベトナム)
林齢20～80年の森林における平均値（計算値）

スギ

0.92～15.33

森林の齢級、1～91年生（16-20年生の時最大となる）

ヒノキ

0.59～13.68

森林の齢級、1～91年生（16-20年生の時最大となる）

広葉樹

1.72～6.86

森林の齢級、1～91年生（36-40年生の時最大となる）

ユリノキ

28

植樹（落葉広葉樹高木）の場合

オオシマザクラ

32

植樹（落葉広葉樹高木）の場合

エノキ

37

植樹（落葉広葉樹高木）の場合

クスノキ

32

植樹（常緑広葉樹高木）の場合

森 アラカシ
林
トウネズミモチ

32

植樹（常緑広葉樹高木）の場合

36

植樹（常緑広葉樹高木）の場合

サンゴジュ

37

植樹（中低木 参考）の場合

ヒイライギモクセイ

41

植樹（中低木 参考）の場合

トベラ

37

植樹（中低木 参考）の場合

シャリンバイ

42

植樹（中低木 参考）の場合

18.4～36.7

森林（育成林）

6.5

文献

2011

樹高等の現地計測値からの計算値

1

マングローブ林

発表年

森林（天然生林）

3.3

天然広葉樹林

5.1

二酸化炭素吸収量概算値

2009

演習林

5.1

演習林（優占種：スギ、ヒノキ、クヌギ・コナラ、常緑広葉
樹）の全体の推定量

2010

森林（三笠市）

4.5

三笠市における森林の樹種・齢級の面積データから試
算

「環境共生型街区の二酸化炭素吸収量に
関する実証的研究-サトヤマヴィレッジの
低炭素性に関する評価」日本建築学会研
究報告 2009
「宮崎大学田野フィールド（演習林）による
二酸化炭素吸収量の推定」宮崎大学農学
部研究報告
「三笠市の森林資源における二酸化炭素
の森林吸収量に関する試算について」

アカマツ林の葉群CO2吸収量（剰余生産量）を推定

2006

「湿帯森林生態系における炭素収支」平
成18年度終了研究課題 Report(2006) 環
境省地球環境研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

26

造園樹木を対象にした調査結果から樹木の葉が吸収
する二酸化炭素量が算定されている。

2005

「樹木の二酸化炭素（CO2）吸収量を知ろ
う」和歌山県

演習林

3.7

信州大学演習林の炭素蓄積量と吸収量を森林簿の値
から試算

2007

「信州大学演習林における炭素蓄積量お
よび炭素吸収量の試算」信州大学農学部
AFC報告第5号 2007

森林（熱帯雨林）
最大

21.7
森林ＣＯ２フラックスの連続観測（一年以上）の報告事
例より

2001

「電力中央研究所報告 森林のCO2吸収
量評価に関する研究の現状と課題 調査
報告：U01022」財団法人電力中央研究所
2001

アカマツ林

45.5～48.8

樹木の葉

森林（熱帯雨林、落葉
広葉樹林）最小

3.7

■：沖縄県内に生育する動植物または、沖縄県および全国的な事例。
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表

森林、藻場及びサンゴ礁等の面積あたりの二酸化炭素吸収量（文献資料整理結果）（３）
種類

CO2吸収能力
(ﾄﾝ-CO2/ha/年)

数値の算出方法

発表年

文献

建設省土木研究所（当時）及び国土技術政策総
合研究所におてい、代表的な緑化樹木の樹幹解
析、樹木形状とCO2固定量の関係からの算定式
による

2005

「大規模公園におけるレーザスキャナを用
いた樹木計測からのCO2固定量の算出に
関する研究」半田真理子ら ランドスケープ
研究 No.68 2005

木曽谷、伊那谷、千曲川上流、中部山岳（地域に
より測定面積、算定期間等が異なる）

2009

「長野県内の各流域における資源循環を
前提とした建築用木材生産及び長野県全
体への予測手法の拡張」日本建築学会環
境系論文集 74

植栽年数毎の年間二酸化炭素固定量を算定して
いる。

2005

「都市林の二酸化炭素固定効果に関する
研究-北海道帯広市「帯広の森」を事例と
して」

2.6

演習林の林齢の違い等の違いによる炭素蓄積量
を推定し、その値から算定している。

2004

「東京大学千葉演習林における炭素蓄積
量の推定-1995年と1909年の比較」東京
大学農学部演習林報告. 第百十二号

13.7

対象森林（3452.98ha）、の二酸化炭素吸収量の
評価

公園樹木
（サクラを中心とした単
一樹種）

2.0

公園樹木
（ｻｸﾗ,ｹﾔｷ,ｱﾗｶｼ等20
種が優占）

1.6

公園樹木
（ｼﾗｶｼ,ﾓｯｺｸ,ｹﾔｷ等20
種が優占）
公園樹木
（ﾒﾀｾｺｲｱで構成）

0.9
2.1

スギ

0.3～3.8

ヒノキ

0.05～1.2

カラマツ

1.7～3.6

その他針葉樹

0.02～1.3

植栽齢級0～1
（5未満）
植栽齢級1～2
（0～10年）
植栽齢級2～3
（5～15年）
植栽齢級3～4
（10～20年）
植栽齢級4～5
（15～25年）
植栽齢級5～6
（20～30年）

森 演習林
林 （中林～高林・その他
平均）
針葉樹林（カラマツ林）
と広葉樹林
落葉広葉樹林
（コナラ二次林）
植林樹種
（ポプラの一種）
森林土壌

0.1
4.6
14.6
8.5
8.8
9.1

10.9
9.7
6.0
0.1～1.1

現存量増加量を算出し,これに期間内の枯死脱落
量と,虫糞量から推定した被食量を加えて純生産
量を算定した(92-94年：10.93)、(94-96年：9.69)｡

2004

「名古屋大学構内広葉樹二次林の純生産
量」名古屋大学森林科学研究. v.23

中国瀋陽市康平県に植林した樹種（ポプラの一
種）CO2の吸収量を推定

2003

「瀋陽市康平県における植林活動による
CO2吸収：測定とCDMの可能性」

コナラ・ブナ・スギ・カラマツ等の森林土壌中の炭
素量を測定し、一定期間あたりの炭素蓄積速度を
求めた。

2004

「森林、海洋等におけるCO2収支の評価
の高度化」.独立行政法人 森林総合研究
所

14.7

オーストラリア（人為的影響なし）

27.2

タイ（人為的影響あり）

10.6

オーストラリア（人為的影響なし）

16.9

タイ（人為的影響あり）

27.2

衛星データをもとに試算されたマングローブ群集
における光合成によるCO2吸収速度（ベトナム）

73.4～99.1

部位別呼吸力を直接測定し、CO2吸収量を評価
した（ベトナム）

マングローブ
堆積物

-1.1

干潮時の堆積物中有機物分解によるCO2放出速
度（ベトナム）

マングローブ
堆積物

3.67～17.2

マングローブ林
（地上部）
マングローブ林
（地下部･土壌）

マングローブ域

マングローブ域

「東京電力株式会社 森林のCO2吸収・生
物多様性調査」

「沿岸域における総合的な生態系利用に
よるCO2吸収固定化研究」
オーストラリア海洋科学研究所・(株)関西
総合環境センター・関西電力
（関西電力ＨＰより）

マングローブ堆積物への微粒子有機炭素の埋没
によるCO2隔離・固定速度（ベトナム）

■：沖縄県内に生育する動植物または、沖縄県および全国的な事例。
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2003

「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効
利用技術開発（マングローブ等熱帯沿岸
生態系の修復・保全による地球温暖化ガ
ス回収・放出抑制評価技術の開発）成果
報告書」
（財）地球環境産業技術研究機構・（社）日
本海洋開発産業協会

表

森林、藻場及びサンゴ礁等の面積あたりの二酸化炭素吸収量（文献資料整理結果）（４）
種類
ホンダワラ類

CO2吸収能力
(ﾄﾝ-CO2/ha/年)

数値の算出方法

発表年

9～51

年間生産量から炭素含有量を求め、試算した

ホンダワラ類
(ｱｶﾓｸ･ｼﾞｮﾛﾓｸ･ﾔﾂ
ﾏﾀﾓｸ･ﾌｼｽｼﾞﾓｸ)

8.8

採取した海草類の乾燥重量より炭素含有量を
求め、試算した

サガラメ群落
ｺﾝﾌﾞ目褐藻類

41.6

個体当たりの月ごとの生産量（新生側葉の計
測値）に炭素の含有率を乗じて推定

2009

「伊勢湾東部沿岸サガラメ群落における年
間純生産量と炭素･窒素の年間吸収量」

0.1～0.5

海底人工構造物による湧昇流発生能力検証と
有光層での植物プランクトンのCO2吸収量を算
定

2007

「人工湧昇流域における二酸化炭素吸収
量の評価技術の開発」海洋開発論文集 第
23巻

藻場
（現地：北海道・京
都府）

9.5

年間定常現存量をもとに乾燥重量から単位面
積当たりの固定量を算出

2007

「藻場の有する二酸化炭素の固定効果の
定量的な評価について」海洋開発論文集
第23巻

アマモ

3.7

既存資料を基に、成長過程で枯死・脱落した
葉体の一部は海底への堆積や深層へ移送に
より長期間固定されることから、この点を考慮
し、炭素固定量を推定した。

2008

「藻場における炭素固定機能について」.伊
藤靖.日本水産工学会学術講演会講演論
文集

藻
場 アマモ

4.4

2004

「森林、海洋等におけるCO2収支の評価の
高度化」.独立行政法人 森林総合研究所

2012

「海草藻場の生態系サービス評価法に関
する研究成果報告書」.堀正和

植物プランクトン
（長崎県海洋）

アオサ・アオノリ・ア
ナアオサ

3.3

アマモ

9.6

アオサ・アオノリ・ア
ナアオサ

1.8

アマモ・オオアマモ

13.2

アナアオサ

2.0

アマモ場（北海道）

3.7

アマモ場（東日本）

20.9

アマモ場（西日本）

12.8

底生微細藻類

0.4

2006

文献
「ホンダワラ藻場の環境浄化機能」京都府
立海洋センター,2006
「山形県沿岸域における藻場の二酸化炭
素固定」山形県水産試験場

広島湾をモデル海域とし、藻場を現地調査に
より現存量を求めるとともに、各種の炭素含有
量の測定を行い、文献値等も参照しながら、年
間炭素固定量を推定した。
牡鹿半島沿岸の藻場を現地調査し、現存量を
求めるとともに、各種の炭素含有率の測定を
行い、文献値等も参照しながら、年間炭素固
定量を推定した。
北海道沿岸の藻場を現地調査し、現存量を求
めるとともに、各種採集したサンプルを持ち帰
り、光合成･呼吸速度を測定した。それらの実
測値とともに文献値等も参照し、年間炭素固定
量を推定した。

他文献より引用

『平成２２年度 地域新成長産業創出促進
事業 「瀬戸内海再生ニュービジネス創出
調査事業」』報告書.経済産業省中国経済
産業局

広島湾奥部の干潟に生息する底生生物の現
存量を調査し、現存量からCO2固定への換算
は、既存の研究事例より底生生物の炭素量を
求めCO2吸収・固定量に換算した。

2011

ヘナタリが死亡することにより、無機炭素であ
る貝殻は干潟に固定される。貝殻は炭素を干
潟内に埋没させる機能があることがわかった
(調査面積5000m2)。

2011

「河口干潟におけるヘナタリの炭素埋没量
に関する基礎的研究」土木学会論文集B2
（海岸工学） Vol. 67，No. 2，2011

自然環境保全機能の中からCO2吸収機能と洪水調整機能に着
目し、露天採掘場地域が開発以前に有していたCO2吸収量と降
雨流出量を推定し、修復緑化による回復度を推定するシステムを
構築。

2008

「自然回帰型修復緑化による露天採掘跡
地の再生と環境保全機能の回復」

沈水性植物が湖底面積の10%に繁茂した場合、沈水性植物は全
窒素を123kg/年、溶存態リンを12kg/年削減し、1日あたり水中の
沈水性植物による
二酸化炭素を0.5t、酸素を水中に0.3t放出することができるので、
水質改善
2.5haに沈水性植物が繁茂しただけでも十分水質環境保全・改善
効果が得られることが明らかになった。

2011

「平成 22 年度フロンティアプロジェクト修士
論 文水温の変化が沈水性植物の水質環
境改善効果に及ぼす影響」

緑化には,大量の化学肥料を使用しており、化学肥料合成のため
にエネルーを消費し,その過程で二酸化炭素を排出している。本
技術報告では,緑化現場での二酸化炭素排出の削減を目的とし,
緑化工法による二
糸状菌の一種（ｶﾋﾞ・ｷﾉｺの仲間）を用いることにより,化学肥料を
酸化炭素の削減
削減した緑化工法で緑化を図り、植物に二酸化炭素を固定させ
ることにより地球温暖化防止の一つの施策としてとして貢献でき
るものと考える。

2003

「微生物を利用した化学肥料削減緑化工
法」日本緑化工学会誌 28

二枚貝

7.7

二枚貝以外の底生
生物

0.5

ヘナタリ（貝類）

0.3

そ 緑化
の
他

■：沖縄県内に生育する動植物または、沖縄県および全国的な事例。
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