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森林と水質本

Samuel H. Kunkle料

（松尾兎洋訳〉

人間の必要とする淡水は，もともと森林から流れ出るも

ので，その水質はそこから始まる ものである。

森林地帯の降水量は一般に最大である。これは，森林は高地にあって，まず水を捉

え，そして徐々に広大な低地に放出するからである。また，森林植生はほとんどつね

に，水流を最上かつ，もっとも自然な形で保護するものである。これは良質の水を保

持し流れを安定させるからである。

以上のことから明らかのように，森林経営はあらゆる商で，全流域地帯の水文系、に

対し，絶えず大きな影響をあたえており，およそ森林を取扱うものはつねに，このこ

とを念頭に入れておかなければならなし、。しかし事実は必らずしもそうではない。

日々の経営上，経済 ・管理面の多くのこ とがらに没頭して，ともすれば林業家は，そ

の土地はもちろん，はるか速い下流地帯にわたって，給水のカギを握るものであるこ

とや，訪れることもなL、土地，あるいは自分の国以外の土地のことなど，忘れがちで

ある。

それから，人聞が林地を利用するということは，地球の表面上多くみられる水流，

たとえば流れの作用，洪水，流域からの水の喪失，低流，水質などと深い関係にある

ものである。この意味で，われわれは水質を考え，また伐木運材や林道建設による沈

泥などの水の汚染，皆伐の水化学や水温におよぼす影響，殺虫剤やそのほかの毒薬の
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悪影響や正しい用い方，林内の廃棄物の処理， 道路や公道などが，森林植生のある流

域にどのように影響をおよぼすかについて，触れる必要がある。

部会地にあっては，汚染問題は，測定可能な量が， はっきりした源泉からでるのが

ふつうで，これらの明白な問題は確実な（たとえ高価であっても）解決策に委ねられ

ている。これに対し農山村や未開発地にあっては，水質は水文学的手法，気候条件，

生物的反応，そのほかの相互作用因子による，複雑な機能を示すものである。

約10年以前から，研究者たちは林地の地表流水について，新しい，きわめて重要な

構想をいだ くようになったー←ーいろいろ異なる源泉地がある，という構想である。こ

の構想は多くの林地にあって，地表流水の本質であるとみとめられ，たしかに水質に

およぼす力を解釈する上の基礎となるものである。

種々異なる源泉地があるとし、う構想は，被援植生がよく繁茂する多くの林地ーー と

くに潟潤地一一ーにあっては，つぎのような地表流水のプロセスがおこるととをみとめ

ている。典型的な暴風雨中には，水路の周囲の流域のほんの一部だけが実際に地表流

水をおこすが，一方，流域の上流地帯では，雨は惨透して地表下流水となり，“暴風

雨水位図”が完了するまで，水流にはあらわれないのである。したがって，暴風雨中

にみられた高水位の流れは，流域のほんの一部から出たものにすぎず，暴風雨水位図

は流域に降った全降雨量のごく 一部を示すにすぎない。たと えば，筆者が山村で森林

におおわれた流域を調査したところによると，典型的に暴風雨の降水量のわずか5～

10%が水位図一一暴風雨中とそのあとの水量をグラフで示したものーーに現われるだ

けである。きわめて重要なことには，現地で測定したところによると この地表流水

のほんの一部が，主として水路周辺からのみきたものということである。地表流水地

域または，いろいろ異なる源泉地では，第 1図に示すように暴風雨中に拡がるもの

で，この図は，地下水，地表水，水路の流量を現地で測定した一連のものに基ついて

作成したものである。

これらの水文学的構想は，林地の水質汚染の立場から何を意味するものであろう

か。 以下述べる概論は意義深いものがある。

一一よく繁茂した被覆植物のある林地では， 地表流水は水路の周辺から主としてで

るので，暴風雨で水流に押し流された汚染物も同様，水路からの汚染物の距離に直接

関係のあるのがふつうである（たとえば，水路からわずか50m離れていても，地表流

水は本質的には林内ではまれである）。水伎の周囲に保護帯が必要であるという意義

はこれで明らかである。

一一地表流水ーーしたがって，汚染物の表面輸送ーーは，凍結地， i召沢地，浅士や

岩石の露出している土地，そして伐採，過度の放牧，火災，人為による侵食によつ

て， 土嬢が荒廃しているところで

一←表面汚染物 Ci免泥，バクテリア有機物分子， 容易に分解する物質）は， 地表流



103 

水量に比例して，表面からどっと

流れるものである。表面汚染物の

輸送率（kg／分）も，暴風雨中は

高く，これは汚染物の濃度と流水

量が増加するからである。

一一概して，暴風雨が長くつづ

けばつづくほど，地表流水をおこ

す表面積は大きくなり，したがっ

て，流域はますます表面汚染物を

多く流すようになる。また，暴風

雨以前の土壌の湿度が高ければ高

いほど， 地表流水をおこしやすい

土地面積は阜く広がるものであ

る。たとえば，除草剤散布前の気

象条件がいかに重要であるかは，

＇＼，、まざ らし、うまでトもなし、。

上流の流域地帯に持参透する I ’ I I 

分解物質は，土壌に吸収されやす I~ーら ~ ~ ド 一 一
い (tことえば， Po.-Pはよく吸 水路からの距離（m)

（注） 水路周辺からの地表流水で，暴風雨中，
収される）。 しかし， これらの物

流水地域がどのように拡大するか，地表流
質も地下水に入札やがて地表流 水のプロセスを示す。

Jこ現われる（後段述べる，公道塩のごとく）。 多くの場合，分解物質と水流とは反対

の関係にある（注意 ：；水流中の天然化学物質，たとえば重炭酸坂は，典型的にこの反

芦すの関係を示している）。 他方， パクテリアのような分子は早く土壌に捉えられる。

←一工業化のすすむに従って，林地の降水は必らずしも“純粋”な雨水ではない。

すことえば，水銀を使用する工業地帯の風下にある土地では，雨や雪，植物にふくまれ

る汚染物質は，ふつうよりはるかに多い。

j也表流水にはいろし、る異なる源泉地があるため一一ー大面積の流成はつねに，地

表流水に洗われるものではないが一一ヘクターノレあたりの電量，ヘクターノレあたりの

家畜の頭数，そのほか面積を基準として，汚染量を計算することは；意味がない。たと

えば，流域にI面積あたりの重量：比で施肥しても， これはとくに施肥した流域ほど重要

性はない。上流の流域土壌はおうおう強過力がi高いことがある。

一般の場合とおなじく ，上記の慣例にも例外のあることはいうまでもない。暴風雨

による地表流水という考え方の多くは，融雪，とくに積雪が土擦の深い凍結を守る場

1合に適用 されるのである。
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第 1図 地表流水のプロセス
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写真 1 開設4年になるアフリカの貯水池

（上流の土地侵食によって，はや半分は土砂に埋もれている〉

沈泥は水質汚j笥の，もっともふつうの形である。 土壌侵食は，貯水池の堆積土砂と

なって，下流一帯に豆大かつ多額の被告を与えるものである（写真 1），多く土砂が企佐

積すれば，魚類は減り ，都市への水道給水確保に余分の経費がかかる。濯i使用水路，

橋梁，そのほかの工作物は破壊される。湖水の美観は損なわれる。侵食地で：土地表流

水が増し 乾燥季の流量：土少なくなる。これは， 希釈度が少なくなったため．低流中

は公害がますますPどくなる，ということである。

乱伐の慣習は深刻な沈泥の問題をひき起こすが，森林を扱 うものほ，その多くの問

題をJl.11える立場にある。たとえば，ある伐木運材地についてみると，皆伐地の下流の

混潟度は 5万6,OOOppmに達したが，一方，伐木作業を行なわない地域の近く では，

わずか 5ppmにすぎなかったー混濁度は浮前ーする土砂を視覚でと らえた指標で，水中

にある回型物を簡単に測定するためのものである。

他方，以 kの調査やほかの調査によると，も し伐木運材作業が適当な保全措位を伴

ってfjなわれる とすると， 混濁度；工ほとんど伐採を行なわなかった地域の流れのよう

に低いものであり，大半ば飲料水として1ff:リットルlQmmの規準以下にとどまることが

わかった。さて，必要な保全措置には下記のようなものがあるc

水流に沿って．伐採を規制した樹林帯をおく こと

土擦を傷めない伐木用機械を選ぶこと

ふつ う， 10度以下に道路の勾配を下げるこ と
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地上流水の水路ができないように，道路のレイアウトや排水施設を設計すること

いうまでもな〈，いろいろの制約があり，ある林地は単lこ急峻にすぎ，侵食をおこ

しやす く，このような措一置を講じても一向に効果がなく，または経済的で、ないことも

あるが，このような場合は，伐木運材は避けたほうがよい。

森林の伐採にあたって，もしも立木を土堤に沿って伐採すれば，水流の温度は上昇

する。たとえば，ある試験地で．伐木運材が水流温度を平常より 6。C以上に上昇さ

せることがわかったが，これは鱒（ます）の生息し得る規準を超えるものであった。

しかし， 土提上の植生をそのままに放置したときは＇ /ffi'，度の上昇はまったくみられな

ヵ、っTこ。

栄養化

栄養化の問題はけっして新しいものではなく，今世紀に入る前から，湖沼学者によ

って，スイスの湖水について研究がすすめられた。しかし，海藻の花やそのほかの組

物で湖水に被害がおこり，関心が高まってきた。海藻が分解すると，如、類の生命を脅

やかし，都市への給水を害するもので，これは骸素を奪しり味覚， I臭覚，有毒性の問

写真2 水の栄養化によって湖水面に浮併する海藻の塊
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題の原因となるからである。これらの問題は，過密都市から多く の人 が々レクリ エー

ショ ンをもとめて，森林地帯の湖沼をしばしば訪れるとき，とくに深刻化するもので

ある。

栄養化の確かな原因については．し、 くつかの説がある。多く の湖i.'J学者の意見の一

致すると ころは，燐， 窒素，それに有機物質といった栄養源が主たる原因をなす二と

いうのである。森林に囲まれた，過敏にして菌類に犯されない湖沼は，たとえわずか

ばかりの栄養素や有機物が加わっても，原始的な姿l土，たちまちにして海藻の醜塊と

化してしまうのである。

森林の施肥そのほかの作用は， 水流や湖沼に栄養素や有機物を加え， 栄養度を高め

る結果になる。今後，林地胞肥；工．日下試験中のス ウェ ーデンや，今後10年間， 年間

施肥が4万ヘクタ ーノレを超えるといわれるアメリカのごと く，ますます増えるとおも

われる。 われわれは， 今後の栄養化問題に対しも っと注意を払わなければならない。

森林内のレク リエーションの発達一ーたとえばスキー場， )JI]在地やキャンプ；場など

ーーはおうおうにして公害のiWi！と なり，とくにこれが湖沼や水流付近の重要な土地で、

あると きは顕著であり，筆者の経験によれば，廃棄物の処理が不十分なと ころに，公

害と同じく栄養の問題が起こるのである。

森林施業で， そのほか栄養素と有機物質の発生原因をなすものは，伐木運材屑（丸

太，枝葉など）や，伐木，森林火災，新設道路などによる侵食土で，堆積土が水流に

栄養素を運ぶのである。

カナダとアメリカの国境の，国境水域地域て、の長期にわたる調査によると司つぎの

ような因子が湖沼の栄養水準L 栄養化に対する感性の度合を示すものであることが

わかった。

化学的助変数P,N, FeとHCO,

プランクト ンの主たる生jを力評佃1

湖沼の沿岸線と面積比

色彩

湖沼の容量と排水地域lt（水交換指標）

湖底の地質的構造

皆伐のあと

ある場合，森林を皆伐すると，森林の生態系の栄養循環を乱したり，または地表流

水を泊加し，水流中へ沈殿物を多く投下して，水流，湖沼，地下水に栄養素を添加す

るこ ともあるc 北アメリカの太平洋沿岸での調査によると， ダグラスフ ァー林で皆

イえ，火入れの試験を行なったあと，水流中に，分解した化学物質が増えたことがわか

った。火入れを行なったあとの12日間， 皆伐試験地の下の水流には，栄養分がかなり
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栄 養

第 1：表伐木運材作業と水質の関係1)

！ 皆 伐 流 域 i 伐採規正流域
素2) I ー l

｜最 高 平 均 1平均

I ミリ グラム／ リットノレ

7.6 1.19 （検出不能）

0. 60 o. 43 0. 01 

NH,-N 

NO,-N 

Mg 

HCO,-C 

10.8 

21. 6 

6.4 

15.8 

1. 03 

4. 11 

（資料） アメリカ山林局。

（注） 1) 皆伐，火入れのあと， 2つの水流中の化学栄食素の最大濃度の比較を示

すものである。 1つの水流では，皆伐後栄養素がし、ちじるしく 増加したこ

とがわかる（左）。規正を行なった水流の近くでは，栄養素含有量には影響

はなかった（右）。第一の水流では， 火入れ後， 12日間高水準がつづいた。

つづく 2年間，この水準はそれぞれの栄養素については，異なる率で水準

は下降した。

2) ミリグラム／ リットル値：ほかの母数もまた測定したの

増えたことがわかったが，一方，近接の皆伐を行なわなかった林地の近くの水流はま

ったく変化はみられなかった。

伐採，火入れのあと の約2年間，更新が行なわれる一方， 2つの水流中の栄養素合

有量の差は少なく なった。こ こで重要なことは，伐採のみ行なし、，火入れを行なわな

いときは，栄養素の添加は少ない，ということである。たとえば，水流中の燐は増加

しなかった。また，栄養素投入分の多く は，侵食による沈殿分子である。流域地帯のす

植生を全部伐りとった，アメリカのニューイングラ ンドのもう 1つの試験によると，

やはり水流中に栄養素が増加していることがわかった。しかしこれらはすべて試験

的に行なった伐採で、あることを記憶しなければならない。

もっと典型的な伐採作業では，いったい何が起こるであろうか。水流を保護する慎

重な保全手段を講じた，ウエストパージニア1Hの研究では，“最大量の栄養分の放出

が期待された”にもかかわらず，皆伐後の第 1年自には栄養分については，いちじる

しい変化はみられなかったとし、う。

この研究や同じような研究から学ぶべきものがある。乱伐作業を行なうと，栄養素

による水の汚染が起こるかもしれない。ある流域では，固有の土質やそのほかの性質

によって，伐採後栄養素をも っと放出する傾向がある。そして， 水路に沿って樹林帯

をおくなど，伐採中適当な水流保護措置を講ずれば，多くの場合，おそらくもっとも
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大きな栄養問題は避けられるかもしれない。さらに多く の研究資料が必要であること

は，このような事例がはっきり示している。栄養問題が果たして深刻であるかどう

か，また深刻であるとすれば，どの程度のものであるかについては，とくに栄養化に

ついては，いまだ明らかでなく，論議の余地が十分残されている。伐木運材作業中，

どのような保護対策をとらねばならないか，これを示す指針が必要である。

生物界への被害鉱大

近ごろ，自然生態系に毒性の薬剤を使用して起こ る恐るべき結果について，さかん

に報道されており，たとえばカナダで，大規模な林業地に DDTを使用した結果，大

量；の魚類の死を招いたといった例のように，魚類の死，鳥獣，あるいは人間環境の被

害についての，多くの事例研究の文献がでている。薬剤が生物の食餌に入る，いわゆ

る生物界への被害鉱大のプロセスは， 林業に用いられるDDT，エンドリン，ディ ー

ノレドリンそのほか塩素を作用させた炭化水素による害である ことは，よく知られてい

る。したがって，殺虫剤を使っても差支えないと考えるまえに，利は害を上回らねば

ならない，ということを考えねばならなし、。｝部の学者による と，軽視されていると

いう，これらの薬剤の，長期にわたる，濃度の薄い害について，まだ多くを学ばねば

ならない。

除草剤

実際に薬剤を使用する場合，もしもある程度の注意を払えば，ある種の森林経営上

必要な薬剤，とくに除草剤を安全に利用できるこ とを考えねばならないc たとえば，

ある学者は，除草剤を30の現地について調べたと ころ，つぎのような結論を下してい

る。 “研究結果を綜合 してみると，多くの除草剤と媒介体は，慎重に取扱えば， 水質

にほとん ど影響を与えずに， 除草の目的に使用することができ る”と。

したがって， 林業家は除草剤を使用するにあたって，ある程度の安全指導規準を守

らなければならないことは，われわれは知っている。 下記に掲げるものは，いろいろ

の現地調査や個人の観察にも基づいた，筆者の提案である。

(1) 空中散布の率は，一般に活性成分は約 lヘクターノレtこあたり 6kg以下で、なけれ

ばならず，また試験ずみのものだけを使用しな くてはならない。最近売りだされ

た，あまりよく知られていない薬剤は避けたほうがよい。多くの政府は公認の除

草剤のリストを発行している。

(2) 沼沢地や水流，湖沼［こ近い土地は避けなければいけない。けだし，地表流水は

このような地域では，ひんぱんに起こるからである。したがって，療潤地や水流

の周辺では50m以上の散布は避けなければならない。

(3) 飛行機から散布する小滴の大きさは，200ミグロン以上であること。たとえば，
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100ミクロンの小滴は，風に乗っては， 200ミクロンの小滴の距離の約10倍飛ぶの

がふつうである（注：飛行機用の散布ノス、ノレ装置があり，また小滴の容積を大き

くするため，液体に加える濃厚剤がある）。

は） 散布中の風は 8kph以下であること，また，散布は安全度の許すかぎり低いこ

と（たとえば， 200ミクロンの小i商は，もし 5mの高さで放出すると， 15～20m

を浮併するが， lOmの高さからは， 8 kphの風で、は， 50m以上浮併する）。

(5) 暴風雨の気配のある日は避けなければならない。けだし，暴風雨による地表流

水は，水流汚染をおこす可能性がもっとも高し、からである。

¥6) 過度の汚染度による影響を発見し，森林を扱うものは，その指導規準が十分で

あるかどうかを検ベ，必要あらばその規準を改めるために，水質の監視をとくに

行なったほうがよい。

(7) そのほかの監視も行なったほうがよい。たとえば，水中の有機物質を生物学的

に分析することなど。

(8) できれば，薬剤をまったく使用しないのが安全であり，われわれはもっと安全

な防除方法を開発するため，多くの研究をしなければならない。以上の原則の多

くは除草剤以外の薬剤にも適用できるものである。

現在の環境問題に照し，廃棄物処理こそ，林地のもっとも有効な利用法の lつであ

ろう。近年，林地を下水汚物処理地として利用しようとする関心が昂まってきた。廃

棄物の林地への再循環はたしかにある効果がある。

廃棄物の放流による水流の汚染をなくすることができる。

廃棄物のなかにある栄養素や有機物質は，森林への肥料として，とくに，やせ地

や露天採鉱地などの荒廃地に有効である。

林内への第二次放出物の処理は，高価な第三次技術的処理施設を設け，これを運

転するより，はるかに経済的である。

表面水を地中に戻して，水文系は改善され，ここで土を通して浄化され，地下水

となって，ふたたひ、利用できる。

多くの土壌はすぐれた浄水誌で‘あり，“生けるi慮過器”として有効に栄養素やバ

クテリアをとり除くのである。しかし，廃棄物中にある金属によって土壌が汚染さ

れるという，ある種の欠点にも注意する必要がある。

この問題について，もっともよく知られている研究は，ベンシノレパニア州立大学で

行なわれたもので，ここでは1963年以来，林内（および農作物）に下水汚物の放出を

行なって，上記のような利点を得られたことを公表している。多くの調査や実用化が

目下行なわれている。

廃棄物を利用して荒廃土壌を改良することは，たしかに侵食を防止し，このような

土地の生産性を高め，水質汚染を防く：例外的な機会を与えるものである。たとえ
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ば，最近の予備調査によると，ひどく荒れた露天採鉱地の処置に，ヘ ドロを利用する

と，植生の更新ができゐばかりでなくーーほかの方法によっては困難もしくは不可能

このような土地から流れて、る，酸やそのほか，水の汚染物質を少なくすることが

できることがわかった。

林内のじん芥

国型の廃棄物一ープラスチックのびんをはじめ部会からでるあらゆるもの が，

しばしば林内に捨てられる ことがある。これらの廃棄物は地下水を通して，水流や湖

沼を汚染する。このよう な廃棄物処理場から流れる地下水中の汚染物の濃度は高い。

たとえば，有機物質含有量の一般の指標である COD（化学酸素必要量）は，ある調査

によると，ある盛り土から溶脱する水の中では，毎リッ トルあたり， 8,000から 1万ミ

リグラムで，有機物質による汚染，陽イオン，窒素の含有量は毎リットル 1,000ミリ

グラム以上になるとおもわれる。しかし土壌はつねに，大半の有機的汚染物を効果

的に泌過する（たとえば， ある調査では， 4mの土壌が95%のCODを独過した）。土

壌に容易に吸収されない，塩化物，硝酸塩，それにある種の金属：工地中，とくに砂質

土壌中では長距離を移動し，結局，湖沼や水流中に現われるものである。

したがって，固型廃棄物処理場は適当な水はけのよいところをえらび，水流， 湖

沼，湿地近くの土地 （このようなと ころでは，地下水は表面に現われやすい〉，井戸，

湧水地の近くの土地を避けることが重要である。処理場は溶脱を少なくするよう工夫

し7こほうがよい。

ヨーロッパ，北アメリカの寒冷地では，公道，とくにうっそうと森林におおわれた

流域を横切る道路上の氷雪を除くためによく塩を利用している 。清ゆ！な流れも NaCl

そのほかの塩分で汚染されるかも しれない。このように利用された塩は，融水による

地表流水中に汚染物として現われるばか りでなく，地下水中にしみ出て，これがはる

か後の夏に，水流中に少しずつ流れで、るようになる。たとえば，研究の結果わかった

ことであるが，公道を横切る森林におおわれた流域中にある小さな流れは，夏になる

と上流にある公道下または近くにあっ ても，とくに汚染に注意した水流中の塩分の 5

倍もふくんでいた。夏になると，公道下の湧水は塩で汚染されていた。アメリカ．マ

サチュセッツ州で行なった大規模の調査で、も，数百胞にわたる地下水の塩分は， 1890

年以来， 4倍から10倍に増加し水道の汚染が増加したこ とがわかった。

森林地帯の流れの水質は森林経営や土地利用によって， いちじ るしくその影響をう

けるものである。乱伐，薬剤jの乱用，そのほかあやまった計画事業の場合には，水の

汚染が起こる可能性がある。この汚染も下流ほどその濃度はそれほど高くはないのが

ふつうであるが，それでも顕著である。けだし，森林のある流域は人聞が清浄な水を

飲む最後の地となっているからである。しかもなお，これらの地域は，ますます乏し
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くなってきた水道の大きな源泉である。

もしも森林作業が水の本体を護るよ うに工夫されれば， けっ して水を汚染すること

なく作業が遂行できることはいう までもない。水の環境と給水を守るという点から，

森林を扱うものの責務は重大である。
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