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歴史としての森林影響研究（V)

野 口陽一

目次第14話「個別因子測定値の総合による法Jの2例， 第 15話ア

ンダーソンとトロピッツの報告に関連して， 第16話カウィ ータNo.3

流域の試験と，その背景としての土壌保全運動， むすび， あとが

き ， 注

第14話 「個別因子測定値の総合による法」の 2例

森林影響研究において，重要性が指摘されてはいるが，われわれがまだ十分の知識

を持っていないものの一つは，個々の環境因子と森林植生との聞の関係が， 相互に連

鎖しているありさまである。一般に「関係Jという語は，統計的な関係も，フィジカ

ルな関係をも意味し得るが，ここではしばらく主にフィジカルな関係を考えることに

しよう。森林影響というものは，環境因子と森林植生との問の，複雑な相互関係の一

部であるということは，たとえばパパリ（A.Pavari）のもの （85）にあるように，生態

学でいう作用と逆作用の見方によるものが，より一般的かもしれない。また本稿第2

話，第 5話の一部および第12話の中にも出てきたような，降水量，気温，地i昆，風速

あるいは水面蒸発量などに及ぼす森林影響を示すデータは，これを森林が気候（小気

候）に及ぼす影響，ひいては森林の気候緩和の効用を説明する材料として用いられる

ことがある。しかし，それらを測るいま一つの目的は，各因子相互間の関係を用い

て，森林影響のメカニズムないしは法則の解明に役立たせようとするとか，あるいは

熱と水収支との関係を明らかにすることに資するということでもある。

個々の因子相互聞に成り立つであろう関係としては，いろいろのものが考えられ

る。気温や地温が低くなり，または風速が小さくなれば当然，土壌からの蒸発量は小

さくなるはずであり，土壌水分量の大ノトは，地面蒸発量や，ある範囲内での蒸散量の

大小に関係するはずである。またある期間内の土壌水分の変化量は，その期間内の，

そこへの水分収入量と，そこからの水分支出量との差に等しいはずである。ある期間

の一定降水量の下で，林冠遮断量，水面および／または雪函蒸発量，地面蒸発量および

蒸散量が小さくなれば，当然それだけ，地中地下の貯留の増加量と渓流への流出量と
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の和は増すはずである。これらのプロセスを支配する法則がわかり，そしてその法則

にしたがって計算を行うのに必要かっ十分なデータが得られるならば，流域試験によ

らなくとも， 「渓流 ・河川へ出る可能性のある水量」（wateravailable to streamflow) 

は計算できるはずである。この考え方は，森林影響研究史の上では，森林流域試験以

前からあった。また現在でもその考え方が消滅したわけではない。

ゾン（R.Zon) (86）は，かつて森林と水との関係を研究する方法を大別して，フィ

ジカル法（physicalmethod）とjjl,lj水による法（hydrometricmethod）のこつとした。ゾン

がフィジカノレ法と称したのは，気候要素 ・土壌要素に関する個々の因子の測定値を総

合的に用いることであり， jjl,!J水による法と称したのは，渓流または河川の流量測定値

を用いることであった。ゾンがフィジカル法と言ったものの内容をとって，私はここ

ではそれを「個別因子測定値の総合による法」とよぶことにする （87）。

19世紀の後半，バイエルンの森林測候所で得られた個別因子のデータを以てして

は，流域からの流出量を推定するためには不十分であったから，森林流域試験が行わ

れるようになっていったのは，当然の趨勢であったとの，私の一つの解釈は，本稿第

2話の末尾から第 3話のはじめに述べた。（水利科学第157号所載）。しかしそれなら

ば，森林影響の研究法としては，個別因子測定値の総合による法よりも，森林流域試

験による法（ゾンのいわゆる「測水による法」中に含められる）が，より進歩した方

法であると，一般的に言ってよいかと言えば，必ずしもそうは言えないであろう。地

域によっては，流量計算ができるような水位を測るには適当な場所がないこともあ

る。一般的に言えば，両者はむしろ相互に補完すべき関係にあると言ってよいであろ

う。流域試験は単に流域からの流出量を知ることに役立つだけでなく，そこで得られ

た資料は逆に蒸発散量を求める目的にも用いることができる （88)(89）。

これらの問題の性質を考えるのに， 参考になるのが丸山（90）の記述である。 丸山は

森林水文の研究において用いられる方法を， （1）流域試験， （2）実験室的方法，（3）多数の

流域をとる方法，（4）熱収支とシミュレーションに分けて説明した。そしてそのあとで，

問題点として統計的方法と物理的方法というものを比較し，前者が「どんな現象が起

ったか」に相当するのに対し，後者は 「何故起ったか」に相当するとした。また 「物

理的方法」という名は，「水文データを理論的に完全に説明してゆく方法」に対して

仮に名付けたもので，「化学的あるいは生物学的方法を用いないという意味ではない」

という。そのあとに続けて丸山がのべていることは，私がここでアメリカの「個別因

子測定値の総合による法」の 2例を見ょ うとする場合に，潜在的にはたらく一つの考

え方を，はからずもよく説明してくれていると思われるので，ここに引用させていた

だく。

「森林水文の研究においては，流出量が高い精度で測定されている流域試験の結

果を基幹として，これを理論づけるために必要な試験研究が平行して行なわれて
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こそ初めて完全といえるのである。このような見地に立って，わが国の研究をみ

ると，流域の数は多いとはいえないが，流域試験の分野では国際的にも認められ

ており，そのほかのこれを理論づける研究一一分析的な研究といってよいか，基

礎的な研究といってよいかは別としてーーが不十分であったということは否定で

きないであろう。その理由として考えられることは，森林水文関係の研究者の層

の薄いことのほかに，国情のちがいもあろう。 たとえば水分消失の問題をみる

と，アメリカのように年雨量が少なく，水資源のひっ迫している国で，植生から

の水分消失量を減少させる研究の重要性が大統領教書にのるような固と，水資源

のひっ迫も局部的な問題であって，洪水による人命の損失が大きな問題である日

本では比重のおき方が異なるのはやむをえないことである。しかし，今後の進め

方としては，流域試験を基幹とする信頼できる流出データそのものの解明と，こ

の流出データを理論的に説明するための分析的な研究という両面のバランスのと

れた研究を進展させてゆくのが将来のすすむべき道といえよう」（91）。

外国で行われた試験の結果を，とり入れることには巧みであると言われる日本人と

して3 われわれは森林水文一般の研究に当っても味わうべきことが， ここにのべられ

ていると恩われる。

前置きが長くなったが，以下標記の実例について考えてゆく ことにする。

(1) ロッジポールマツ林での活L塊法を用いる試験伐採による可能流出量の算出

ウイ／レム（H.G. Wilm）とダンフォルド（E.G. Dunford) (92）の報告によれば，こ

の試験は，アメリカ合衆国コロラドチト仁プレーザー試験林において，1938年に開始され

た。フレーザーの試験地は冬は長く夏は短い。ここの平均年降水量は622mm(24. 5イ

ンチ）であり，標高は2,790m～2, 960mの聞にある。母岩は変成岩で主に片麻岩およ

び雲母片岩である。破砕された母岩の上の土壌の深さは30cm ～60 cmである。

1938年にこの試験のため20のプロットが設けられたが，その各プロットは （一つを

除き，他はl辺が約 142mの正方形で）面積2.0235 ha( 5エーカー）で，各プロット

の周囲には約I.2 haの分離帯が設けられている。立木はロッジポーJレマツ （Pinus

contorta var. /atifolia Engelm.）を主とし，エ ンゲルマントウヒ （Piceaenge/manni 

Parry.）を混ぜている。下木として， トレムロイデスポプラ （Populustremuloides）や

bu仔aloberry(Shepherdia canadensis）が入っている。胸高直径8.9 cm以上の木の立木密

度は，740～990本／ha程度である。最大胸高直径は56cm程度である。

20のプロッ トは〔4プロック （乱塊法でいうブロック）〕×〔伐採程度の 5段階〕に

分けられた。その 5段階とは①全く伐採されないもの， ②胸高直径24.I cm以上の材

6, 000 BF /acreを残すもの（BFはボードフィ ート），③同じく 4,000BF/acreを残すも

の，④同じく 2,000 BF /acreを残すもの，⑤胸高直径24.I cm以上の材は l；本も残さ
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ない （細い木は残す）ものである。これらのプロットは種々の地況 （傾斜，斜面の方

向）に行きわたるよ うに配置された （第 3図参照）。伐採は1940年中に行われた。伐採

に先立つて予め，積雪量，融雪率，無伐採プロッ トの夏の林内降水量が測られた。

伐採後の個別因子測定法の詳細は省略するが，測定値を整理した結果は第39表の通

りである。林内の雪面からの蒸発量を推定している点とか，土壌中の水分の減少量か

ら，蒸散量を推定している点など，この報告で用いられた方法が，他の場所でもうま

くゆくかどうかはわからないが，ここでは測定のバラツキを考慮し，乱塊法を用いて

推測してある。第39表の最下欄の両端の数値の差80mmは，この地域のこの種の森林

の伐採によって，増加しうる可能性のある流出量を示し，ワゴンホイールギャ ップの

試験（第6話）での増加量よりも大きくなった。しかしカウィータ （第II話）でみた

多雨地帯のものに比べると，はなはだ小さいものである。原著者らの報告における，

最後の言葉を引用 しておこう。

「この試験は，中央ロ ッキー山脈のロッジポール松タイプの林における林木伐採

抗森林地域から渓流に出る可能性のある水量に対して，直ちに実質的に影響す

るものである こと を示している。しかしその影響が持続する期間，およびその期

間内の影響の量的な変化はまだ決定できない。しかしこの樹種の森林では，伐採

第 3図 フレーザー試験林の20プロットの配置（WilmとDunfold(92）に基づく概

念図）
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第39表 フレーザー試験林における異なる伐採程度による個別因子の測定値に基

づく計算（単位： mm)"

伐採の程度
、、、

、、、～、
一～

個別因子 、 ＼

(1）林外降水 量 ｜

林地に到達する降 ｜ 
(2) 

水量

{3)={1）一（2）林冠遮断損
失量

(4）雪面蒸発量3l

(5）土壌からの蒸発量4l I 

秋の土壌中の水分 ｜ (6) I 
不足町 i 

!7l=!3l+!4l+tsl+tsJ I 
全蒸発散量 ｜ 

{8)={1）ー（7）渓流に出る
可能性ある水量

無伐採2)
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622 

553 

69 

51 

118 

41 

279 

3436' 

（注） I) ウイfレムとダンプオノレド（92）に基づき作製（伐採後の測定期間 ・1941～44）。

2) 無伐採プロットにはほぼ l1,900 BF/acreの立木がある。

3) (4）は空開地雪面蒸発量（56.6mm）と，完全う っ閉の林内の雪面蒸発量仮定値（Omm）とから，

伐採程度に応じて推定したもの。

4) (5）は夏期（ 6月l日～9月20日）の林内降水量tに等しく，その全部が蒸発するものと見倣された。

5) （引と（6）との和が土壊からの蒸発散量と見倣された。

6) この値と無伐採プロットの値との差は 80mmである。

によって立木による被覆の密度をどの程度減らせば〉実質的に流出量の増加を ど

の程度まで期待してよいかということがわかったのである。伐採跡地に，非常に

生長の早いポフ。ラ（Aspen）の類が侵入さえしなければ，林冠の閉鎖と遮断量がも

とに戻るまでには，可なりの時聞がかかるものと見てよかろう」。

伐採によって立木による被覆の密度を減ら し，どの程度まで流出量を増加させるこ

とができるか， とい うこ とについての知識への要誇は，前に引用した丸山の言葉の中

にあるような，アメリカの国情の反映であろ うと思われる。このような試験の結果の

数値だけをとって，諸条件の異なるわが国で安易に適用しよ うとすることは避くべき

で，わが国固有の条件下で，改めて試験をすることが必要ではないかと考えられる。
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(2) カリフォルニア山地における降水量の配分

降水が陸地 （樹冠部をも含めて考える）に達してから，どのように分れてゆくか，

という問題は森林影響研究の歴史において，最も早い時期に着目された問題であっ

た。そのうち林冠遮断損失量が樹種によってどのように異なるかということが，大体

わかるためだけでも莫大な回数の測定を必要とした。すなわち遮断損失量は，樹穏，

林冠の閉鎖度，葉の重なりの程度，雨の降り方 （強度や年間の分布）＇年間の総雨量な

どに関係するから，それらの組合せはきわめて多数になる。降水の配分ということか

ら言えば遮断は，そのほんの入口に過ぎない。スノレーフォールや樹幹流下の形で林地

に達した水量が，どれだけ地表流になり，どれだけ土壌中に浸透するか，さらにそれ

からの蒸発はどうかということまで含めた場合の，降水量の「配分」（disposition）の

問題を考えると，われわれにとって未知の部分が一層拡大する。しかし，そういう問

題に対しでも，研究者が挑戦した例として，ロー（P.B. Rowe）とコールマン（E.A. 

Colman）の報告（93）を見ることができる。

この研究の舞台は，米国中央カリフォ／レニアのシェラネパダ山地中の 2ヶ所（North

ForkとBassLake）および南カリフォルニアのサンガブリエノレ山地中 SanDimas試験

地内である。（SanDimas試験地のうち，原著にある MonroeChaparral Watershedの

ものはここに引用を割愛した）。

上の各地区で，降雨期間の後は72時間以内に，雨期と夏の前半期には一週間毎に，

夏の後半期と秋には 2週間毎に，それぞれ土壌サムフ。ルを採って，燈による乾燥と，

重さをi)l.ljる方法で，土壌の含有水分を測定してゆくというプロセスを通じて得た，基

礎的データがこの研究報告の主要部を占める。しかし，それらがあまりにも多いた

め，それらの引用をすべて割愛し，それらから計算して，降水量配分の形にまとめら

れたものを，さらに一つの表にして，示したものが第40表である。

表面流出量もiJl.ljってはあるが，これは同表の脚注7）にあるように，流域全体からの

ものの測定ではなく，短冊形のプロットでの測定で，原著者もこれは流域全体に拡張

して考えるべき値とは見なし得ないと言っている。

そのような点もあって，第40表に現れた数値だけから，すぐに結論を導くことはむ

つかしいが，原著者らがその報告の結論部分でのべた言葉を引用しておこう。

「この研究で見出された数量的関係の適用は，この地方のみに限定されるべきで

ある。得られた結果は，気候の局地位，土壌および植生に強く影響されているか

ら，この土地からあまり離れた所に適用しではならない。しかし降水量配分のフ。

ロセスは，半乾燥地域ではすべて同じであり，したがって本研究で用いた手法は

広く使えるものである」。

「もしも流域からの流出量が直接にiJl.lj定できる所なら，流域全部の植生に手を
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第40表 カリフォルニア山地における降水量の配分 （単位： mm)" 

で7ナ～～生J三I North Fork I Ba叫 ake'>I San Dimas•> 

＼＼ プロット｜ 時 ｜火炉｜ 裸地幻I~瓦JM:ixed ICeano・ lf~a肝裸地
水文量的 人、～ー｜ 区 ｜区 ｜ ｜ l比 lchapar. Ith凶 ,,,_ 

(I）全降水量 i1,05411,28011,05411,26111,2611 1, 1791 I, 1791 I, 17911, 179 

(2）遮断損失量 ｜ 56. 01 01 1491 1491 921 921 92' 0 

(3）表面流出量円 1 0, 3891 2901 41 236; 01 01 o, 0 

(4）総浸透量 ＇ 9981 8921 7671 1, 1081 876j 1, 0871 1，凶711,087i 1, 179 

(5）蒸発散量 358• 3101 3201 4291 503'. 4571 4671 483J 417 

(6）地下への透過量 1 640, 5821 4341 679! 叫 6071 6151 5991 706 

（淀〕 I) ローとコールマン（93)の第4－第13表から抄出して作製。

（土壊水分に関する諸測定値は多数にのぼるため，ここでは割愛した。）

2) 自然区は18年生チャパラル。裸地区には根の侵入を防ぐための溝が掘られた （いずれも1936-40

の4ヶ年平均値コ．

3) 火入れ区のチャパラノレは毎年火入れして焼いた。(1936-38の2ヶ年平均値）．

4) 自然区は7唱－80年生のポンデローサマツ。火入れ区はポンデローサマツ林の下木，地被，および

リターを毎年焼却 （問。→ 5の5ヶ年平均値）。

5) 1940/41と1942/43の2ヶ年平均値。

6) 成り立つべき水収支式 （野口梼入）。

(I ） ~ (2)+ (3) + (4)+e，ただしeIi誤差項。

( 4）~（5 ） 十 （6)+ AS， ただし AS は土嬢中の貯留量の年内変化量。

7) 表面流出量の担IJ定は裸地区以外では 3m x 33 mのプロッ トで行われたものであり，そのまま広

い地域（たとえば流域）には適用できない。

加えることで，最終的な試験をするこ とが望ま しいとは考えられる。しかし南カ

リフォルニアの大部分では，地下水流出を測ることはできない （地表に出ない？

一一引用者）から，流域試験の実行はむつかしいJ。
「そこで，本報告で用いられていたようなプロット試験では，流域全体を用いる

流域試験では困難であるが，実際上の目的のためには，行っておく ことが望ましい

各種の植生処理法を試験してみることができることと，それを行うための費用，

資材，人力はわずかで済むという意義が注目されてよいのであるJ。

「要するに結論としては，もしも土壌が深くて，その上，表面流出を抑えること

と，土壌侵食防止の対策を講ずるという，保証がある場合に限つてのことである

が，遮断損失量を減少させ，かつ蒸発散量を減少させる （そういう方向に植生の

処理をする一一引用者解釈）ことによって，渓流への流出量を増す可能性がある

と考えてよいのである」。

さて私自身も，降水量配分の問題を考えたことがないわけではない。遠く離れた地

域を比較してみるため，わが国の森林流域試験地のうち東大愛知演習林東山流域10ヶ

年平均のデータを用いた，私の試算結果を第41表として掲げる。第40表のものとは，



野口：歴史としての森林影響研究（V) 63 

第41表 愛知演習林東山流域の1965ー1974の10ヶ年平均年降水量の西日分試算

（単位： mm）日

川全降水量…・…・ー……・・・ー1840 ii (1~ 土壌からの蒸発量・・・…－・ ・・・ ・・91 

(2）；林冠遮断損失量・・ー…・・…・・・・・・・ 171 11 閥蒸散量0・……...・・・…・・・・・・…・・・・・・400 

(3）河道降水量・…....・0・……・…・田…・.so:I 同 早い中間流出量・・・・…・…・・・…－－一・・67

(4）樹幹流下量ー －－……・ … ー…74 11 114）遅い中間流出量…・………・・・……92

(5）スノレーフォールハー・・一・…・・1545 11 同 地下水浸出量的....・ H ・.......・H ・..719 

(6）林地正味降水量・…………・…ー1619 11 同基底流出量…・・……・・ー……ー 793

(7）リター遮断損失量…・………・.......37 11 間直接流出量……....・ H ・....・H ・....293 

(8）地表面・くぼみ貯留からの蒸発量 37 11 同全流出量一…－－ ・・・・・ー・・・・・・1086

(9）オーパーランドフロー ー 176 11同 f可道水面からの蒸発量..............[ 8 

同総浸透量 • 1369 1J 側全蒸発散量 乃

（注） I) 直接の測定値は（！）と［I困のみである。他は種々の比率や下記の水収2主の関係等を用ν、て，野口が試

算したものである。

各項目の問に成立すべき水収支式 （＝で示す）および定義式（呈で示す）はつぎのとおり。
(1)=(2)+(3)+(4)+(5) 

(4)+(5)=(6) 

(6)=(7)+(Bl+(9）＋（！~ 

。~＝ UD+U2+nHMl＋ ~t司

UH臼司＝11冊+11司
(3l+(•l+u~~ 11司

自骨＋ ~1)e附

(2l+(7) +(Bl+UD+U2＋側三闘

上の8ヶの式を辺々相加えると（！）＝側＋側

2) ここで地下水浸出量というのは流威内河道に出るときの量で，これが地下水流出量としてi!ll水堰

を通過するまでには，闘の河道水面からの蒸発量の分が減少する。 ただし闘は（a),(9), u~および凶
からの蒸発量をもすべて合せて便宜上回から差引くようにしたものである。

年降水量が奥なるから，そのような場合，総浸透量や全蒸発散量がどのように違うか

を見るためのー資料にはなるだろう。しかし， このような， 水文量の永年の平均値と

は一体何を意味すると言うベきであろうか。どの 1年をとっても，これと同じ配分に

はならないということもまた忘れてはならない。第41表はあくまで多くの推定値を含

んだ一つの試算にすぎない。

上において，プロット試験の2例について述べたが，ここで誤解がないよ うに一言

つけ加えておきたい。私は一般的に言って，プロット試験が流域試験よりも優れた方

法であるとか，あるいはその反対であるとかを論じようとしているわけではない。プ

ロット試験と流域試験とは，特定個所の条件によっては，どちらかが実行により適す

るということがあるにしても， 一般的には，その結果としての情報を，相互補完的に

取り入れるべきであって，どちらがよりよい方法であると決定的に言えるよ うなもの

でないと思われる。
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第15話 アンダーソンとトロビッツの報告に関連して

多くの流域において，降水量，地形，地質，森林植生の密度や被覆の状態，その他

流域に関する諸因子 （流域変数とよぶ）のありさまを数量で表わし，これらを独立変

数とし，それら流域からの洪水ピーク流量または流出土砂量などの水文量を従属変数

として，重回帰方程式を作り，必要な検定を行なって，森林の影響を推論するとい う

方法がとられることがある。この方法が，森林影響追究の一方法としてもつ性格に対

する見方や位置づけは，必ずしも定まってはいないようである。 中野（94）は試験流域

を用いる方法のーっとして，対照流域法など とともに，多数併列流域法という名をあ

げ，その一例として，ここに第15話として標記したものをも （とくに林相と流出に関

して）示した。丸山（90）は「多数の流域をとる方法」を，流域試験の中のーっとして

ではなく，それと並ぶ水準で （森林水文の調査研究方法のーっとして）位置づけた。

これは「多数の流域をとる方法」という名称にもかかわらず，固定的な流域を用いる

のではなく，種々の流域変数を用いて，重回帰方程式を作るという点に，主として着

眼した分類であるかも知れない。

この方法に対する呼び方としても，流域変数法，多数流域法，あるいは重回帰解析

法などのうち，いずれかを便宜用いることはできょ う。それぞれの名称は，それが持

っている特徴を示すし，あるいはその意味範囲が若干異なるこ ともあり得ょう。ここ

では，それらの名が示すものすべてを， 一般的に考察しよ うというのではなく，アン

ダーソンとトロピッツ （H.W. Anderson and H. K. Trobitz）の報告（95）に関連して

述べるに過ぎない。それゆえ，むしろ一般的な名称の如何にはとらわれず，以下では

ただ，アンダーソン ・トロピッツの方法と呼ぶことで十分であろう。

彼らは，その研究報告の冒頭に言う。

「林被の状態が変化したことが，大きい洪水の激烈さの程度に対して影響を及ぼ

すかど うかについては，議論のある所である。この問題が今日なお解明されては

いないことには理由がある。流域内には，洪水に関係があると恩われる種々の因

子があるが，それらを数値として表わすことが容易でないということと，それら

の因子のうち，森林の役割だけを他と分離して取り出すことが困難であるという

ことがその理由である」と。

重回帰方程式そのものは，変数聞の因果の関係をではなく ，単に関連（association)

の程度を示すにすぎない。しかし回帰関係の結果を応用的に考えると，因果の関係に

ついても推論（infer）する可能性はあるのである。この推論を行うことが可能なために

は，独立変数相互間に満足されなければならない条件がある。それは，ある一つの独

立変数と，解析中に含まれる他のいずれの独立変数との聞にも， 因果の関係が無いと
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いうことである。また，得られた重回帰方程式において，「回帰のための測度」とも

いうべき R2の値（Rは重相関係数）が0.8程度より大きいことも必要である。アンダ

ーソンとトロピッツは，勿論このことを承知の上で，つぎの意味のことを言ってい

る。 実地の問題としては，これらの条件のうち前者が厳密に満足されるということ

は，まずはほとんどあり得ない。しかし独立変数が十分論理的な根拠を以て採用さ

れ，かつ必要となる検定を行なっていけば，それに基づいて実質的に推論の可能性を

高めてゆくことができるのであると。

アンダーソン ・トロビッツの場合，データがとられた流域は，南カリフォルニアの

サンガブリエルおよびサンベルナルディノ山脈中にあり，皆傾斜の急な起伏のはげし

い所であった。 1938年2月27日から 3月3日にかけての豪雨の際に起った大出水によ

って， 25個の貯水池に流れ込んだ流出土砂量と，それらの流域の流域変数についてデ

ータがとられた。得られた重回帰方程式はつぎのものである。

Log E = l.115+0.6!910g A+ l.688 logP+0.1911og B十0.255log F-1.316 log C 

ここに E: 1降雨に基づいて貯水池や土砂溜めに入った流出土砂量，単位は acreft.

(Eの範囲は 1.2～74.0ac.-ft./sq.mi.) 

A ：流域面積，単位は squaremiles。（範囲は 0.1～202sq.mi.) 

P: 1降雨中最大24時間降水量， 単位は inches。（範囲は 5.8～15.1inches) 

B：流域中の裸地 （Barren）の面積，単位は acres。（範囲は 0.8～83.0ac./sq.mi.) 

F：過去の火災跡地面積，単位は acr目。 （ただし降雨時よりも前 15年以上 60年以下

の年数の聞に火災が発生した回数を乗じたもの）（範囲 8～1810ac./sq. mi.) 

C：流域内平均植被密度，ただし植被の種類，林齢，地質，生長曲線等を考慮に入

れてある。（範囲は 18.5～88.6%) （なお植生はおおむね低木群集で chamise-sage,

pure chamise, chamise-chaparral，または oak-chaparral群集がみられる）

重相関係数 Rの値は0.989であった。また重回帰方程式中の因子として採用したの

は“ t”テストの結果有意なもののみで，その他 （傾斜，水路長，貯水池容量）は除

外した。

またつぎに， 38流域について， l降雨時のピーク流量が降水量，地形，植被密度等

の因子に対する重回帰として求められた。前と同僚に，有意でない因子を除いた結

果，

Log Q = 3.624+0.928 log A +o. 723 log P+0.860 log r0r,/ri-l.152 log C 

が得られた。

ここに Q: I降雨による最大ピーク流量，単位は ft8/sec。（範囲は162～1260cfs/sq. 

mi.) (1 cfsは 0.02832m3/s) 

九九fr，・流域地形因子， roは分岐比， r，は傾斜比， r，は流長比（範囲九は 2.55～
5.73；らは 1.12～1.82；ηは 1.47～3.29;r0r,/r1は 1.10～4.21）〔この流域地形因子は，
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ホールトンにしたがうとあり説明は省略されている。ホールトンの関係文献は平田に

よる邦訳（96）がある。また同類の地形因子を取扱った研究にワン （S.T. Wong) (97) 

のものがある〕。

その他の因子については前記に同じ。上式で，重相関係数 Rの値は，0.983であった。

これらの重回帰方程式において， logC の係数の高い有意性と，その符号がマイナ

スであることをみることによ って， 森林植生には流出土砂量の原因と しての土壌侵食

を抑え，ピーク流量を低める効果がある という考えを裏付けされたと原著者らはみて

いる。そしてつぎのようにいう。

「流出土砂量に対して も，ピーク流量に対しでも，ここの~lj定で得られたような

績被の効果は，この調査地域の当時の状況下においてしか適用できない。もしも

この地域において長い期間にわたって，よく保護管理が行われれば，将来はもっ

と密な植被で被われ，土壌がより厚くなる可能性が無いわけでもない。それらの

効果は今よりももっと大きくなることが期待できる。反対に保護管理を誤れば，

今よりもひどい状態に荒廃するかもしれない。そういう場合はピーク流量はさら

に大きくなるだろう。この研究は l回だけの降雨時の資料を用いたもので，厳密

な意味では，この雨の特徴だけが影響した可能性もある。しかし，おおまかに言

えば，出水をもたらすほどの豪雨時一般についても言える結果が出たと考えても

よいのではなかろうか」。

原著者の結論の下し方は，慎重である。以下は私一己の考えであるが，もしも私が

アンダーソン ・トロピッツの方法を，仮りにも森林の影響を「証明する」ものという

ふうに言ったとするならば，たとえそれが，アンダーソン ・トロビッツの研究を高く

評価する気持から出たとしても，水文学データの特徴や，重回帰方程式の性質に対し

て，無頓着な語の用い方と見られても仕方がない。科学の研究者に対しては，何かを

「証明」することが要求されているのかもしれないが，研究者がその要求に答えられ

るよう努力はするとしても，とくに水文学的循環過程に現れる森林影響に関する限

り，少くとも幾何学の定理を「証明Jするような意味での 「証明Jとい う語がふさわ

しい答は，おそらく出せないのではないだろうか（98）。

第16話 力ウィータ No.3 ；.荒波の試験と，その背景としての土筆保全運動

(1) 前論（背景）

カウィ ータ No.3流域の山地農耕や放牧の影響に関する試験について考える前に，

そのような試験を必要とした，当時のアメリカ合衆国の土壌保全関係事情に，すこし

でも触れておいた方がよいと恩われる。しかし，わずかながら政策的な面にも関する
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ことを，技術系統の私にはうまく要約的にのべることができるとも恩われない。そこ

ではなはだ便宜的であるが，まずベンネット（H.H. Bennet) (99）がその大著“Soil

Conservation，，の序文の書き出しに綴った数条の迫力ある言葉を借用しよう。

「300年という期間の うちに，アメリカ人は原始の状態から強大な国を造り上げ

た。世界の歴史の中で，このように速く立派な国造りをなしとげた所は他にな
す

い。 くこの土地に自由の国を造ろう＞と彼らは森林を伐り開き，土を鋤き，牧牛
ぴど

を増やし，彼らが造りつつある自由の国の歌をうたった。そうしてく何人にとっ

ても独立と安全が確保されるようになる＞という信念の下にこの国が造られてい

った」。

しかし，
めら すき

「粗造りの鋤で l坪の土が始めて楓り起された時から，あるいは彼らが原始林

に最初の斧を入れた時から，土壌侵食という問題が早くも起った。それは歴史が

始まった時からあったのである。時代を下るにしたがって，土壌侵食は人間の生

活と一国の文明の運命を左右しはじめた。今日，米国においては，土嬢侵食より

も大きくかっ緊急の問題はないのであるJ。
「多数の農民がすでに侵食による危機を感じており，何万という人々は侵食 さ

れた土地に依存していては，生計を支えることが困難であると考えるに至ってい

る…ー」。

以上は1939年に書かれた長い序文の始めの方から引用させて貰ったものである。

つぎにヒューレツトほか（100）が書いている一つのくだりを引く。

「マーシュが1863年に森林影響に関する警告的な著述をしたことに続いて，アメ

リカでは森林影響プロパガンダの時代 （1877ー1910）が来た。 く森林影響〉とい

うことが， forestry，コンサベーション，および公有地政策に大きな役割りを果し

た」と。

時代の区分は便宜的なもので， 1898ー1918を保全運動時代とよぶもの（101）もある。

マーシュの本では，ヨーロツパにおける 19世紀中葉の森林影響，ないし気候問題の書

からの引用に基づいて説く所が多いが， 19世紀の末頃からはアメリカでも，調査 ・試

験研究の動きがあったとみてよいであろう。

わが国がヨーロッパの「近代科学としての森林影響学」を学び，試験の方法などを

も「移入した」のとは少し趣を異にし，もともとヨーロ ッパ系統の人が国を造り，ヨ ー

ロツノfカミらの科学情報の伝達も緊密であったアメリカで，「近代科学としての森林影響

の研究」が何時頃から始まったか，という聞を出すことの意味はあまりないかも しれ

ないが， 1894年には土壌調査の予算がつき， 1908年には，アリゾナに連邦林業試験場

の俵初のものができている。 テオドール ・ルーズヴェルトの，鉱物，水，森林，およ

び土壌の 4部門をもっ国家資源保全委員会が設けられたのも 1908年のことであった。
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第 6話ですでにみたよ うに，ワ ゴンホイーノレギャップの森林流域試験のための流域選

定は1909年のことであった。今度はデーナ（S.T. Dana) (102）の言葉を引用しよ う。

「アメリカ人は土というものを，一一他の天然資源についてもそうであっ たが

一一浪費的に使ってしまった。資源の開発利用のみを続けることの危険を予見し

て，それを防ぐために何らかの処置をしようとした賢人は，ごく少数ではあるが

いなかったわけではない。米国ではその植民時代にすら，土作りに効果のある作

物や，地被として良い作物を選ぶこと，等高線状耕作，あるいはテラス作りによ

る土壌侵食防止を薦めた一握りの有識者はいた。ワシントンやジェファーソンも

そういう人であった。しかしそうい う方法が，広く一般に行われるようにならな

かったのには，いろいろの理由があったのである。1800年代の終り頃から，農務

省や，州の農試場が土壊の調査研究を始めるのであるが， 1935年までに米国の国

土面積の約半分の土壌は侵食によって損われていると見積られるに至った」。

その問， 1928年には McSweeney McNary Actという林業の調査研究および林業試

験場に関する行政の根拠法ができ， これによって林業関係調査および試験研究に関す

る10ヶ年の計画が動き出した。また1933年には EmergencyConservation Work （民救

資源保全事業）が制定され，その具体的な現れとして CivilianConservation Corps 

（資源保全勤労隊）（略称 CCC）が発足する。1933年，内務省内に設けられたSoilErosion 

Serviceの仕事は， 1935年農務省内に設けられた SoilConservation Serviceに引き継

がれるのである。このころはも う， 史家によっては，「急速な進歩の時代」とも，また

は「総合計画時代Jともよばれている期間の中に入っている。

キトリッジ（103）は，アメ リカ合衆国の各地域における土嬢の加速侵食の原因別重要

度を示したが，それによれば無思慮な耕作と農地の放棄，および過放牧がきわめて重

大な原因になっているという。 以上，アメリカ合衆国の土嬢侵食とこれに対する林業

試験ないし土壌保全施策の胎動を， きわめて粗く拾い出してみたが，それはつぎにの

べる試験の実行の背景として，無視できなかったからである。

(2）本論 （カウィ ータNo.3流域の試験）

カウィ ータ水文試験所 （位置については第ll話参照）ができた当時の，最も早い時

期に，山地農耕および放牧の影響に関する試験は計画されたものと推測される。しか

しここでは， 1953年に出たデ、イ／レズ（R.E. Dils) (104）の報告に基づいてのべること

になるので，本稿にとり上げるのが遅くなった。

No. 3流域の面積は9.22 ha, 1934年に量水堰が設けられて以来，キャリプレーショ

ンのための流出量測定および流出土砂量の測定が続けられた。（量水堰の下流側には，

流出土砂を捕捉する装置が階段状に設けられている）。森林（主要樹種は第42表の脚注

2参照）の伐採は1939年ll月から1940年7月まで行われた。材の一部は当地方の業者
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第42表 カウィ ータ No.3流域における山地農耕以前と以後の流出土砂量比較口
、、、、

盟且
日数 ｜鰐土地利用 ｜ 流出土砂量

年・月・日

1934・7• 3 
～41・8・27

日 ｜ 期間の大部分は ｜流域当り iha当り年当り平均
i森林2) ｜乾重 tonI ton/ha/yr. 

｜ 伐採後の期間を I I （約 7年間の平均）
2, 557 I少し含むu I 11. 18 I 0. 173 

以下ほぼ農耕 ・放牧開始後の期間

同上 ・28 . I トウモロコゾ》 ｜ ｜ 

3・5・4 ！ “｜ 牧草地日 I 6. s2 い0.388
一 一一

向上 5い2パ叩6》 I I 

向上 ・9 I I t閑， I I 
~46 ・ 4 ・ 16 I I, 185 I牧草地 I 20. oo I o. 668 

向上 ・17 I I トウモロコシ ｜ I 
二？？と竺L 34と ｜牧草地 I~竺－ ｜ ーピ竺l 。1'>0

~~t\l l~i ~品一行~~1 1岬）
肝：； I 93 I I 84. 3 I 
向上 ・12 I ｜牧草地引 ｜ ｜ 

I 272 I I 19. 20 I 2. 794 

向上 11 : I I I 

（注） I) ディノレズ（104）に基づき作製。

2) 伐採前の機種：Pitchpine, Yellow-poplar, Black oakその他。

3) 伐採は1939年11月開始，流域全面 9.22ha。

4) 農耕は円41年春開始，全域の25%。

5) 牧草地は全戚の31%。毎年放牧した．

6) 急斜地（全域の44%）は農耕に不適。車I芽林となったe

7) 放牧延 日数は漸次噌加した。

8) この時期に農耕地も全部牧草地に転検した。
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に売却され，残余の伐採には，前記の CCCが動員された。直後40cm以上の根株は

引き抜かれた。1941年春に2.3 ha （流域の25%）が耕転され， トウモロコシが植えら

れた。残りの うち4.I ha （流域の44%）は急傾斜地で耕転に適せず結局は萌芽林とな

った。残り 2.8 ha （流域の31%）に牧草の種が矯かれ1943年以降放牧され，放牧頭数

は漸次鴻加した。年降水量は1935年から1950年までを通じて平均1,817mmであっ

た。土築の団粒構造や浸透能も調査され，土壌侵食は農耕地部分と放牧地部分に多か

った。第42表にみられるように，流出土砂量は伐採後直ちに著しく増加したわけでは

なく， 3年目になって急増している。その理由については，ハーシ（105）がよく説明
しよう

している。全域を伐採したのであるが3 その後2年間はまだ粗懸 （ゆるいありさま）

な森林土嬢が残っており 3 団粒構造も保たれていたので，ひどい土壌流亡はなかっ

た。しかし 3年目になって土中の有機物が無くなると， 団粒構造が破嬢されて，流亡

し易くなったとい うのである。 これは，森林影響の最も重要な点を説明している もの

である。伐採以後の期間中にあっても， 農耕による土壌撹乱の程度の変化や，放牧頭

数の変化があった。それらの一つ一つが流出土砂量に対して3 どのよう に影響したか

を，細かく論ずることはむつかしいが，第42表を仔細に見てゆけば大体のことはわか

る。水のデータについても，No.2流域を対照として3 処理の影響が求められている

が，本稿では割愛する。

むすび

「歴史としての森林影響研究」という題目を掲げたのは，決して3 埋れている過去の

ものをことさらに掘り出そ うということではなく，せいぜいこの 100年ぐらいの間を

振り返って，森林影響という ものについての科学的な考え方の， 現在へのつながりを

探ろうという意図に出たものであった。そ うして3 私はこのよ うな，先人の業績に対

する問いかけを，今後も続けるつもり である。しかし20世紀後半の資料を多く引用す

るようになると，「歴史としての…・Jという題目の下で論を試みることが，必ずしも

適切でない場合もあろうかと恩われる。そこで今後は，執筆の基本的方針に変りはな

いとしても，少しく視点を新たにし，題目も改めるつも りである。 したがって，ここ

で一応のしめくくりをしなければならない。そうはいう ものの3 何か結論めいたこと

を述べるには，まだ少し早すぎる。それゆえここでは，もっとあとの結論で述べなけ

ればならないことの，予備相当のことを書いておくに留めよう。

私一己の解釈では，森林影響というのは，影響を及ぼす主体と客体との関係，言い

かえれば原因と結果の態様である。その主体，つまり「森林」というものをどのよう

に把撞するかということがきわめて重要な問題であることについては，一部は第8話

く「有林地」と 「無林地」＞においても考察したところである。しかし，第 8話の考察
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で尽きたわけではなく，それはおそらく ，「森林影響Jの研究が続け られる限り，常

に問題として，再考察されなければな らないだろ う。さらに森林流域試験では，「対

照流域法」が最も良い方法と考え られている としても，現実にはそれが伐採などの処

理の影響を取り扱っている限りにおいて，その方法が持っている限界と，その他に森

林影響問題で真に見いださねばな らないことで， しかも残された問題は何々かなどに

ついても考察しなければならない。

なお流域試験に対する批判や，これに答える同擁護論についても，参考にするべき

文献に基づいて，今後考えて行きたいと思っている。

（あとがき）

本稿執筆の動機・理由は前にも述べたところであるが，さらに言葉を換えて言えば， 森

林影響に関する今日の考え方を授理する場合， 森林影響研究の歴史を雛れてそれをするこ

とが困難であると思われることであった。そうして単に私の問いかけを述べるに留まらず，

先人の業績を多く引用することになった。 しかしもしも過去の事実に対して私が誤った記

述をしている所があれば，それは直ちに訂正するのが当然であり， 私の考えに対する御批

判があれば，それに傾聴の上再考しなければならない。 読者諸賢におかれては，何かお気

付きの点があれば細大にかかわらず，御意見なり御指摘なりを執筆者宛（本誌発行所気付

で可）お寄せ下さるよう，この紙面を借りてお願いしておく次第である。

〔注〕 （番号は前号より続く）

(85) A. Pavariは FAOの Forestryand Forest Products Studies No. 15, Forest 

Influences, 307 pp. Rome, 1962の IntroductoryRemarksの冒頭でいう。

「森林影響という ものは，環境と森林植生との間にある広大で複雑な相互

関係、の一部を形づくっているものである。このく影響〉とは，森林の分布そ

の他，生物体のほとんど無限に近い分化にまで関係するような，環境自体

が生物（植生）に対して及ぼしている影響（環境作用）に対する逆作用 （環

境形成作用）のことであるJと。

(86) 前掲書（11)

(87) ゾン（Zon）が用いた“physicalmethod，，という語を， 「物理的方法」ま

たは 「物理学的方法」と訳してしまうと，ゾンが用いた時の意味から幾分は

ずれるおそれがあるのではないかと考えられる。むしろ，「個別因子測定値

の総合による法」とする方が，ゾンが考えている内容に近いのではないか

と恩われる。しかし， ゾンの報告にあるものそのものを指す場合は，「フィ

ジカル法」という表現を用いることにした。

(88) ロー（Rowe）らの後掲書（93）の p.6には，第ll話のカウイ｝タ水文試験

所のフーパ一報告にみられる試験は，蒸散量を求めるための伐倒試験であ
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ったという一つの解釈をのべている。

(89) 野口陽一，季節的地下水正常漸減およびその蒸発散量推定への応用，日

林誌 4空（5),lBS-199, 1960にもその見方がある。

(90) 丸山岩三：森林水文，197pp.，農林出版，東京， 1970,pp. 27-37 

(91) 前掲書（90)pp. 37-38 

(92) Wilm, H. G. and Dunford, E. G.: E佐 ctof Timber Cutting on Water 

available for Stream Flow from a Lodgepole Pine For目 t,USDA tech. Bull. 

No. 968, 43 pp., 1948 

(93) Rowe, P. B. and Colman, E. A.: Disposition of Rainfall in Two Mountain 

Areas of California, USDA tech. Bull. No. 1048, 83 pp., 1951 

(94) 中野秀章：森林水文学， 228pp.，共立出版， 東京， 1976

(95) Anderson, H. vγ. and Trobitz, H. K .. Influence of Some Watershed 

Variables on a Major Flood, Jour. Forestry, 47 347-356, 1949 

(96) 平田徳太郎：河川および流域の発達と侵食， 日林誌 37(I), (2), (4), (6), 

(8), (9), (11), (12), 1955 

(.97) Wong, S. T.・Amultivariate statistical model for predicting mean annual 

flood in New England, Annals Assoc. Amer. Geographers, 53, 298-311, 

1963 

(98) アンダーソン ・ト ロビッツの方法で，いまだ真に確かめることができな

いのは，森林がピーク流量を下げるのに役立っていることはよくわかった

と言っても，その原因としては，森林が繁茂しているという現在の地上部の

効果が大きいのか，それとも過去何百年か （あるいはそれ以上）前からの，

土壊に対する有機質供給があったことの効果が大きいのかということであ

る。

ジョ ージア大学のヒューレツト (J.D. Hewlett）教授と一夜雑談した時，

彼が，「森林流域試験によってでさえ，森林の効果の＇ proof’をしよ うなど

というのは，‘tooheavy words，であろう」と言ったのが印象に残っている。

(99) Bennett, H. H.: Soil Conservation, 993 pp. McGraw Hill Book Co. New 

York, 1939. 

(100) 前掲書（79)

(101) For田 tService: Highlights in the history of forest conservation, 23 pp. 

USDA Agr. Inf. Bull. No. 83, 1952 

(102) 前掲書（39),p. 358 

(103) 前掲書（72),p. 295 

(104) Dils, R. E.: Influence of forest cutting and mountain farming on some 
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vegetation, surface soil and surface runo町characteristics,55 pp., Southeastern 

For. Exp. Stat., Stat. Paper No. 24, USDA For. Se_rv., 1953 

(105) Hursh, C. R.: Research in Forest-Streamflow Relat叩ns,Unasylva Vol. 

v (1), 2-9, 1951 

（（財）水利科学研究所顧問）

里子口：歴史としての森林影響研究 (I～N）正誤表

No. I頁｜ 行 誤 正

157 28 第3表の注 (1868~91 ないし 91と79を入れかえ

( 6月）
1882～79の・・）

29 3 風風 風土

158 83 第注 l~ 表の I ~IJ特報告 特別報告

(8月）
92 第l瞳 ｜勾山 Spruce 

99 下からl1 Review Supp・・・ Review Supp00・・・・ 

159 41 12 ようにみえる。 ようにみえることがある。

(JO月） 44 7 森林が 森林植生が・・…

52 2 改改めた 改めた

55 下から15 p. I. 7, pl. 7, 
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