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林地流域 管理

一一水資源保全における協力計阿一一

海法正目

まえがき

森林の多目的利用はすでに森林縦蛍のill!念である。19601'1の世界林茶会議におい

て，世界の蕊林資源はこれを人類の福祉のために 「多目的利用Jすべきことを決議

し， 5大目標として，（7)Water,(!)Timber, （＇ウ＇） Recreation，同 Grazing, (:if) Wildlife 

を掲（fている。わが国の現状に徴しでも，（礼（ィ），（ウ）の機能はまったく同絡に強く要

請される。ひるがえって林野行政の対応をみるに，行政の指向は，依然として，木材

生産と Waterの防災に主としておかれ， Waterのもう一つの商p すなわち利水に関

しては‘わずかに保安林制度を通じてのみの対応で， 水資源確保に対する積極的施策

はあたかもその将外にあるかのごとくみられている。利水問題は現下の重要な行政課

題の一つで、ある。ここに，アメリカ農務省林野庁の利水と防災両面にわたる森林地祐

の管Jl［！における活動を Managi暗 ForestedWatersheds （~務省林~lf庁）より紹介す

ること とする。

p[j）密2000年になると，一般用水の必要M：は現在の 2倍， 工業用水の必要量は 4倍に

なるとλこまれている。 800万エーカー以 ｜二の土地が貯水池として要求されるであろ

つ。

水の供給は一般に，当分の間，充分と考えられてはいるが2 しかし今日でさえ必

要な水伎の水をもっとも必要な場所で，必裂なときに得られる とは限わなL，、。不得策

な土木工事や拙い家事習慣が洪水，浸蝕，季節的渇水，有機的 ・無機的廃棄物による

汚染，地下水の減少を惹起し，またその度合いを強めていることがまれではない。

洪水 と干ばつは一枚の硬貨の表裏である。 洪水は使用不能なぼう大な流去 水を斤一
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み，しばしば生命財産・の損失を招く結果となる。干ばつ期間には良夫は無収穫や家省

用水不足にfi'.[面させられ， ・方，街の住民や産業人には日々の水使用に制限がおきて

くる。流域管理の方策，例えば土地の管理，小規模な上流工作物，流路安定は，洪水

流出をjj;lj御し保水機能~；長めることに役立つことができ る 。

今日この問題に直面し，そして将来，充分かつ憂いのない水の供給にそなえるため

には，連邦ならびに州政府は，土地所有者，産業界ならびに大衆の完全な協力を得る

ことが必要である。汁｜林務機｜鋪と協力して行動している林野庁 （Forest Service）は

土地保全庁 lSoilConservation Service）の行政責任のもとで行なわれている流域；｜

闘の林野面に対し リーダーシ ップをとっている。

1. 計画と活動

( 1) 動機

わが国の林業用地489百万エーカーの うち73%の358百万エーカ ーが私有である。こ

のうち46%の165百万エーカーは農家の所有であり，36%の131百万エーカーは他の私

有であり， 17%の62百万エーカーは林産業の所有である。これらの林地は令衆国にお

ける水総生産量の60%以上を生産し，水質維持に非常に重要な役割を果たしている。

しかもこれらの同一地域に対し産物生産やサー ビス用として，広い面積の解放が別ね

されている。研究の動機はこれらのいろいろな用途と，十分な水供給という要求との

統合をこころみることにある。

このこころみは， 2,000を超える市，州の流域を含む10百万エーカーの林地のより

効果ある多目的利用管理を案出することである。北東地方の州だけでも 400を超える
市貯水池水資源となる百万エーカーを超える地がある。ここでは水はもっとも重要な

産物で， これら地域の管理の主な目的は飲料用の味のよい水の生産である。過去20年

間，これらの地域を対象にある程度の管理は始められて来てはいるが，しかし90%以

上の仕事が未だ残っているとみられている。広大な木材生産の地域であろ うと，段月j

林地であろうと，私的レクリエーションの土地であろ うと，猟区であろ うと，その多

目的利用管理によって水資源をまもり増進してゆくために検討する余地は非 常に 多
し、。

( 2) 社両l

v、有林地の流域管Jillは農務省によって樹てられた数似の計画によっている。4ム布者

に11する技術的助言と援助に1Jllえて， 小流域計画，i可域研究および調査計画，そして

洪水防止計画がある。

θ） 小流域計画

流域の土地改良は，その土地の居住者および所有にもっ とも復維に直接関係して く
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る。小流域計画の仕事は，「流域管理は集落単位流域に最適に行なうことができる」

とし、う定説に立脚している。このグループの努力は，下流域の氾濫と土砂の沈澱を段

小にするための上流地帯の取扱いを援助することに重要な意味をもっている。この計

画は地方の土地と水の問題を解決するための構造的土地取扱い方法を対象としてい

る。しかし小流域管理計画の真の第一歩は，連邦政府の援助を求めるために，土地と

水保全地方組織，もしくは流域組合というような地域の利益グループ結成を促進する

大勢をつくる人々によって踏みだされる。

この計画の林業面における助言は，ナM林務’自と協力して行なわれる。この計画は調

査，計画立案と洪水流下，沈澱生産物を減少するための土地の取扱方法の設定よりな

っている。

帥河域研究および調査計画（範囲の広い流域計画）

本計画は水とこれに関係ある土地資源の保全，改良および利用を取り扱っている述

邦機関および州機関との協力により立案される。研究と報告は水資源会議（水資源計

画法により設置されている）で調整され，小流域における工事は全流域の必要性と確

実にかみあわせることを目的としている。この研究と報告は，林地が流域全体計画を

通じて持つ効果と必要性と必要度を決定づける。その内容は総合経済の中にしめる森

林資源の重要性，林地の現在および将来の状態，水制度に対する林地効果，および林

地の取扱いと開発に関する必要性に関する研究である。

付洪水防止計画

洪水防止計画として知られている既往の協力計画の一つは，土地および水資源問題

が危機に直面した11の認定流域における林地資源の保護と回復と改良である。北西 ミ

シシッピーの Yazooと LittleTallahatchie流域がかかる洪水防止計画の例である。

ここでは何千エーカーの過伐，過放牧と火災跡地が洪水防止と土壌安定化目的のため

に根本的に生産力化されている。

ω 緊急、洪水防止計画

第三の水資源計画は，火災や洪水や他の災害により段損された流域の緊急取扱いに

関してである。林野庁は土地保全庁，地方市町村，州林務官およびナIiのその他部局と

協力し流下速度の滅少と土嬢浸蝕の防止に対する緊急方策を立案し実施している。そ

のよ うな方策は生命と財産を洪水と浸蝕流出物から安全にまもるために要求される。

( 3) 立案

流域と河域とについて，洪水とその沈澱物による危害，浸蝕の原悶，保護と矯IEに

必要な方法に関する研究が行なわれる。これは気象学的，地理学的．地文学的，植物

学的かつ経済学的要素を含んでいる。林務官，土壌学者，水文学者，技術者，土地資

源経済学者， 流成計画立案者のような数種の異なった熟練と専門知識のサービスが妥
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求される。

チームとして行動しながらこれらの専門家は流域もしくは河域における森林とこれ

に関係ある開欣地の取扱いについての計画を開発するための実証と分析を行なってい

る。

( 4) 援助

流域管理プログラ ムのも う一つの局面は固まった実行計画に述べられているような

改良についてのお謄立で、ある。そのような計画をもっ地域のおのおのの土地所有者は，

計闘像に接触しかっ知らされる。土地所有者がこの計画に加勢し関与することが歓迎

される。

もし土地所有者が望むならば流域管理計画を彼の林地維持のための基本的保全計

画の相ll足として使う ことができる。林務官は林地を試験して， JlJ脚安定，植林改良

伐， その他安定した生産的な流域をつくるために必要な行為など適切な流域管理方策

を勧奨する。それには措置を必要とするところ，その明細と費用が掲載されている。

林務官はなお技術的忠告や，どこで財政的援助を得ることができるかについて指導や

提言を与えるであろう。

林地にたいする流域管理計画に関する試験と開発に関する技術サービスは所有者に

無償で行なわれる。サービスは連邦ならびに州各部の協力的努力である。方策に対す

る財政的援助は農業安定保全庁（AgriculturalStabilization and Conservation Servi-

ce），農家行政局（FarmersHome Administratioめから得られる。指導も援助も，そ

のプログラムの林務面の立案に活発に関与し，援助する州林務局から所有者に与えら

れる。

2. 土地の利用と管理

高水質の水を確保し， 洪水の流出を最小限に止めるために森林でおおわれた流域は

二つの主目的一一保護と改良 を念頭において管理されなければならない。水資源

の保護改良は土地に始まる。土地がいかに使われ，いかに管理され，取り扱かわれる

かである。ダムや貯水池や他の技術的工作物の効巣と平均寿命は，良好な上流流域の

流域管理によって嵩められる。

( 1 ) 保護

もしも適正に管理されるならば林地は水資源の保護にすぐれた力を発揮する。その

効果は雨滴が土地をたたく前に始まる。大小の校，広葉，針葉は雨滴をさえぎり土地

への衡激力を弱める。樹下の森林生産物は残りの衝激を吸収してしまう。そして水が

土壌の下へ穆透しやすくして， ごと嬢の亡失と移動を防ぐ。
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良好に管理された森林の下ーの土擦は他の用途に供されている土地よ りもより水を吸

収する。その表面はいつもスポンジ状のブームスにしつらえられている 3 この多孔性

の表面の Fは土壌構造が，恨と有「1物の下にのみみられる品物により膨軟に なっ てい

る。かくして林地は雨水をキャッチし保持しその水は河水に伏流水を供給する地層に

[15）かつて穆透し地下貯溜になるさらに深い地層にi参透する。

木材生産，レク リェーゾ ョン，牧野，鉱物探集などの・iiき過ぎた林地に対する要求

や，また火災による林地の破壊は，おいしい水資源としての林地を損ったり破唆した

りする。したがって保護は水資源管理における重姿な要素である。 立木は， 土境の流

出を極少化し流路中の沈澱を防ぐような方法で収穫されねばならないe 道路やその他

の開発も健全な規準で企画され，建設され，維持されなければならない．放牧の強度

は， 二l：壌の踏み固めを避け，良好な被磁を維ねするよう厳重に右視されなければなら

ない。

沈澱は水質と洪水調節の両面に対する主要な問題である。林地においてはオー吸は，

木材搬出路，集材跡地，放牧林地，浸蝕水溜りや火災地から流路に洗い流される。ちt

澱問題へは二つのア プローチが可能である。一つには私公有の両地に対して行なわれ

る適当な管理，収穫方法と保護技術を通じての防除である。二つにはさ らによいそし

てもっと効果のある土援と水の利用をもふくめた危険個所の復元である。有効な地被

をつくり，水のi参透を猶すように計阿された実行は，有効な水保全を保証し士．渓流失

を避けるであろう。

( 2) 改良

し、かなる理由にせよ ， 流域が.＇／￥.、化したならば，被害の Iii~凶を縮小もし く は似阪しな

ければならない。そこて、良好なfll（生の保護被複を一一最初にはおそらく小さなダムと

か水路などの付醤，テラスとか務だとかし、う機械的方法を必要とするが一一造成する

ことが必要であるこれらの方法は，安定土砂をつくり，沈澱を減少し，水質を改良す

るように設計される。

森林地帯の流核管理はまた特殊地域の水生産の潜在力を改長するようしむけること

ができる。深い雪溜りができる地域では特別な，補綴状もしくは細長く森林を伐採す

ることにより水の流出量を増加することができる。地面に到達した雪は各に徐々に溶

ける。そして土擦にたくわえられた水を使用する林木をなるべく少なくする。伐採し

ないで残った木の斑地が伐採地を風と太陽から保獲し急速な地表流下と浸蝕を防ぐ。

南西地方では， i濫原や多くの川の堤防は，私iが地下水を吸う多消費水値物のi農梓』

な林を形成している。“phreatophytes”と呼ばれ良好他生を怠味するこれらi米恨性ft([

物は，水のより少ない消費でよい浅根性の草に換えることができる。

降水量の大部分が雨による地方では水生産の分配は樹木の排除で改造することがで
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きる。

適正な伐木によってその地域の水の消失盆をわずかにすることができる。このこと

は高度に訓練された流域専門家のち密な行為を必要とする。なぜならば樹木は＇＊ f本航

生を破線しないように注怠深く排除されなければならない。

(3) 技術の要求

林野庁の科学者は流水のft,]f（および配分を改善していく知識に絶えず新しい突破

口を見出しつつある。広範な探究計画が全国 8つの地方試験場で進行している。流域

管理水文学者，経済学者および洪水防止立案者ならびに流域活動家は，林野庁の科学

者が州や大学，産業界および他の連邦機関と協力してつくった蕊礎7＂ータの新しい応

用技術を開発しつつある。

保全の永い歴史の中で天然資源問題に対する総合的結論や万病薬は少なかった。現

在の知識をもって緊急事態に対処していかねばならないし， 一方また新しい開発と技

術が探究されていかねばならない。予見し得る米来に対して，現存する技術知識の賢

明な管理と応用は， 時間のかかる水問題を解決してし、く上において，森林管理者にと

り真の意義深い貢献をするための手段となろ う。 開発を統けることの必要性について

のより大きな一般の関心はますますもりあがってくるであろう。

3. これからの問題となすべきこと

増加する人口と拡大する経済は水供給についてさらに大きく要求するであろう。木

材， lli板および関連の林産業の水の使用は比較的中庸で、あるが， その他の産業はお質

の水を多量に要求する。が，しかしある産業から流出する汚い産物はおそろしい問題

を提起する。

20世紀の水問題は水資狐開発ならびに汚湖防止にとられる行動にいかに切実に依存

していることか。これらの問題を解決する多くの可能な解決法の中で林地に対する板

本的方法は水をキャッチし，保持し，高質な水を要求される限度に比、じて放Illするよ

うな改善された森林流域管にまたねばならない。

数多く地方的流域委員会が全国に創設されたこと，および水改発と汚潟防JI－.の法律

の制定は流域管理の現在おかれている重要性の証左である。林地流域管理は．｜司の水

資源開発計画の命脈的部分として認識されてはいるが，そのような突fiを訂l山iし応m
する仕事はまだ現実的な範閣でしか行なわれていない。

1,300万エーカーを占める800以上の小流域についての調査が完了している。.lli邦役

務省は50以上の流域調査に参与しさらにそれ以上を計画中である。現在ひどく荒廃し

Tこ流域の修復についての顕著な成功例は数個ある。

材野庁ならびに州林務機関はたびたび土地私有者と協力して尚質の水の豊山な供給：
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を確保するよう，ともども仕事をしている。以上は協力流減計画の種類と重要性を記

述してきた。しかしながらこれらのことは，やらなければならない非常に多くの仕事

のほんの手始めである。

【参考】 林野庁について

わが国の発展に伴い，人々は森林からより多くのものを期待しかっ必要とする。す

なわち，より多くの木材，より多くの自然休養と自然、美，より多くの水，魚，野生鳥

獣，より多くの特殊林産物と牧草である。合衆国農務省林野庁は次の 3つの主な活動

によってこれらの期待と要求の実現に貢献している。

① プエル トリ コからアラスカ，ハワイにまたがる75地方の林野の研究調査

② 395百万エーカーの州，地方および私有の林地の保護，改良と利用に関する協

同計画にすべての州林務機関との協同参画

③ 187百万エーカーの国有林組織の管理と保護

多目的利用の国有の森林と草地を保続収穫の下に管理する模範を示したり，森林資

源をよりよく管理し保護し利用する努力に対しすべての州，私民と協力することによ

る，科学者の啓発を探究する新知識を林野庁は積極的に活用してこれらのことを実行

している。

伝統的に林野庁職員は彼らが住みかつ｜動く社会や町において活動家であったし現在

もそうである。彼らは概して国の森林資源からの絶えざる利益の獲得に努力してい

る。

60年以上の間，林野庁は天然資源保全機関として国民に奉仕している。

（水利科学研究所）
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