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暖帯林地の水文環境保全機能

竹 下 敬司

最近，水資源問題や土地保全問題が重視され，山地の流域における林地，ひいては

森林の水土保全機能を再認識する気運が高まってきている。

森林による水源頼養や洪水調節，土地保全に関する機能は，古くから伝承されてい

る事柄であるが，その機能が経験的な記載によって表現されているためか，とかくム

ードに流れ，セチ辛い現世下での土地開発。や水源開発，保全計画等に関しては，説得

力のないものとなっている感が強L、。すなわち，具体的な土地開発に対して，流域保

全上の許容量一一残存しておくべき林地の量はどのくらいなのか，また，水源開発に

対しては，上流の森林地帯の果している機能の評価額はどの程度のものであるか等の

問題に対して，客観的な判断を下しえないのが実情であろう。

これらの量を具体化するためには，森林の洪水調節機能は，ピークの洪水流量に対

して何of/secなのか，水源涌養機能は，利用総流量に対して一体何ofなのか等の機能

を数値で示すことが必要である。すなわち，森林の機能を社会に説得するためには，

社会が水源開発計画や，洪水防止計画に用いている用語や単位で，その機能を表示す

ることが前提となるものと考えられる。

林地の水環境保全機能の定量化については，最近，研究面でも次第に活発化してい

るのであるが，水の第一の供給源である降水量が精度高くはとらえられない上，それ

が， 地上に供給されてから河川へ流出するまでの地中下の機構を不明のままにした論

議が多く， この点、不満足な状況下にあるといえよう。ここで筆者が，この不明機構を

定量表示しうるほどの知見を得たわけではないのであるが， 九州地方における上流諸

河川（52流域）の流況と流域の土壌，地形，地質，気候，森林との関係を調査検討し

たところ，従来，ブラック ・ボックスにおかれていた地下部の機構つにいて，若干の

足掛りになる ような結果を得たので， これを紹介して， 関係の方々の御批判を仰ぎた
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いと思う。

なおこの報告は，さきに筆者等が発表した「暖帯林地の水保全環境に関する研究」

(1977，「福岡県林業試験場時報J＇.も26〕および「流域の環境と河川の利用可能流量に

ついてJ(1978，「林学会九州支部論文集J31号），それに， 現在，とりまとめ中の多摩

川上流域における水土保全環境に関する知見等をも とにして作成したものである。

また，ここで検討の対象としているのは，冬季に積雪量と降水量の少ない暖帯林の

山地流域であり，流域の規模としてはおおよそ30km2から60km2程度のものであること

を念頭において頂きたし、。

1. 河川の総流出量と流出率

河川を流れる水の総量が多ければ，利用できる水量も多いであろうとの考えから，

水源利用上でまず問題になるのは，何といっても流出総量であろう。

水の最初の供給源は降水量であるが，それが地上に降ってから河川へ流出するまで

の聞に，蒸発量，蒸散量等の損夫があり，また，場所によっては河川よりも深部の地

下水帯を流下する水があって，河川の流出量は降水量より も少ないものとなっ てい

る。河川の総流出量と，降水量に対する流出率とは，概念的に次の関係にあるものと

考えられる。

河川の流出量＝降水量＋森林による増雨量一蒸発量一蒸散量一伏流出量＋他流域

からの伏流流入湧出量

流出率＝流出量一同期間内の降水量

以下，各要因別に検討を加えて，この間の量的構成を吟味してみよ う。なお，単位

としては降水量にあわせてmを用いる ことにする。

(1）年降水量

山地流域における降水量は観測資料が少なく，現在，正確には把握しえない量のー

っとなっているが，降水量は地表水に対する第一の給源であり，水問題を取扱う上に

は，重要な基本量であるので，できるだけ高精度の推定値を求めることが必要であ

る。筆者らは，地形性の上昇気流が，山地での降水の地理的分布を規制している面が

大きいと考えて，接峯面および接谷面高度，および同面の勾配，背後高度，雨をもた

らす主風の方向等を要因にとって推定を行なったが（「地形による福岡県周辺の年降

水量分布の推定」1966, 「福岡県林試報」 No.18による〉，一応の好結果をおさめたの

で，その値を用いて検討を行なうことにした。全般的にみて，気象観測所の多くはや

や開けた山間部か平野部にあり，周辺の山地よりは降水量が少ない環境下にあるため

か， 上流流域の降水量は，それよりも20%以上も高い場合が多いことが認められた。

また，その分布パターンはかなり微細であり，隣接流域でもその量が大幅に異なるこ
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とが多々見受けられている。

九州地方の年降水量は，瀬戸内海に面した北西地域で、少なくて l,600mm程度である

が，その他の流域では，ほとんどが 2,000皿以上となっている。特に宮崎県と大隅半

島の太平洋側に面した山地や，九州山脈の背稜地帯では多く， 4,000mmを上回る個所

も多い。一方，降水量が異なると，河川の流況，流出率等は，同ーの流域であっても

大幅に変化するので，ここではあらかじめ，各種の説明要因，基準要因を流域ごとに

年降水量との関係でとらえておき，異なる流域聞の差異の比較は，その関係から得ら

れる一定基準の雨量下での値で検討することにした。具体的には年降水量が2,000mm,

2,500皿・…・4,000mm等の各条件下において土地条件と流況との関係を検討したことに

なるが，この報告では主として 2,500四の場合をとりあげることにした。

(2) 蒸発量

流域内の蒸発量は，斜面の方位（温度条件）とそこに吹きつける風速によって影響

されるが，大流域になると方位差が少なくなるので，主として後者の風速によって規

制されるものと考えられる。一方，風速の大小とその頻度の多少は， 地形的な露出度

の大小に比例することがわかっているので， 流域内の蒸発量を指標する要悶として，

流域の平均露出度を計測し，この露出度と年流出率との関係から，年蒸発量の推定を

行なってみた。流域の露出度は同じ標高の山々で囲まれているような開析山地では低

く，独立峯や高原，海岸や平野から急、食する山地の前面で高くなるが，今回の調査例

で、は，小は30度程度から，大は 140度程度のものが認められ，この露出度の変化に伴

い，低露出度の流域では年流出率が高く，逆に露出度が高い流域では低くなってい

る。その流出率の差は，年降水量2,500mmの場合，露出度100度に対して18%，蒸発量

換算値で450mm程度あり，調査流域の平均値と最小値との差でも200mm程度の値が認め

られた。これらのことから，土地的な蒸発量が少なくとも 200mm以上はあるものと考

えられる。

(3) 森林の蒸発散量，増雨量

従来の諸報告では，森林からの蒸発散量はほぼ 700mm程度と考えられている。ここ

ではこの数値の正否を吟味するほどの結果は得られなかったが，各流域を森林面積率

81%以上のものと80%以下のものとにわけで検討を加えたところ，森林の多い流域の

方が少ない流域よりも流出率が低く，蒸発数量が多くなっていることが推定された。

ただ，この差は年降水量が多くなるにつれて小さくなり，とくに 3,000皿以上では減

少が目立ち， 4,000mm以上にもなると森林面積率の差による年流出率の差は認められ

なくなっている。 このことは一般にいわれる森林の増雨現象のあらわれによるものと

考えられ，多雨の場合ほど雲霧の捕捉による増雨現象が多くなり，他方では蒸散量が
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抑止されるものと想像される。

(4) 伏流流出量

河川や渓流の地表流路より も深部の基岩内を流下する水量を伏流流出量と考えた

（他流域への地下水流出も含む〉。 調査当初の考えでは，基岩内の水の動きは鈍く，

通常は，基岩内の孔隙は水で飽和状態にあって， 伏流量が地表の河川流量に及ぼす影

響はそれほど大きなものとは想像していなかったのであるが， 20!<m2以上のかなり大

きな山地流域でも，その影響が大きいことが認められた。第 1図は，地形，土壌，林

第 1図伏流量の異なる河川の流況（火山性
高原の諸流域の平年値）
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況，蒸発条件等が，ほぼ似通っ

た別個の火山性高原流域で，同

一年降水量下での流況を示した

ものであるが，流況曲線の形状

はほとんど同一形を示しながら

も， 渇水，低水，平水，豊水の

各流量｛直が一様に異なり ，平行

的パターンをみせている。 下位

の流況曲線の流域は，明らかに

上位の流域よりも流出率が劣る

ことになり，その差が，年降水

量 2,500四の場合で最大20%,

3,500四の場合で15%もある例

がかなり認められた。これは流

出量に換算して 500阻程度に相

当する。地下水の流量調査を行

なつたわけて

がおそらくは伏流流出量の差に

よるものと想像される。

高い流出率の流域は，他流域

からの伏流増が予想されるた

め，厳密な基準値とはなりえな

いが，調査流域の平均流出量は

これよりも 200皿程度以上も少

なくなっており， 多くの河川が

+o伏流減の影響をうけているもの

と想像された。なお，山地の流
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域では流域規模が少さいほど流出率が小となるので，小流域ほど伏流流出量が多いと

考えられる。

似通った土地条件の流域で，流況曲線の形状は似ているが，伏流流出量の多少によ

って曲線が平行的に上下することは， 流況曲線を関数で表現した場合に， 渇水あるい

は低水流量の値が定数項（地質構造等できまる定数）としての性格を発揮しているこ

とを意味しており，もし年降水量が同一ならば，渇水もしくは低～平水比流値の大小

が，年流出率の大小を大きく支配していると考えてよい。第2図は年降水量2,500mm

の場合の年流出率と渇水比流量との関係を示したものであるが，急、な開析山地と緩い

高原状の山地とではその様相を異にするが，それぞれ類似地形の流域ならば，かなり

密接な相関を示すことが認められた。すなわち，伏流流出量の多少が，流出率の大小

に大きな影響を及ぼしていることを裏付けている。

伏流流出量は扇状地などでは非常に大きな比重を示すことがよく知られているが，

それよりも上流の山地内の流域でも大きな要因となっているわけである。ここで例に

とった火山性の高原山地だけではなく ，中古生層地質の破砕千青山地でも，大きな影響

を及ぼしていることが認められた。また都市近郊にあって，下流での地下水汲み上げ

量が多い流域や，少雨地方の流域では，地下水帯の水飽和度が低いためか伏流流出量

が増え，渇水流量等が小さく，年流出率がかなり低くなっていることが認められた。

(5) 損失量と流出率に関する総合的検討

これまで7こ取上げた損失量は，森林の蒸発散量700mm，土地的な蒸発量ZOOmm以上，

伏流流出量ZOOmm以上となり，その合計値はl,lOOmm以上に達する。いま，年降水量を

全国平均に近い 2,000m田の場合を考えると，この合計損失率は55%以上に相当し，年

流出率は45ro以下となるものと想定される。ところで，従来，常識的に考えられてい

る流出率は65%程度，年損失率は 35%, 700mm程度であり，これに対して，前記の損

失は 55%, 1, lOOmm以上と大きすぎて矛盾のある数値となっている。ここで，土地的

な蒸発量や伏流量の存在は否定できないので，両損失量を 700mmから控除することに

すると，森林の蒸発量は350mm以下となり，従来伝えられている700mmの森林蒸発散量

よりも，はるかに小さな値となる。 700皿の損失量は，その流域の土地そのものが，

潜在的にもっている損失量をも含んだ量であり，森林だけが責任をもつべき損失量で

はないように感じられるのである。一般に森林の蒸発散量は，損失量の筆頭にあげら

れ，とくに小雨地域では，その存在を極度にマイナス視する議論も行なわれているの

であるが，かなり割ヲ＇＂、て検討を加えることが必要と思われる。

地形や基岩名，土地利用状況が類似していても，地質構造等が異なれば，伏流流出

量が異なり，これが低水位の河川流量値ひいては年流出量の大小に大きな影響を及ぼ

していること，また地質や土地利用状況が同・であっても，地形的な風速条件が異な
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れば，蒸散量が大幅に変化し，さらに地形の緩急が異なれば，流況曲線のパターンが

大幅に変形していることが認められるわけである。上流流域の河川の流出量は，森林

の有無等の土地利用状況の差だけではなく ，地質構造，地形によって大幅に変化する

ものと考えられることになる。

蒸発量，蒸散量，伏流量等の損失量は，同一流域ならば，年次変動が少なく，年降

水量にかかわらず一定であるので，流出総量は年降水量に正比例することになり，流

出率は，年降水量が多いほど高くなる傾向を示す。降水量が増せば，増雨現象も顕著

となるので，流出率は益々高くなることになるが，この傾向が，具体的なデータから

も認められた。

2. 林地の水源湧養機能と河川の流況

河川の流出総量が如何に多くても，その毎日の流量が断続したり，大幅に変動した

のでは，実際上の水利用は困難である。現在，相当大規模なダムを構築したとして

も，洪水性の大流量の利用は無理であり，また， 農業用の取水堰などでは，平水流量

以上の利用も無理となっている場合が多い。すなわち，降水量は日によって断続し，

また時刻によって大幅に変動するのであるが，河川水が，その変動をそのまま受け

て， 澗れたり，大量に流れた りしたのでは困るわけであり，降雨の不均等性にもかか

わらず，河川の流量は連続的であり，しかもできるだけ均等であることが望ましし、。

山岳林地の流域では，降水は，まず土壌中へ浸透して，その中に貯留され，その後徐

徐に地下水帯へと移動し，その地下水が，谷筋近くで再現して， 河川へ流出するので

あるが，実は，このような地中での経過を辿るうちに，流出量は長時間にわたって均

等化されるようになる。この機能を一般に水源泊養機能と呼んでいるわけである。

地表にもたらされた降水は， 土壌中に浸透するか否かで，まず動向が左右される。

土嬢中に浸透しなかった水は，地表を流下して早期に流出し，浸透した水は，土壌中

に入って，一部は貯留され，ゆっくりと深部へ移動するが，一部は斜面に沿って発達

する土嬢中の粗大孔隙網（排水組織）を伝って，中間流出する（おそらくは24時間以

内に）。土嬢表面流と中間流とは，降雨後，短時間で河川に流出するため，水源涌養

機能に関しては無調整の直接流出成分と考えられるのに対して，土壌中に貯留された

水は，さらに深部の基岩内へと浸透して地下水となるが，この地下水は降雨後，長時

日にわたって，おもむろに，しかも，かなり均等に流出するため，水源泊養上の主役

成分となっている。

したがって，林地の水源涌養機能に対して必要なことは，まず，土嬢の浸透能が高

いこと，つぎに浸透水に対する土壌の貯留容量が大きいこと，そして最終的に，基岩

の貯留容量が大きいことを考えることができる。
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(1）森林の孔隙組成と表層浸透能， 貯留能およびそれらと森林との関係

森林土擦の層内には通常60%から70%程度の孔隙があり，水や空気の通導や貯留組

織を形成している。これらの孔隙は，その大きさによって水の流動に対する機能を異

にしており，その中を水が自由に流動しうる粗大孔隙（径2～3mm以上〕， 水が毛管

張力の影響を強く受けながらも（pF2. 7以下）徐々に流下しうる粗孔隙，水と土壌と

の聞の張力が強く， 重力的にはほとんど移動せぬ細孔隙とに三区分される。粗大孔隙

は，短時間の貯留は期待されるものの，主として水の導排水を行なう通導組織を形成

し，また粗孔隙はもっぱら貯留機能を発揮している。この両者は，速度の差はあれ水

が可動な孔隙であるのに対して，細孔隙は重力に従う水の動きはほとんどなく，その

水はもっぱら植物の板の吸収に供されるものと考えてよい。前者の二つが水源涌養機

能に深い関係をもつのに対して，細孔隙は機能的にプラス していない性格のものとな

っている。細孔隙の水が不足すると，地下へ浸透した水は，まず，ここに吸収され

て，地下水帯への透過量を減ずることになるので，機能的にはむしろマイナス要因と

なっていることも多L、。さきに述べた蒸発散量は，この細孔隙からの損失と考えられ

るので，あらかじめ，この量を控除しておけば，水源渦養機能はもっぱら粗大孔隙と

粗孔隙にしぼって検討を加えてもよいことになろう。土壌層内のこれらの粗（大）孔

隙は，林木の根系や小動物の耕転活動と，地形形成過程に伴う粗造な岩礁の堆積構造

によって形成されているが，その総量は，孔隙率と土壌層の厚さとによって性格づけ

られている。

自然の森林土擦では地表が森林植生から供給された落葉落枝で覆われ，これらが腐

朽して生じた腐植が土嬢中に混入している。この腐植に富む土層内では，根系や微生

物，小動物の活動がさかんであり，これに伴って，土壌の表層の粗（大）孔隙の増量

改善が行なわれ，また，この層で生活を支えられた大型の林木は，強大な根を土層深

くはびこらせて，土嬢深層の開拓と耕転活動をなしているのである。そして，この動

植物の活動でできた粗孔隙や粗大孔隙は，腐植の混入によって形成された団粒構造に

支えられて，安定した組織構造を維持している。したがって自然の森林土壌は，表層

ほど腐植の含有率が高く，これにほぼ比例して表層ほど粗大孔隙率，粗孔隙率が高く

なっている（岩礁の堆積構造や，基岩の物理的風化や破砕構造による粗孔隙構造は別

として）。とくに最表層の A1層は，粗大孔隙率が16%，粗孔壌率で26%程度もあり，

降水が非常に浸透しやすい構造となっている。ちなみに健全な森林土壊は lOOmm程度

の降水量を l分以内で浸透させる能力をもっている。子L隙率は A1層よりも下層の A

層では，粗大8仇粗23%, B層では粗大6仇 粗21%と腐植の含量の低下と共に減

少し，最下層の心土と呼ばれるC層は粗大孔隙率2仇粗孔隙率14%程度，あるいは

それ以下となり，通導組織の減少が目立っている。貯留組織を形成している粗孔隙量

も減少しているが，粗大孔隙率ほど極端ではなし、。そこで，もし，心土のように腐植
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に乏しい層が地表に裸出していたとすると，降水は容易には浸透しえず，たとえ土壌

内に粗孔隙があったと しても，貯留機能を発揮しえずに終わってしまうことになる。

さきにも述べたように，水源福養機能に対して最終的な主役を演じているのは基岩

やその風化帯の孔隙であるが，基岩層の粗（大）孔隙は局部的に偏在し，平均的な孔

隙率が低いため，もしも基岩が直接地表に露出したとしても，降水はほとんど地中へ

は入らず，地下水とはならぬまま表面を流下してしまうはずである。それで，この非

常に水が入りにくい地下水孔隙に，水がスムーズに入るためには，まず，降水を浸透

させ，これをしばらく貯留しながら，徐々に基岩層へと再供給するような媒体が必要

なわけである。森林土壌は，この場合の，降水受け入れ口 （浸透構造）と，貯留庫，

再供給組織に関して非常に巧みな構造を有しており，媒体と しての機能を充分に果し

ていると考えてよし、。

土壊の表層は，このように降水を受け入れ易い組大孔隙を多量に保有しているので

あるが，この構造は柔い土粒（団粒構造）によって形成されているため，もし，これ

が， 地表にムキ出しになっているとする と，雨滴や樹冠からの水滴に叩かれて，たち

まち破壊し，目詰りを引き起こすことになる。そして，目詰りの結果，せっかくの浸

透も低下し，大雨時には表面流を発生してi直接流出量を増し，また，表面流による土

壌侵蝕をも引き起こして，さらに，浸透能を低下させるという悪循環におちいる可能

性も大きい。土壌侵蝕は貯留の本媒体である土壌層を失っていくことになるので重大

である。この点，自然、の森林土壌は，地表面の粗大孔隙や粗孔隙の保護にも絶妙な仕

組みを発揮していることが指摘できる。すなわち，地表を覆し、かくしている落葉落校

の層や，地表近くに枝葉を張る下草や潅木が，雨滴を遮断し，緩衝して，この役割を

果しているのである。森林は，毎年，その樹冠から大量の落葉落枝を地表に供給して

いるのであるが，この落葉層が地表を覆って土壌表層の浸透組織を保護し，さらに，

その分解物である腐植は土援に混入して，浸透～通導構造と貯留構造をも発達させて

いることになり，土嬢の水源泊養機能の質の向上と，その保護との両面において重要

な役割を果しているものと考えられる。

土壌の表層の構造は，現存の落葉層との結びつきが強く，この意味で現在の森林と

比較的密接な関係にあるのに対して， 土壌層内の通導 ・貯留構造は，現存の森林より

も，過去数代にわたる森林植生の影響の蓄積と考えられる。基岩が風化して細土や砂

擦を生産し，それらが斜面上を覆って，厚い堆積土層を形成するためには，おそらく

数百年以上の年時が必要であり，その土中深く ，あるいは浅く過去数代の森林の根が

侵入しては枯れることにより，また森林下の植生や動物の活動によって厚い腐植混入

層をもった土壌層がで、きあがるまでには，同じく数百年の年時を要したものと考えら

れる。そして，現在の植生も，その歴史の一員として形成に参加している ことに な

る。しかしこのように長年代にわたって形成されてきた土壌も，破壊される場合はご
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く短時間であり ，とくに急斜面上にあっては，非常に不安定な存在となっている。と

ころで， 急斜面上にあっても厚い土層をささえているのは，森林樹木の深い根系によ

る杭作用と，林木間の根のからみ合いによって形成されている強大なネットワークで

あることが知られている。つまり，森林は過去数百年来の財産である土壌を，各世代

を通じ永く成長させ，守り続けて，現在に伝えてきたわけて、あり ，現在の森林も同様

に，財産である厚い土壌層を育成し，保持していく任務を課せられていることにな

る。

以上のことを総括すると，森林と森林土壌との果している水源涌養機能とは，次の

ように整理され，森林のあるべき姿も自ずと定まってくる。

(a) 落葉層と下草による浸透構造の保護と改善，土壌侵蝕の防止

この機能を発揮するためには，地面をできるだけ広く覆う落葉層が望ましく ，ヒノ

キのように落葉が小粒化する樹種や，また風街地などでは風で吹きとばされ易い葉の

樹種は不利となっている場合がある。下草や濯木は，落葉層の飛散や流亡を阻止し，

自らも雨衝を防ぎ，落葉を供給するところから重要であり ，これらが繁茂しうるよ

う，林床にも光が指しこむほどの密度の森林が良いことになる。ササやススキ，ウラ

ジロ等の叢生型の草本は，落葉供給量が森林に優る傾向を示しており，表層土壌の保

護改善には，それらの繁茂も重要である。

(b) 落葉層が分解して良質の腐植となり，これが土壌に混入して団粒構造を形成す

ること， 浸透構造の改善

落菜層の分解には，微生物，昆虫，小動物の活動が必要であり，これらへの豊かな

生活圏を提供し うるような樹種の多様な森林層が望ましい。一部の針葉樹，と くに，

高山や寒冷地の落葉層は，腐植の分解が良好でなく ，広葉樹，ササとの混生が必要な

ように感じられる。

(c）土壌中層から深層への孔隙改善

土壌層の深層部分の孔隙構造の発達と腐値の混入は，深根と， 小動物，昆虫の活動

によるが，とくに深層では大型樹木の根系による面が大きし、。 このためには，樹幹の

大きい高齢，高木林の機能が重要である。

(d) 土壌中の貯留水の地下水帯への徐ろな誘導

土壌の表層で粗大孔隙率が高いことは，降水を速やかに浸透させるのに有利である

が，その粗大孔隙網が下層土にまで発達しすぎていると，貯留を長時日にわたって発

揮させるには不利となる面がある（土中水の移動速度が早過ぎて基岩内に入りにく

く，排水性が高まって無効性の中間流出が増える）。 そのためには，中層，下層土に

移行するにつれて，粗大孔隙よりも粗孔隙による貯留組織の発達が必要であるが，森

林の活動はそれに適したものとなっている。 主林木と下草からの落業務校の供給が多

く，しかも深根性の森林がこの機能に則していることになろう。
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{e）森林の根系網による土層の維持（崩綾および土壌侵蝕防止）

斜面上の土壌は，根系の杭作用とネットワ ークによって支持されるが，これは， そ

のまま山地斜面の崩壊防止機能につながる事柄である。土壌層は，単に孔隙率の面で

優れているだけではなく ，それが厚いほど，大きな貯留性を発揮するので，急斜面上

にあってもできるだけ厚い土層が保持されていることが，林地の水源渦養機能の発揮

上重要で、ある。この土層を崩壊から守るためには，それぞれの林木の根が深く ，しか

も側方に拡がる強大な根系をもち，それが互いに隣接木とのからみ合いをもつような

森林構造が必要である。したがって林形としては，単木的にも樹冠を張りながら適度

の欝閉を保った高木林が必要となる。他方，土壌侵触防止のためには，落葉落枝に覆

われ，下層植生の豊かな森林が必要なので，高木の樹冠が過度には欝閉せぬような構

成も必要である。

(2) 森林土壌の有効貯留能と水源涌養機能

森林土嬢中の組孔隙量は，地形，地質，気候，植生等によって異なるが，その平均

的な量を地形・堆積区分別に水高換算値で示すと，関析山地の尾根筋等の残積土函で

最も低くて，おおよそ170mm, 40度以上の急峻斜面の筒行土で・29omm, 39度以下の筒行

土（普通の中～急斜面〕で 340mm, 高原状の緩起伏山地の土壌では 430皿となってお

り，局部的で狭少な尾根筋の残積土面を別にすると，緩傾斜の地形斜面ほど粗孔隙量

は多くなっている。この数字は，少なくとも日雨量に対応しうる貯留容量と考えてよ

いが，各地形面ともかなりの強度の豪雨をも貯留（浸透）させうる能力をもっている

ことカiうカミカ：える。

しかしながら，この粗孔隙量は，そのまま地下水帯へと誘導されうる貯留量を示す

ものではなく ，粗大孔隙網が発達した急斜面の土壌で、は，一部が中間流出量として排

水され，実質的な貯留量は粗孔隙量よりも少ないものとなってくる。すなわち，粗孔

隙中に浸入した水は，一部はそのまま粗孔隙網に貯留されて徐々に地下水帯へと移動

するが，一部は粗大孔隙網（多孔隙のA層や，組造な堆積記者層等）を通じて排水され

て直接流出する。ここで問題になるのは，粗孔隙量のうちどれだけが実質的な貯留容

量としての機能を果し，どれだけが排水されるかの量的割合であり，実質的な貯留容

量，すなわち有効貯留量の大きい土壌ほど，水源涌養機能に対する寄与率が高いもの

と考えられる。

土壊からの排水量が，主として粗大孔隙率と傾斜度によって規制されるものと考え

ると，有効貯留量は近似的に次のように示される。

土壌層の最下層における単位粗孔隙を p，とし，以下表層は移行するにつれて，そ

れぞれの単位粗孔隙を順次 P2.Pa・・…・P a，最表層の単位粗孔隙を ρm （その土層の単

位面積当りの粗孔隙総量に一致する）と考え，それぞれのPに対応する粗大孔隙率 T
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の変化を調べてみると，次式によって示されることが見出された。

r＝主2R／ρm×P

R，全土層の平均粗大孔隙率，2Rの値が，表層下lOcm程度のA層の粗大孔隙率

と近似することが多い。

ここで，降水が浸透した場合，順次下層の粗孔隙から貯留されていくものとし，それ

が傾斜方向の重力の分力と粗大孔隙に比例しながら排出される ものとすると，

E宇K'sin日乙 （2R／ρm)Pdp

宇K(R/pm〕P2・sin a判 .13(R／州P2• sm a 

E・ 排水量（中間流出量〉。 m

P 有効降水量， Pに一致。mm(P＜全粗孔隙量）

R 土層の平均粗大孔隙率。%

Pm：土層の粗孔線総量。 四

K・ 既往の資料との対比により 0.130 

－降雨に対する排水率（中間流出率） fは，

f=0.13(R/p隅）P•sin α 

有効貯留量Sは，

S=P{l-0.13(R/pm)P ・sin町｝

最大有効貯留容量Sm(P=P明の場合）およびその時の排水率f叩は，
Sm＝ρm(l-0. 13 R sin a) 

fm=O. 13 R sin a 

なお，流域内においては， 降雨が表面流として直接流出するよ うな裸出面がa%程度

はあるものとすると，この場合の流域全体の有効貯留量Sbおよび排水率fbは，

Sb=P{lー0.13(R／台閣）P・sinα（1-a・10-2)+a・10-2}

Jb=0.13(R／ρ叩 ）P・sinα（1-a・10-2)+a・ 10-2 

ここで，最大有効貯留容量P明や，同貯留率（l-fm）が，土壌の水源涌養機能の大

きさを指標するものと考えて，地形および堆積区分別にそれらの概算値を求めてみよ

う。開析山地では急1俊斜面（40度以上）が最も低くて130mm(0.44〕，ついで残積土面

140mm (0. 81)，飼行土面207mm(0.62），崩積土面288mm(0. 71）と下位の堆積斜面に

移行するほど高くて，開析山地の平均は2llmm(0. 64）。これに対して高原性の緩起伏

地形では，旬行～堆積性面で381凹 （0.84），残積性土面で348阻（0.88）， 平均368阻

〔0.85）となっている。さきにも述べたよ うに健全な森林土壌であれば300～400回程

度の雨は一応浸透させ貯留を行なうのであるが，これを地下水帯までに導きうる有効

貯留能は，地形と土壌の堆積様式によって大幅に異なっていることを物語っている。

この聞の特性を簡単に指標化するため関析斜面の飼行土の Smを1.0とする と，急、l駿斜

面は0.5，高原状の緩斜面は 2.0程度の水源i函養機能を持っていると考えられよう。
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(3) 森林土壌の浸透容量と洪水調節機能

河川流量の均等化に対しては，土壌の長時日聞にわたる貯留機能の発揮が必要なの

であるが，洪水調節に関しては，短時間の貯留機能の発揮も有意義であることが多い

と考えられる。このことから，水源涌養機能に関しては土壌層の有効貯留能を重視し

たのに対し，洪水調節機能に関しては， 中間流出までの比較的短い貯留をも有効視し

て，これを含む土壌の最大浸透容量が重要と考えることができる。

表層土壌の透水性が低下している不健全な土嬢では，土壌内部の貯留容量の大小に

かかわらず，土壌表層の透水速度の大小が優先して浸透能が定まってくるが，健全な

森林土壌では，表層での浸透速度は充分であるので，最終的な浸透能の大きさは，表

層の状態よりも，土壌層内にある孔隙容量で支配されるものと考えられる。いま，土

壌中に浸透した水が排水されない場合を仮定すると，土壌の浸透容量は，層内の粗孔

隙と粗大孔隙との合計量にほぼ一致するとみてよいが，現実には，中間流出による排

水や，地下水帯への移動水があるので，その分だけ余裕ができるはずである。 したが

って，ある時間内の最大浸透容量は，全粗孔隙量（粗大＋粗孔隙）にその時間内の排

水量を加えたものとして算出される。ただ山岳斜面にあっては斜面の中～下部や凹地

に水が集中し水量が不均等となるため，上記の最大浸透容量では，これを上回って表

面流を発生する個所が多くなると考えられるので，最大浸透容量を控え自に見積って

「粗孔隙量＋排水量」として検討を加えることにする。

ここで，組孔隙量と最大有効貯留時の排水量，同排水率とを地形別に試算してみる

と次のとおりとなる。開析斜面の平均粗孔隙量は 330mm, 1回 (1日と仮定）の降雨

に対する最大貯留時の排水量は130mm(0.36〕，したがって 1日目の最大浸透容量はそ

の和の 460mm, 2日目は590mm, 3日目は720凹となり，これに対して高原状の緩斜地

形では，粗孔隙量430mm, 排水量 65mm(0. 15〕， したがって 1日目の最大浸透容量は

495mm, 2日目560mm, 3日目 625mm..…・と算出される。仮定の数値ではあるが，いす．

れにしても大きな容量であり，当初から 450mm程度の豪雨をも充分に受け入れうるこ

とを示している。しかしながらその後の連続降雨に対する傾向は，地形によって異な

り，緩斜面では，最初の貯留容量が急斜面よりも大きいのにもかかわらず，排水率が

小さいため，長時日の豪雨に対しては，関析急斜面に劣る浸透容量を示すことを示唆

している。

まずこ，緩斜面には土層内に難透水層を介在することが多く，この点でも実質的な容

量を減じていることが多L、。したがって，通常の強雨に対しては，緩斜面の方が急斜

面よりも大きな洪水調節機能を発揮しているが，長期に及ぶ連続豪雨に対しては，容

量の不足をきたして非貯留性の直接流出を発生することになり，現実にも開析山地の

流域を塗かに上回る洪水流量を出水していることが観測されている。

上記の数値は，粗孔隙貯留からの排水量であり，程度の差はあれ，いずれも毛管張
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力による告IJ動を受けた中間流出である。この点，直接流出とはいえ，かなり遅れて，

しかも流量が若干均等化されて出水する傾向があるものと考えられる。土壌層内に

は，この粗孔隙に加えて，毛管張力の制約がほとんどない粗大孔隙が存在し（90mm程

度〉，粗孔隙容量を上回る水は，この大孔隙網内での通道貯留を受けながら流出する

ものと想像される。この流出速度は表面流出よりは遅いが，前記の粗孔隙排水よりも

早く，しかも流量調整の程度が低い中間流出となるはずで、ある。そしてさらに粗大子L

隙容量をも上回った水は，ついには地表に現われて，急速な表面流として流出するこ

とになる。しかしながら，森林土壌の浸透容量は非常に大きいので，現実には，最初

に述べた粗孔隙貯留の中間流以外は，ほとんど発生しないものと想像される。ただ，

最近は開発行為等によって土地が改変され，土嬢中の粗孔隙量の減少はもちろん，地

表が難透性となって，洪水調節と水源i歯養機能の低下をきたしている流域が多くなっ

ていることが懸念される。

(4) 土壌層の有効貯留量と河川の流況

河川の流量は年間を通じて大幅に変化し，山地流域における最大比流量（100'.d当

り）は数百rrr/secにも達するのに対して，最小比流量は 1rrr/se~ にもみたぬ例が珍

らしくない。日本の河川は，山岳河川であるため，この変化の幅が大きいのが特色と

いわれているが，そのなかでも水源滴養機能が高い流域ではこの幅が小さく，機能の

低い流域では大きいと考えられている。

この流量の変動の大小を表わす指標として，年内の最大流量と最小流量との比をと

り，これを河流系数と呼んで用いられているが，最大および最小流量は，流域の土地

的条件よりも異常な降水気候に影響される面が大きいので，こ こでは用いず，かわり

にその影響が少ない豊水流量（年間で95日間はこれを下らぬ流量）と平年渇水流量

（年間で355日聞はこれを下らぬ流量の平年値）とをとりあげ，両流量の比，あるいは

両流量聞の差を考え，この比もしくは差の大小が，その流域の水源i函養機能の大きさ

を指標する基準変量と考えた。

前記のように，自然状態で

の地形の土壌ほど有効貯留能が低いことから，地形の緩急、によって土壌の貯留能が代

弁されるものと考えることができる。そこで2.5万分の l地形図を用いて，流域の地

形を25度未満， 25度から38度， 39度以上とに 3区分し，次式によって，これらを総合

して，緩傾斜面積指数と呼ぶことにした。

緩傾斜面積指数＝25度未満の面積率×（1.0-39度以上の面積率×0.5) 

この緩傾斜面積指数が，流域内の土壌の貯留能の大小を指標する説明変量であると

考えた。また，土地の水源涌養機能において最終的な役割は地質基岩が果しているの

で，地質基岩の区分をも重要な説明要因として用いることにした。
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なお，土壌表面の浸透性は，それが森林等の自然、植生で覆われておれば充分である

が，それ以外，とくに開発地では不良となる。この意味からは流域の森林面積率等が

問題になるが，ここで対象とした流域は，いずれも開発率が低いので省略した。ま

た，豊水流量は，年降水量の多い年には高〈，豊水流量と渇水流量との比や差が，年

降水量によって大幅に異なるので，それぞれの流域の流況を同一年降水量条件下で検

討することにした。

ここで「豊水流量／渇水流量」比，および「農水流量一渇水流量」差をそれぞれ基

準変量にとり，地質基岩の区分ごとに識別しながら，緩傾斜面積指数との相関関係を

求めたところ，次のような結果を得た。

(a）緩傾斜面積指数と豊水 ・渇水流量比および流量差との関係は，共に明瞭な逆相

関を示し，緩傾斜面の面積率が大きいほど，すなわち，有効貯留容量の大きな土

壌の分布が広い流域ほど比あるいは差が小さく，逆に，急斜面，とくに急峻面の

面積率（有効貯留能が小さL、）が大きくなるほど比（差）が大きくなっている。

すなわち，緩傾斜面積率が大きいほど流況が均斉化され，水源涌養機能が高くな

っていることが認められたことになる。

(b) 豊水 ・渇水流量比，あるいは流量差をYとし，緩傾斜面積指数を X，地質基岩

区分cとに与えられる数値を G，年降水量をPとすると，

Y=G・f(X）・f(P)

の関係で表わされ， YとXとの関係が， Gと降水量の関数とによって係数関係で

修正されることが認められた。 Gの値は，火山灰や火山砂深よ りなる粗造な砕屑

岩や，風化の進んだ彼砕帯を伴う基岩で低く（ 2～3程度）， 逆に，紋密で，割

目の少ない基岩区で高く（ 7程度）なっており，前者の方が流況均等化機能，す

なわち水源涌養機能が高いことが認められた。全般的にみて，火山の噴出に伴う

粗造な火山砕屑岩や，破砕や温泉風化（ついで深層風化）によって粗造化した基

岩は，たとえ同一名の基岩であっても，そのよ うな地質的な影響をうけていない

基岩にくらべて，豊水・ 渇水流量比（差）が低く，さらに，それらが厚い火山灰

（砂）に覆われると，その値はより小さなものとなって，水源t函養機能が高くな

っている。

なお，緩傾斜面積指数Xと，地質Gとの関係が乗算の関係になっていること

は，たとえ一方が良好であっても，一方が不良で、あれば，総合的水源涌養機能が

低下することを意味し，たとえば，地質基岩が優れていても，それを覆う土壌が

悪化しておれば，土地の機能は低いものとなると考えてよし、。地質基岩の構造が

地下水流出を規制し，水源泊養上の最終的な役割を演じるとしても，最初に降水

を受け入れ，これを貯留する土壌の働きがないことには，それが活用されえぬこ

とを裏書きしている。
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3. 林地の水；原j函養機能と洪水調節機能との評価

河川水の自然、利用においては，年聞を通じて安定した取水が可能な渇水流量ないし

は低水流量等の低水位流量が対象となっており，その河川の総流量に対する利用率は

それほど高いものではなかったが，最近は人工的なダム開発などによって豊水流量，

さらには35日流量以上の高水位流量までが利用対象となり，利用率が高まってきてい

る。

一方，森林の水源涌養機能の発揮は，洪水性の高水位流量を緩和して，低水位の流

量を増加することを目標としており，この点，従来の自然、取水において，低水位流量

の利用率を高めることを念頭においたものとなっているように思われる。そこで，最

近の大型ダムによる高水位利用時代においては，この流量均等化の意義がどの程度の

ものであるかについて，検討を加えなおすことが必要と考えられる。

(1) 高水位流量の利用と流域の水源i爾養機能

最近の河川水の利用は，大型の貯水ダム，あるいは取水堰等の構築物を必要とする

ものが普通である。それらの平均的規模や，河川流量に対する利用状況等を，北部九

州、｜の諸河川の例をもとに要約するとおおよそ次のとおりである。

(a）大型貯水ダム・集水面積 100km2当りの有効貯水量が3,000万d程度，年総流出

量の75%，年間比流量のうちllnNsec以下に相当する流量を貯水対象としている

ものが多い（本流の最低維持流量を含む）。

(b）取水堰ー主として，農業かんがし、用水用の取水堰で，年総流量の約309久年間

の比流量のうち 3rrr/sec以下に相当する流量を取水しうるものが多L、。

北部九州の山地流域の年降水量は，おおよそ 2,400mm程度であり，上記の利用率等

は，この年降水量下での平均値と考えてよい。これらの数値は，当然降水量の多少に

よって変化するものであるが，この場合，ダム等の実質的な対象流量値はそれほど変

わらず，年総流量に対する利用率が大幅に変わっていることが多いようである。たと

えば，豊水年であっも渇水年で、あっても，大型ダムがllrrr/sec以下の比流量相当分を

貯水対象としていることは変わらず，このため利用率は豊水年ではかえって低下し，

渇水年では高くなる傾向をみせている。つまり，豊水年では利用しにくい洪水性の高

水位流量が多いため，総量としては恵まれでも利用率は下ることになるわけである。

ここで，検討を簡明にするために，次の仮定を行なうことにする。

「大型貯水ダムは流況の如何にかかわらず，比流量で llrrr/se：以下に相当する流量

しか貯水できず，また，取水堰は 3rri3 /sec以下に相当する流量しか取水できなし、J。

ところで，これらの流域は，いずれも，健全な森林土壌と森林とに覆われた流域で

あり，それぞれの土地条件に応じて最高の水源涌養機能を発揮しているものと考えら
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第3図 年降水量 2,500111Ill下における森林山
地流域の流況と直接流出流況（無林地〕
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。 100 200 30。365" 第3図は年降水量 2,500mmの

'if. 問臼 ＇＇I貫一一一』 日 場合の標準的な流況を，それぞ

れ，火山性の高原と関析山地について示し，それに対比する意味で，日雨量が直接流

出した場合の推定流況を併記したものである（日降雨霊が降水日の24時間については

均等流出するが，土壌への浸透貯留がないため，それ以後は酒れて流出しない場合を

仮定して描いた流況曲線である。 現実に土嬢への浸透がゼロとなれば，24時間内での

均等化も期待されないので，流況は第3図に示した曲線よりもさらに高水位に偏した

曲線となるはずである）。ここで各流況曲線をもとにして，それぞれ llnr/sec以下，

3 ffil/se；以下に相当する総流量を求め，それの年総流量に対する比率から利用率を推

算すると，火山性高原の流域では大型ダムの利用率が80%，取水堰利用率が45%，関

析山地の流域では74%と41%となり ，これらに刻して土援の浸透貯留機能がないもの

と仮定した流域で、は，利用率が大幅に減少して38%, 15%とし、う結果が出てく る。す

なわち， 土壌が悪化して浸透貯留機能がゼロに近くなった流域では，ダムや取水寝の

利用率が，それぞれ現在の利用率の50%と35%程度に低下することを意味している。

この利用率の低下割合は，そのままダムや取水寝機能の低下率を示し，また，裏を返

せば，現在のダムの貯水機能の50%，取水堰機能の6'3%が，森林土嬢の水源桶養機能

によって維持されていることを物語っている。

現在，大型ダムの建設費は，有効貯水量 1万d当り， 少な目に見積っても し000万

円であり，100km2当りの集水面積で3,000万rrfのダムを標準と考えると300億円となる

が，この金額をもとに，森林土壊の水源涌養機能を評価すると，その機能の評価額は

ダム建設費の50%，約15C億円と概算される。すなわち，この金額がlOOk皿2当りの水

源涌養機能の評価額と判断されるわけである。

以上の評価は，非常に単純な要因と仮定をもとに算出したものであり，この評価が
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そのまま適正なものと考えることはできないが，少なくとも，森林の機能が大きいも

のであり，また，このような考え方をもとにすれば，水源渦養機能の具体的評価も可

能であることを例示しえたように思われる。

当初，高水位利用の大型ダムに対しては，水源j函養機能の影響は，それほど大きな

ものとはならないのではないかと懸念したのであるが，結果からはかなり大きな影響

を及ぼしていることが認められた。しかし，低水位利用の取水堰よりも，高水位利用

の貯水ダムの方がたしかに森林の涌養機能の比重が小さくなっており，この点，単位

流域面積当りの，ダムの規模が大きくなるほど，福養機能の影響は小さくなるものと

考えてよいようである（ダムが大型化すれば，流域面積当りの投資金額は増 えるの

で，評価金額の絶対額は変わらない可能性がある〉。

ただ，ここで留意しなければならないのは，このような高水位流量に対する水源涌

養機能の評価は，低水位流量の利用の状況下では顕在化しない性質のものであり，い

わば大型のダム開発によって，はじめて顕在化し，価値を生じるこ とである。高水位

の流量を商品とするならば，ダム開発は一種の流通機構としての役割を果しているも

のとも考えられるのである。こ こでは触言しなかったが，高水位の流量は別の意味

で，人間 ・動植物環境の一因として役立っていることが知られており，この点では別

の立場からの損益評価が行なわれるべき多面的性格をもったものと考えることが必要

である。

また，ここで忘れてはならないことは，森林流域から供給されている水は，水質的

に非常にすぐれたものとされていることである。現在水源開発の一環として，既利用

水の下流での再利用，河口湖の造成利用等が計画され，また実施に移されているが，

この場合，水質問題が第一の幽路となっていると聞いている。この点，森林流域では

森林土擦が水を受け入れ， 基岩に浸透し，地下水帯を経て河川へ再現する過程におい

て，充分な8超過作用を発揮しており，水源としては最上の水質の水が踊養されている

ことになる。この質に対する評価も充分に行なう必p要があろう。

(2) 森林土壌の洪水調節機能

現在の施策下での洪水調節は，上流地域では洪水調節用のダムによって，下流域で

は河川の鉱幅，堤防の嵩上げ，捷水路構築，遊水池の構築等によってなされている。

しかしながら，現在下流地帯では土地利用が高密化し，交通路網の密度が高まってお

り，下流での洪水対策用の土木工事は空間的に余裕がなく，ほとんど計画することが

できない状況となっている。そして，必然、的に上流地帯で‘のダム建設に頼らざるをえ

ない事態となっているのであるが，このダム建設も，上流地情の住民意識の向上と共

に，難渋を極めていることは周知の事実である。

一方，自然、の機能として森林の洪水調節作用があることが昔から知られているが，
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もしこの機能が実在するものであれば，土木工事による洪水調節が図難となっている

現状下にあっては，非常に高い評価を受ける可能性があり，土地利用計画上も重要な

問題点となってくるはずである。

さきに述べてきたように，健全な森林土壌は，その土層内に多量の粗孔隙と粗大孔

隙を包含しており，降水を浸透・貯留しているのであるが，いま，日降雨量が 450mm

もの豪雨に見舞われたとしても，これをすべて浸透させうる容量を有している。そし

て，その内の20～30%程度に相当する 70～130mmを早期の中間流出として排水し，残

りの一部を遅れた中間流として，また過半部を平常流としてゆっくり と流出させるこ

とになる。この早期の中間流は，直接流出とはいえ，粗孔隙貯留の制動をうけた流出

であると考えられるので，その聞に降雨強度の変化があっても， これをかなり均等化

し，しかも流域全体としては4時聞から 8時間もの長時間にわたって徐々に出水する

ものと考えてよい（以上は森林土壌の有効貯留能の項での内容より仮定〉。

いま， lOOkm＇の流域で， lOOmm相当の中間流出が5時間にわたって発生するものと

すると，ピークの洪水比流量は 600m'3/sec程度に達するものと推定されるが（組孔隙

貯留の中間流出水は長時間にわたって均等流出するもとのすると，上流からの洪水流

の到達時聞が中間流の流出時間内に入るため，流域の規模にかかわらず，どこででも

近似的なピーク流量となる傾向が強いと想像される。しかし現実には大流域になるほ

どピーク流量は低下する ものと考える〕。 これに対して流域全体の土壌が開発行為等

によって悪化し，全流域の浸透容量が250阻以下（農業開発では250回程度，都市開発

ではゼロとなる）になった場合を仮定すると，事態は想像以上に激しいものとなる。

現実に 100回2 以上の規模の流域，とくに洪水調節が問題になるような大河川の上

流域が，全て日降雨量450mmもの豪雨下に入る確率は，極めて低いのに対して， 250～

400皿程度の豪雨となると発生確率がはるかに高くなり，先行降雨によって土壌が既

に飽和されている状態に加えて，さらにlOOmm以上の強雨（すべてが表面流出となる）

に見舞われる機会も多くなると考えられるからである。

ここで，浸透容量を上回った状態で，なお降雨が連続し，そのうちに 1時間当り75

mの集中豪雨が発生したと仮定すると，この降雨はすべて急速な表面流出流となるた

め，これだけで， 2,000m'3 /sec程度のピーク洪水比流量が発生しこれに先行降雨の

中間流出洪水量等の 400m'3/secを加えると（土壌の浸透容量が小さい流域では，中間

流出が前記の 600m'3/secより減少するので、400m'3/se：とした〉，河川のピーク比流量は

合計2,400m'3 /sec程度となる。結局全流域が森林土壌であった場合の60'.)ffil/se：に対し

て，開発された場合は 2,400m'3 /secとなり，その差の 1,800m'3 /secが， lOOkm＇の森林

の調節機能下にあったピーク比流量ということになる。

このことを視点をかえて評価すると，流域内の林地開発が 1%増加するごとに，洪

水比流量が18m'3/se：程度増大することを意味している。
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なお，面積が数 lOOk皿2以上の大流域になると，その全域が75mm/hもの豪雨下に入

る確率も小さく，流出の集中度合も低くなるので，洪水比流量も前記の検討値より低

くなることが考えられる。仮に流域全体が3～4時間にわたって少なくとも 30mm/h

以上の降雨下にあったとすると，林地開発面積率 1%当りのピ｛ク比流量も 10m1/sec

程度に止る可能性が大きい。

これらの数値は，非常に単純な仮定のもとに求めたものであるが，これを九州地方

の主要河川である筑後川の上流地帯を例にと って，具体的にチェックしてみよう。筑

後川の上流は，流域面積l,530km2, そのうち83%が森林（1,270k皿•）の大きな流域で

あり，主として大分県内の火山性高原（2/3）と関析山地（西側 1/3）とから構

成されてL、る。河谷網は掌状分布の形状を示す個所が多くて，洪水の集中性がやや高

く，また，洪水はほとんどの場合，梅雨前線豪雨下で発生し，その際の多雨域は西半

の関析山地地帯に現われている。筑後川の計画洪水量は上流域が中流の筑紫平野に関

口する夜明ダムの地点で定められており， 100年確率の豪雨に対して 8,500m1 /sec, 

150年確率で1万m1/sec，比流量換算ではそれぞれ550m1/secと， 650m1/secとなって

いる。一方，これまでに仮定した数値と流域の状況等とを勘案してピーク比流量を推

算すると， 夜明地点、で 670m1/secとなり， 150年確率の計画洪水比流量に近似してい

る。この比流量が似通っていることは，現在の洪水が，表面流出よりも，中間流出を

主体にして性格づけられていることを示唆しており，現在の計画洪水量が，潜在的に

森林土壌の洪水調節機能下の流出量を対象にしていることを物語っている。

上流の支流域は最近，昭和28年等に100年確率に近い豪雨に見舞われ， 700～1,000 

m1/secの最大流量が観測されているが，これらに対する推定値も800～950m1/secであ

り，ほぼ近似している。

これらの例によって，前記の仮定値が，正確ではないが，一応の許容範囲内に入っ

ていると考えてよいことになろう。

ちなみに，健全な森林下では，斜面全体が厚い腐植混入層で覆われているのである

が，この土嬢層が数百年の歴史の蓄積であることを考えるとき，この数百年間にわた

って表面侵蝕ひいては表面流を発生せず，もっぱら中間流出のみを行なってきたこと

を示唆している。

現在の筑後川の洪水対策は8,500m1 /secの計画洪水量のうち5,500m1/secを中流およ

び下流の堤防工事等によって処理し，残りの 3,OOOffil /secを上流のダム群によって調

節することになっているが，この目的で昭和40年代に完成された下釜・松原の両ダム

は，全国的にも有名な地元の反対運動を押切って，ょうやく築堤されたものであり，

今後，上流域にこの種の大型洪水調節ダムを建設することは，ほとんど無理と考えら

れているのが現状である。ここで前記の推定数値をふりかえってみると，流減の森林

面積率が 1%失われるごとに，ピークの洪水流量は，少なくとも比流量で10m1/sec,
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全上流域で150rri3/sec増加し，森林が10%程度開発されるとl,500m' /secとなって，松

原ダム級の大型ダムをもう一つ作っておかないと洪水は防げない事態となるこ とが推

定される。そして，森休が全部なく なった場合には，洪水流量は少なくとも計画洪水

量よりも 1万2,500rri3 /sec （現在の1.5倍に匹敵）程度増加することになって，土木工

事による調節は不可能と考えられる量となる。これらの事柄を別の観点からみると，

現在の計画洪水量は，暗黙のうちに現在の森林の洪水調節機能に全面的に頼った流量

値であることを示唆しており，また，将来の林地開発をほとんど許容しえないギ リギ

リの計画量であることが指摘される。

このように森林は非常に大きな洪水調節機能を果しているのであるが， この機能の

金銭的評価を， ダム建設費から推算すると次のようになる。洪水調節ダムの建設費を

下笠 ・松原両ダムの場合から推算すると， 昭和51年現在の金額で， 計画洪水量1,000

ffil/sec当りで250億円になり， 一方， 森林面積1001ぜ 当りの洪水調節機能は l,OOOffil

/sec （～l 800m' /sec）であるので， 評価金額は 250億円 （～450億円），つまり， lOOha

c 1 k皿•）当りでは少なくとも 2億5,000万円 と算出 される。

洪水調節機能の大小は，既に述べたように土層の浸透容量の大小で性絡づけられる

〔土層表面の浸透能と土層内の貯留容量との総合）のであるが，参考までに土地利用

区分別の日雨量に対する浸透容量を略記すると次のとおりである。

人の踏み入らぬ落葉で覆われた森林土嬢－－－ ・・・450回以上

人畜の踏み入らぬ自然草地や原野－…・ぃ・・450mm以上

敷藁，草本で覆われた果樹園 ••••••• ・400凹

畑（耕主主，敷藁） •••••• •••• ・300mm 

人畜の踏み入る果樹園，畑，牧野・・…・・・200mm以下

水田，浸透量は 30mm/dであるが表面湛水による貯留効果がある・・・・・・・・・200mm

都市，道路…・.....・0皿

(3) 森林の侵触 ・崩壊防止機能と水環境保全機能

流域の水源j歯養機能 ・洪水調節機能に対する斜面の侵蝕 ・崩壊防止の意義は，おお

よそ次の二つの場合に整理される。

(a）水源涌養機能上の財産としての土層の維持

土壌層は，降水を受け入れ，貯留し，それを地下水へと導く重要な財産である。機

能に直接関与している粗（大） 孔隙構造の改善 ・保護に関しては，必ずしも森林でな

くても良く ，草地や原野でもその役割を期待できるのであるが，孔隙構造の母体であ

る厚い土層の維持に関しては， もっぱら強大な森林の力に頼ることになる。 とくに急

斜面においては森林以外に土層の維持機能を期待することはできないと考えてよい。

崩壊防止が，即，水源涌養機能の維持につながることになる。
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なお，土壊侵蝕は，土壌表面流や雨衝によって生じるものであり，降水を全て浸透

させれば発生しなし、。浸透能を増すという点で，土壌侵蝕防止と水源泊養，洪水調節

とは全く一致する機能を持っていることになる。

また，最近は，細士の混入によるダム水の汚濁が問題になっているが，結局は上記

の事柄に帰結すると考えられる。

(b）崩壊土砂によるダム埋没等の防止

崩綾土砂E裂が多量に流出すると，その堆積によってダムの有効貯水量を減じ，さら

にはダム，その他の取水構築物を埋没 ・破壊する。流域斜面の侵蝕崩嬢防止は，利水

施設の機能の維持と保護に連繋していることになる。

以上のように流域斜面の崩壊 ・侵蝕は，水源涌養と洪水調節機能の発探に不可欠な

機械（財産，土層）の喪失と，その残骸の流出による利水施設の損害とを意味するも

のであり，他方，森林は水源i函養と洪水調節機能の発揮に不可欠な機械（土層）に関

して，その質の向上と量の増大と保持 （崩壊侵蝕防止）との両面の役割を果してい

る。この点で，森林の水源涌養機能，洪水調節機能，利水保全機能と崩壊 ・侵蝕防止

機能とは不可分の関係にあり，そしてさらに，水環境保全に必要な森林のあり方は，

終局的には土地（地力）保全機能に必要な森林のあり方と・致するものと考えること

ができる。

崩壊現象に対する防災施策は， 現在，崩落土砂誕の渓間処理，しかも復旧対策を主

体にして施工されており，将来において予想される山腹の崩壊や渓間土砂；擦の流出に

関しては，ほとんど全面的に森林の機能に頼っているのが現状である。この点，崩壊

防止に関する森林の役割は非常に大きなものとなっている。

しかしながら，森林の崩壊防止機能は，決して万能ではなく， また，その機能の大

きさは，林齢等によって大幅に変動し，また，機能の価値判断は，保全対象の有無，

保全対象の価値によって変動するのが特色である。この点，森林の崩壊防止機能の価

値は，かなり評価しにくいものとなっているが，福岡県周辺の例をとってこれを試み

てみると次のような値が得られる。

森林の崩壊抑止量を，既往の記録から，草地の崩壊発生量と，森林の崩壊発生量と

の差で表現する。一方，治山，砂防事業の施工経費から単位崩壕土砂量当りの単価を

求める（福岡県周辺では 1万m3当り0.3億円〉，このような考え方で，伐期齢別の森林

の崩壊防止機能を評価すると，

40年伐期林一……－抑止量2万m3/km',0. 6億円／km'

60年伐期林……・・…抑止量3万m3/k皿ヘ 0.9億円／km'

と概算される。
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(4) 総括

非常に乱暴な数字であるが，前記の水土保全に関する森林機能の評価額を列記する

と，次のとおりである。

(a）水源泊養機能：貯水ダムの有効貯水量に換算して， lOOkm2当り 1,500万nf，評

価額 190億円。ただし，ダム開発を行なわないと顕在化しない量値を含んでい

る。

(b）洪水調節機能．ピーク洪水流量に対する調節流量， 100回2当り l,OOOnf/sec,

評価額250億円。

(c）崩壊防止機能 60年伐期法正林の果している抑止土量が100km2当り300万nf,

評価額回億円，地方地域によって評価額は変化する。この金額はおそらくは高い

額であろう。

(d) 計： lOOkm2当りの森林の水土保全機能530億円。

これらの数値は，研究面や技術面では，まだ提示すべき段階のものではないのであ

るが，一応の目安として検討を加えてみよう。

まず気付くことは，現在林野行政で最も重視されている崩壊防止機能の評価が最も

低く，ついで水源涌養機能，最も高いのが洪水調節機能となっており，一見，林野行

政の関心度とは逆の評価傾向となっていることである。これまで述べてきたように，

水源涌養，洪水調節の両機能は森林と森林土壌との機能であり，その森林土壌を守っ

ているのが崩壊防止機能であることから見て，崩壊防止機能がもっと重視されて良い

ように思われるのであるが，評価とは異なっている。上記の評価額は，すべて関連の

工事費から逆算したものであり，この点では，社会の関心度合を反映したものである

とも考えられるのであるが，いずれにしても，自然、の土地機能の絶対的な評価とはな

っていないように恩われる。

洪水防止工事は，下流での土地利用の拡大に伴い，自然、の機能以上の洪水調節が必

要となったための工事であり，また，水源開発工事は諸開発の進展に伴い，自然の条

件下での取水をより多量化（最近ではやや無理に多量化）するための利用手段，防災

工事は，土地開発に伴い，自然の土砂抑止力以上に，これを調節する必要がで－きたた

めの工事である。いずれも，諸開発に伴い，自然の調節能力を侵し，それでいて過去

の一一あるいは残された自然の調節能力以上に，これを人為調節しようとするための

工事となっているのである。そして，この自然の調節機能に比較して，より大きな人

為的調節を指向しているものほど，上記の評価額が上っている。つまり，自然機能と

の遊離度合が著しいものほど，工事の評価額が高くなっているともいえそうである。

人為機能の自然の機能との遊離は，いつしか，その行為が自然、の調節カの補助手段

であったことを忘れ，最近では，調節機能が，あたかも人為工事だけで果たされてい

るものと過信するようになってきており， 他方，貧欲なまでのの土地利用開発は，自



竹下・暖帯林地の水文環境保全機能 23 

分達を守ってくれるはずの諸工事に必要な用地までをも圧迫するようになってきてい

る。自然の調節能力を過少評価した両者の意向は，その当然の帰結として土地利用が

自然の用地を奪い，それに必要な調節工事も自然の領域を侵して，建設されるように

なってきているのである。

ここに到って，識者の聞からは，ょうやく自然、の調節能力の再認識を訴える声が出

始めたので、あるが，自然、の力を忘れた大多数の社会からは「自然、が社会に役立つてい

るというのであれば，その証拠を示せ 1 示しえないのならば，開発を続行する ！J 

との声が大きいのである。自然の恩恵を最大級に受けているはずの社会が，その思恵

を知らず，自然の母体を限度以上に喰いつぶしはじめており，そして，これをたしな

められると，「恩恵の証拠を見せよ！」と要求しているのが現状である。

筆者は，一つの意味では，この自然、の力をできるだけ具体的に示し，現社会が人為

的な調節機能よりも，まだまだ自然の機能に頼っている面が大きいことを紹介するつ

もりでこの報告の記載を行なったので‘あるが，相手が大きすぎるため，結局は，うま

く説明できなかったように思われる。

ところで，社会の過度とも思える要求に対して，自然は，その都度身を削ってこれ

に対応してきたのであるが，そろそろ，それも限界に近づいている地域が多くなって

きている。この意味では，開発に対する自然の許容量が限界に近づいた機能ほど，前

記の評価額が高くなっているように感じられるのである。たとえば，洪水調節機能の

評価額が高いことは，これ以上，上流域での土地開発が進めば，もはや人為的にも対

策の施しょうがなくなっていることを示しているのであろう。

この報告では，洪水や土砂の流出をあたかも悪の象徴であるかのように取扱ってき

たので－あるが，よく検討を加えれば，これらにもたくさんの長所があげられるのであ

る。謙虚に考えれば，自然、の調節能力が，有限であること自体に，有意義な機能がか

くされているかも知れなL、。そして，このような見方をしていけば，自然の力はます

ます大きなものであることが認識されていくはずである。将来どうしても開発が必要

ならば，できるだけ自然、を損わぬ方法で，自然の恩恵を引出すように，技術の再編成

を行なって欲しいものである。

最後に，この重要な自然、の構成要因として，森林やその他の自然植生と，その下に

ある森林自然土壌が非常に大きな役割を果していることを，重ねて付言しておきた

L、。

（九州大学農学部助教授，農博）
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