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本誌 きょうは，日本学術振興会による国際共同研究のため，昨年ギリシャに行かれ

た先生方から，ギリシャの水土保全をテー7 に，いろいろな角度からお教えいただき

たいと思います。ギリシャといえは、古くはギリシャ文明とかギリシャ悲劇，新しくは

オリンピックや観光等で人文的には割合い身近な存在ですが，値生とか土壊とか水文

とか，現在の日本にとって大きな関心事にもなっている水土保全の分野では，殆ど未

知の世界といわざるを得ません。

そこできょうの司会をしていただく岸原先生に， 読者への参考資料として 「ギ リシ

ャの水文環境について」と題する一文をまと めて戴きま したので，末尾に掲載いたし

ておきます。

では岸原先生，よろしくお願いします。

岸原 それでは不束ながら私が司会させていただきます。

研究代表者である私がこの10月に岩手大学から佐賀大学に転勤になり残念にも

飛行機に乗るのが怖かったのではないかと言う人もいますが一一今年の現地調査に向

行できず，その：曹、味で白紙に近い立場で質問できるのではないかと言う吉村理事長さ

んの御配慮で司会する事にな りました。

まずこの研究 （ギリシャにおける荒廃山地の成因・分布・復旧と荒廃山地が流出に

及ぼす影響に関する研究）の経緯について御話いたします。私が6年前文部省の在外

研究員として一年間欧米に滞在中，十日間程ギリ シャを訪問しました。その時，アク

ロポリスで観光のガイド嬢が情熱をこめてギリシャの過去の栄光について語るのです

が，その話を聞きながら周囲を見る と山々をはじめ国土が荒れ果てているのにびっく
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りしました。過去の栄光と現代の荒廃との余りにも対照的な事にオーパーに云うと胸

がしめつけられる思いがしました。

その後皆様が今回御一緒されたボウザラスさんとぺロポネソス半島を視察したので

すが，車中でもギリシャの国土荒廃が絶えず話題になりました。ところがギリシャで

はこの分野の研究者が非常に少ないと云う事で，それでは日本と共同研究をやろうで

はないかという話が持ちあがったわけです。これが直接のきっかけで，その後も先方

と接触を続けながら村井・竹下・平野先生方にも参加 していただき日本学術振興会に

国際共同研究を申請し，幸運にも研究費の配分を受けることができました。共同研究

者としては，日本側四名，ギリ シャ側四名，オランダー名で構成し，一応昭和59年度

から 2年間で研究が開始されたわけです。

ギリシャと云いますと私達の感覚からは熱帯地方といいますか，暑くて乾燥してお

り，紺碧の空とオリーブに閤まれた白い建物がイメージとして浮かぶのですが，地図

を見ると意外に北国なんですね。緯度的にみますと仙台とアテネが同じ位で，始めは

私も信じられない思いでした。

イメージとしてはギリシャと日本は非常にかけはなれた国であると云うのが 般的

であるように思われるのですが，その両国の共同研究の必要性について疑問を抱かれ

る方が多いのではないかと推察されます。ギリシャからの招待状に 「ギリ シャと日本

の共通点として，島が多いこと，相互に氷い文化の歴史を有すること，更に地震災害

が多発する国であるという事は知っていた。完全し貴君とのディスカッシヨンで両国に

は洪水が多く，それに関連して山崩れや土壌侵食という自然災害が多いという共通性

について共同認識が得られた。」と書かれています。ボウザラスさんは私のスライド

を見て，私は現地を見て，両国の自然、災害の共通性を実感、したとも云えます。

この事に関連して私は小出博さんのアルプス造山帯の特徴点の指摘が印象深いので

すが，小出さんは次のように云っています。アルプス造山帯の特徴は，高い山が多い

事，平野は小規模な沖積平野からなり水田農業地帯であること 。更に洪水地帯であ

り，地すべり地帯，傾斜地農業地帯であるとしています。私はこの指摘はそのまま両

国の特徴であり，自然災害の共通性でもあるように思われるのですが，実際の問題と

してどうなのか，まずここらあたりから御話を伺ってみたいのですが，竹下先生如何

でしょうか？

竹下 共通点もありますが，違っている点も多かったと云えそうです。

まず，大きく違うのは気候です。気温の上では，そう差はないのですが，雨量が少

なし乾燥気候だということが，他のすべての環境にも影響しているように感じまし

た。

パノレカン半島が，はげしい造山運動によって出来ており，仮砕帯が多いという点で

は，日本と共通していましたが， 気候の差が岩石の風化に影響して，日本では粘土質
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の風化帯が発達しているのに対して，ギリシャでは，それが少ないという点が強く感

じられました。日本も石灰岩の多い国だと云われているのですが，ギリシャの場合

は，さ らに石灰岩の山地が多かったようです。

表層地質的に最も違った点は，日本は火山が多く，火山灰の被覆量が，ギリシャに

くらべて桁違いに多いのも特色のように思えました。

粘土風化が進んでいることと，火山灰が多いということがプラスして，日本では斜

面上にも厚い細土層が分布しているのですが，ギリシヤでは，石灰岩が多いことと化

学的風化が進んでいないために，斜面での細土の分布がもともと少なかったものと考

えられます。日本の場合は，粘土質の細土層があるため水持ちは良いが，基岩層内へ

の水の浸透は，却ってギ リシャに劣るよ うに感じられました。

ギリ シヤでは，骨格となる石灰岩や中 ・古生層の山地の周辺に， 三紀層の堆積岩

や，氷河期の厚い礁層が分布しているのですが，これも，あまり化学的な風化が進ん

でおらず，細土層は少なかったようです。石灰岩山地ほどは土砂の流出が激しくなか

ったようですが，土壌侵食によって，現在の土層は極めて少量となっているようで

す。

もともと土層が少なかった個所に，土壌侵食が追打ちをかけて，現在，地形・地質

の如何にかかわらず，細土層が薄いのが特色となっているようです。

岸原 災害という点ではどうなんでしょうか。

竹下 山崩れは沢山ありますけれど，意に介していないとい う感じです。始めは殆ど

発生していないのではないかと思いましたが，ある所へ行ったら物凄くあるんです。

ところが家の両側に土石流が走っていても，何の手当てもしていません。

岸原 土石流は相当発生しているという事でしょうか。

竹下 そう思いましたよ。

村井 災害というものは，いうまでもなく，人間や住居などの施設，つまり保全すべ

き対象があっての話ですから，ギリシャの山間地のように人口密度の低い場所では，

たとえば大きな山崩れ等があったとしても，保全対象の価値が低いので，いわゆる災

害としての問題意識は当然、低いわけですね。何せ国土面積は日本の1/3なのに人口は

1/10に過ぎませんから。ただ，自然現象としての洪水や山崩れのマスムーブメントが

どの程度で起きているものなのかという観点に立った場合，私の目にはそれほど高頻

度に発生しているとは映りませんでした。

もちろん，洪水や土砂移動の痕跡はあちこちで観察できましたが，誘因となる蛍力

のせいか，各現象の時間的間隔が日本に比べてかなり長い感じを受けました。と同時

に半乾燥地のために裸地化した場所の緑の復元が著しく遅いということも顕著なよう

です。

平野 村井先生がおっしゃいましたようにタイムスケールが違うんでしょうね。雨が
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少なく，日本の半分以下ですから，そういう所では現象の起る頻度は Iオーダーかそ

れ以上低いんじゃないかと思います。われわれの感覚ですと， 10年に 1度災害が発生

しますと多いなという気がしますが，それが数百年に l度となるとめったに起らない

ということになりますね。しかし，頻度が違うだけで，現象としては同じことが起っ

ていると思います。

h草原 例えが小出博士が指摘されているように，アルフ。ス造山需には沖積平野が発達

すると云われていますが，沖積平野が発達することは，当然それだけの土砂が運ば

れ，堆積したと云うことですから，それだけの土砂の流出があった答だということで

すね。

平野 ええ，今回お会いしたアリストテレス大学のコウトラス教授から論文をもらっ

たのですが，千数百年にわたるマケドニア湾の堆積状態から，平均的な土砂流出量を

800 m3/km2／年と推定しています。これは日本でも多い地方の値ですから，意外に多

い感じですね。

それから，今回の調査は中，南部が主で，北部ではあまり 行っていませんが，話を

聞きますと， 小河川の氾濫がかなりあるそうで，日本と向じよ うな洪水が起っている

という印象を受けました。

岸原 川を御覧になって洪水痕跡のようなものは如何でしたか。

平野 それが，川を見ましたのは主として中部地方なんですが，氾濫原がありましで

も全然利用されてなくてほったらかしなんです。で，人家や畑は斜面上にありますの

で，ああいう所では川が氾濫しでも一切災害は起りませんね。

岸原 そうしますと災害という社会性を幣びた現象と山崩れや土石流といった自然現

象を区別して考えていかねばならないのでしょうね。

災害が少ないといえば確かに少ないが，それは被災対象が余りないから少ないと云

う事であって，必ずしも豪雨とか洪水とかいう自然現象が少ないわけではない。従っ

て私達は災害という ことよりも寧ろ自然、現象としての側面から荒廃にたいしてアプロ

ーチする必要があるわけですね。

村井 もっともな御意見と思います。ギリ シャの山野を一目して驚いたことは，山の

緑が少なく貧弱なことでした。ゴツゴツとした石灰岩の露岩が印象的でした。日本の

ような湿潤な気候と異なり半乾燥の気候では，土地利用のしかたに差があったとして

も，当然な差異ともいえましょう 。ただ，各地を踏査してみて確認できたのはすっか

り植被のないはげ山状の場所は意外に少ないことです。

雨量の少ないアテネ周辺，中央ギリシャ地方は裸地率が高い傾向がみられました

が，それでも疎な低木性の退行植生が少なからず存在しました。ピンドス山脈寄りや

北部地方には立派な森林が多く，はげ山を探すのに苦労したといっても過言でありま

せん。踏査した時期は夏季の終りの10月でしたが，地元の人の話では冬季に来られれ
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ば，野山はもっ と緑になっている とのこ とでした。事前にランドサット写真を眺めて

いったのですが，冬季と夏季の写真を対比する必要がありますね。

そこで山地荒廃の因果関係の解明は， これからの研究課題でもありますが，乾燥と

いう気象条件のほかに土地利用のあり方も無視できないように思われました。とくに

関連しているのは家畜の過放牧（山羊，羊） といえそうです。放牧については特別な

規制をしていないため，退行植生も根こそぎに食い荒す状態もみられました。裸地化

している部分は，家畜の水飲場，i号、傾斜地の通路，風通しのよい休息地などのようで

す。羊や山羊は山村民にとって唯一な財産であり，多少土地荒廃が生じても止むを得

ないのかもしれません。

過放牧以外の山地荒廃の誘因としては，山火事をあげることができます。あちこち

の森林に被災跡地がみられましたが，その激甚地では表土が露出して分散し，土壌侵

食が発生していました。大面積に植栽されているアレポ松のような森林は，とくに延

焼しやすいようでした。発火原因は自然、的な ものではなく，火入れなどの人為的なも

のが多いそうです。

山地の農地開発も， 荒廃の一つの誘因となったようです。とく に戦時中および戦後

の食糧不足のときに，急傾斜を開墾し耕地化したのですが，このあとを放棄したこと

によって加速的な侵食が進行したようです。このよ うな場所は，今や日本と同様に過

疎となり ，ほとんど農業は営まれていません。自然植生の回復の遅いことが，荒廃の

拡大とも関連しています。

因みに，ギリシャ全土の土地利用の割合を最近の統計 （1981）からみると，森林が

19.9%，耕地・樹園地が29.8%，牧野・ 牧草地が39.9%，その他が10.4%となってい

ます。荒廃地の面積率ははっきりしませんが，おそらく牧野の大部分は荒廃地または

荒廃移行地と考えられます。とく に， 少雨地帯の中央ギリシャ地方では， 山地の30%

以上ははげ山状の荒廃地であると推定されています。

岸原 順序が逆になったかもしれませんが，今度調査されたコースと日程について誰

方か御説明して頂けませんか。

村井 それでは今回の調査の日程とコースについて，第 l図を参考に説明します。日

本を立ったのは10月5日で，南廻りで翌朝にアテネ（Athens）に到着しましたが時差

は7時間の遅れです。 6日は今回の調査のパートナーの一人であるギリシャ国立森林

研究所主任研究官のボーザラス氏 （A.Vouzaras ・森林水文学） と調査スケジュール

について打ち合せをしました。 7日はたまたま日曜日だったので，単独にアテネ市内

にあるリカベトス （Lycabettus）の丘のア レッ ポ松（Pinus halepensis）造林地の調査

をしました。ここは有名な観光地ですね。

8日には市内の国立森林研究所の表敬訪問の後，車でエピア島 （Euboea）中部地

方の石灰岩地待のマツキー （Maquis）状の疎低木林を調査しました。9日はカノレキ
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ス （Khalkis）を経由しラミア（Lamia）の方向に進行しました。この聞にアレツポ松

の造林地や天然生のカシ林を調査しました。 10日にはピンダス山地に入ったのです

が，標高2,000m を越す山々には天然生広葉樹林やモミ天然生林が分布していました。

11日にはカ ノレペニシオンを経由してイオア ンニア（Ioannia）方向に進んだのですが，

大規模な土石流跡地や戦時中の開拓畑に発生したガリーをみました。国立森林研究所
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が実施している森林水文試験地を見学しま した。

この試験地はモ ミの天然生林を対象とした単独流域法によるもので， jj~い程度の択

伐処理を行ってその影響を調べていました。 12日にはイオアンニアからさらに山中に

入り ，過放牧地低木植生地で調査を行っ た後，南下してナフパクトス （N avpaktos) 

の方向に進みました。海岸に近い石灰岩の崖錐の脚部から清水が湧出しているのが目

につきました。

モロ／スJI¥(Momos）を遡上し，イテア (ltea）方向に向いましたが，カシ類の天

然、生林やダムと人造湖，さらに首都アテネへの送水路をみることができました。

14日は日曜日なので有名なデ、／レフィの遺跡（Delphi）を見学し，このあとシベス

(Thebes）へ向かいました。この付近は少雨乾燥地需で，禿山状の裸地が多く，過放

牧地や山火事跡地が各地にみられました。アレツポ松の大規模造林地が目立ったのも

この周辺です。 このあとアテネに戻りました。 16日には約束にしたがって，国立森林

研究所で研究所職員や森林関係者を対象に，私たち 3人で日本の治山治水や天文研究

に関する講演を行いました。

翌17日にはアテネからペロポネソス半島に向かったのですが，この途中に有名なコ

リン卜の運河， ミケーネの遺跡などを見ることができました。この夜はナフプリオン

(Navparion）に泊ったのですが， 18日には石灰岩地帯に成立したマッキーよりも更

に背の低い退行植生のカ、リク （Garrique）状の場所， これを開発整地して造成したオ

リーブ畑等を調査しました。開発道路に雨裂が多発していたのが目につきました。こ

の日再びアテネに戻ったのですが，途中エピダウロス （Epidauros）の遺跡、やマツ樹

脂採取地を見学すること ができました。

19日はアテネから海岸沿いに約70km南下し，スーニオン岬 （Sounion），マラ トン

の合戦場 （Marathon）を経由し，ピレウス港（Pireefs）から船でエーゲ、海に浮ぶエ

ギナ，ポロス，イドラ島に足をのばしました。これらの島々はいわゆるエーゲ海クル

ーズのための観光地となっていますが，いずれも植被の少ないはげ山状を呈していま

す。

21日には，アテネから北部にあるギリシャ第 2の都市テ ッサロニキ （Thessaloniki) 

に空路で参りました。ここにはバノレカン半島最大といわれるアリストテレス大学（テ

ツサロニキ大学とも呼ばれる）があります。この大学の砂防学教室のコトーラス教綬

( D. Kotoulas）やカイキス助手 （M.Kaikis）が私たちの共同研究者です。22日に大

学を訪問し，研究計画の打ち合せとともに，持参したスライドを中心に日本の砂防や

森林水文の研究の概要を紹介しました。

23日も大学で研究討議やこんごの研究計画の調整を行い，24日には車でフマルガ、リヤ

国境に近いス トリュモンJI¥ (Strimon）の上流地滑にみられる大侵食崖や治山・砂防

施工地を見学し，フソレティア松（Pinus brutia）の造林地で調査を行いました。この途



第 1表 観測地点の位置と自然状況

位番置号 場 所 地被区分 植 生 被（覆%率） 
胸直径高

樹（m高） 標（m高） 傾（度斜） 方位 落被葉度 地質 基岩
(cm) （%） 

1 r6~~~~！：us hill Forest 
Pinus halepensis 75 10-18 6-7 150 22 SSW 65 Paleozoic Lime stone 

Greece) (Planting) 

2 
Avenon Brush 

Juniperus sp. 
50 1 2 30 25 s Paleozotc Lime stone 

(Euboea) (Natural) 

3 
Zelion Forest 

Quercus conferte 100 30 40 15 20 600 20 E 100 Tertiary Sand stone 
(Central Greece) (Natural) 

4 
Fthiotida Brush* 

Quercus coccifera 65 1 2 600 25 SSE Tertiarγ Sand stone 
(Central Greece) (Natural) 

5 
Nicolaos Forest 

Abies cephalonica 85 20-60 7-20 1100 12 N 90 Tertiary Sand stone 
(Thessaly) (Natural) 

6 
Barduma Brush* 

Juniperus sp. 60 1-2 600 30 s Tertiarγ Shale 
(Macedonia (Natural) 

7 
Klima Karitsa Forest 

Quercus ilex 60 20 40 13 18 700 25 NW  80 Tertiary Shale 
( Central Greece) (Natural) 

8 r~~y~rion Brush Anthilis her-
50 3-5 2 3 500 30 s Paleozoic Lime stone 

ponnisos) (Natural) man1ca 

9 r~~y~rion Orchard 
Olea europaea 60 1 2 500 30 s Paleozo1c Lime stone 

ponnisos) (Planti珂）

10 Serrai Forest 
Pinus brutia 85 18 26 11 13 700 15 s 100 Tertiary Sand stone 

(Macedonia (Planti時）

事：放牧地 （山羊）
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第 2図
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中でカシ類の天然、生林の択伐施業をみることができました。この大学では山地の浸透

能測定や侵食量測定の共同研究をしたいという強い要望が出されました。25日はアテ

ネに戻ってから，アムステルダム経由で27日に北廻り便により帰国いた しました。こ

の間の全日程は23日ということになります。現地調査の箇所は10，全行程は約700

kmにな ります。なお， 調査地点の位世と自然概況は第 1表，第 2図に示したとおり

です。

竹下 ギリシャの山地は殆どが禿山か縫木をまじえた原野でしたが，局所的には，こ

んな立派な森林があるのかと思えるほどの美林を見ること が出来ました。したがっ

て，荒廃が人為的なものとすると，背はギ リシャの大部分の山地が，森林で覆われて

いたという可能性もあるわけです。
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一方，禿山の方ですが，僅かに薄い土壌層を残して，そこに草や潅木が生えている

という景観が広かったのですが，石灰岩の山地では，竪硬な基岩が裸出して，土壌

も，草もない裸岩地が，広く見出されました。とくに急斜面では， 40度を越す裸岩の

急峻斜面と，岩塊や石際だけの崖錐（36度前後）を構成要素とした峨々たる山容が見

られました。このような裸岩地は，日本では森林限界以上の高山でしか見られないよ

うな景観です。

村井 崖錐斜面に発達した自然植生の中で緑の濃いのはカシの仲間（Quercus coc-

口ifera）で，常緑低木，樹高は 2m程度にとどまっています。緑がうすく黄色を帯び

ているものは，やや土地条件の良いところに定着するプラタナス（Platanus orient-

al is）です。荒原構成樹種としては，このほかに Ericaの仲間， Pistaciaや Spartium

の仲間が多く，いずれも低木性の常緑樹です。ギリシヤでは石灰岩土壌に生立する樹

種は Phrygnaと呼ばれ， Thymuscapitatus, Phlomis fruticosa, Sarcopterium spinosum 

等の樹種が主要なものとされています。

竹下 ギリシヤの山地での土壌流失の原因としてはゴート（山羊）の過放牧が第ーに

とりあげられているのですが，ゴートは50度を越す崖のような斜面でも，平気で草を

喰ベ歩く習性を持っているんです。そのため， 2,000m を越す急峻な山地であって

も，放牧の対象となり， とくに高山ほど， 土地管理がノレーズなのか，丸裸になってい

る確率が高いようでした。

大背は，人口も少なく山羊の飼育頭数も少なくてすんだのでしょうが，現代に近づ

くにつれて過放牧となって山野を荒廃させたものと考えられます。

最近，日本の牧畜では，牧草を栽培して，比較的少面積で，養畜を行っているので

すが，ギリシヤでも，牧草の栽培を考えれば，こんなに大面積に放牧する必要はない

のではないかと思います。

しかし，この辺のことについては， 国全体が無頓着で，そんなに神経をとがらして

いるような気配が感じられませんでした。

岸原 例えば氾濫原などに濯水して牧草を植えるなど土地利用の形態を変えれば荒廃

も相当変わってくるんじゃないですか。

竹下 日本は普から農地の生産性が高く，全国の山野を農業や牧畜に利用するという

ことはなかったため，現在も美林と厚い森林土壌が残っているものと考えられます。

また，現在の畜産業は，牧草の種も，飼料も輸入して経営されており，この点でも

少ない面積で収量をあげているのですが，ギリシャでの問題は，国の経済力からみ

て，そういう集約的な畜産業が出来るかどうかということのようです。

ペロポネソス半島のように，最近，観光収入が増えた地域では，放牧農民の数が少

なくなって，緑の回復が見られるようなんですが，中・北部では，以前として，昔な

がらの放牧が行われているようでした。
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また，日本では見られない景観でしたが，非常に大きな川が，山間部を出て，沖積

扇状地をしばらく流れるうちに，流水が河床へしみこんで，消えてしまっている例が

ありました。河口から上流数 kmの地点までは大量の河の流れがあったのですが，扇

状地が礁質であるため，急速に地下へ入ってしまったものと考えられます。日本の河

川｜では礁と共に多量の細土が運ばれてくるため，扇状地の堆積際問も細土で充填され

ており，そう簡単には浸透 しないのですが，ギリシャでは，細土の量が少ないため

に，このような現象が見られたものと解されました。

岸原 細土が少ないとはどうゅう事なんですか。

竹下 上流の山地からの細土の補給が少ないんです。だから，いま出来ている扇状地

が礁質の扇状地だということです。

村井 時には非常に細かいものも流れてくるんでしょうか。

竹下 乾燥気候下にあるために化学的な風化が進まず，もともと日本にくらべて，斜

而上の土層や細土質の風化層が薄かったと考え られるのですが，その細土層が，かな

り以前に流出してしまって，現在の上流域は土層に乏しい状態となっています。現

在，河川が上流から運んできている砂礁は，最近の侵食によって生産されたものです

が，その中に含まれる細土の量は極めて少ないのではないかと想像されます。

ギリシャの山間部には，氷河期の准積層といわれる厚い際層が，広く分布している

のですが，それらが10万年台から100万年台の歴史を持っているのにもかかわらず，

比較的新鮮な硬い礁で構成されていることが観祭されました。日本では10万年台のオ

ーダーを持つ古い礁層は，化学的風化によって赤色化し， 腐れ擦となっているものが

多いのですが，ギリシャは，古くから乾燥環境下にあったものらしく，日本の場合よ

りもはるかに古いはずの礁層が殆ど腐っていないのです。乾燥気候下にあると化学的

風化，即ち，粘土風化が進まないことを物語っているようです。

日本では湿潤気候下にあって化学的風化が進み易い上に，火山灰の堆績が厚く，ギ

リシャに較べて細土の畜積が非常に多いのが特色となっているようです。

日本のように細土層が厚ければ，土層内の大小の孔隙によって，大きな貯留量が準

備されており，流出水に対する調節機能も大きいのですが，ギリシヤのよ うに際だけ

が多いとなると，孔隙が多くて透水性は高いのですが，水持ちが悪いことになりま

す。

岸原 と云うことはですね，要するに何故土壌が少ないかといえば風化が進んでいな

い，それは主として気候条件なのでしょうか。

竹下 だと思います。しかも，かつては矢張り泥があった筈ですよ。とこ ろが泥の供

給源 ・生産が非常におそい所でありながら，泥を大切にしなかった，流してしまっ

た。そして現在上流地帯で生産されているのは僚質のものばかりということです。

村井 森林研究所の P Papamichael所長も述べておられましたが，ギリシャのかな
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りの地域では，アフリカ大陸等から飛来した砂塵が地表に堆積しているとのことでし

た。このことについては地学文献等にも記載されていることですが，現地の観察では

そのような影響が把握できましたか？ 帰国後に持ち帰った土壌試料の粘土鉱物的組

成を分析してみたのですが，石灰岩地帯ではカオリナイトやイライトが，第 3紀層地

帯ではパーミキュライトが主休を占めていましたけれども。

竹下 おっしゃるとおり，細土の供給源としては，アフリカの砂漠地帯からのダスト

（日本へ飛来する黄砂に相当）が考えられるのですが，洪積期のものはそれらしい堆

積が見られましたが，最近の堆積層は目立たなかったようでした。も少し広く分布し

ていると思っていたのですが，どうもハツキリしませんでした。

村井 地表部の微細な堆積層が目に見えましたが，あれが問題の砂漠からの運積土で

はなかったのでしょうか？ ともかく，産地と堆積地の土壌の関連性を十分に調べな

い限り確定しがたいことでしょうね。

竹下 洪積磯層の聞には，層状にダストと分る白色層の介在が見られたのですが，最

表層の土層にダストが加わっているのかどうかについては明らかでありません。風積

土としては火山灰も少しはあるという話でしたが，これも確認出来ませんでした。

最近の説では，石灰岩は風化土の生成量が少なく，石灰岩山地を覆っている細土層

はダストである確率が高いと云われておりますが，この点については次の機会にでも

観察してみたいものと思っています。

h草原 デルタ部には湿地が多くて，マラリヤ蚊が発生し大分人口が減ったと書かれた

ものを読んだことがあるのですが，細かい微粒子が流されて堆積したためなんでしょ

うね。

竹下 現在山の斜面上には土層が少ないのですが，小河川の沖積平野や，山麓に近い

平坦地では，意外に赤土らしい細士が厚く分布しているのです。沖積土の面上で，赤

土が生成されたとは考えられませんので，これらの赤土は，周辺山地の斜面から流出

してきたのではないかと見なされます。

さきに述べた大河川の下流では，新生砂礁によ る扇状地が形成されていたため，水

持ちが悪く て農耕には適していないと判断されたのですが，小河川の流域では，斜面

上に古くから堆積していた土が運ばれてきたためか，水持ちの良い土壌環境を形成し

て，農業の適地となっている例が多かったようです。

岸原 一寸話が前に戻るんですが，京都大学で西洋古典史をやっておられる藤縄さん

の 「古代ギリシャにおける自然の荒廃の問題」という論文があるんですが，非常に興

味のある事が書かれています。

自然の荒廃の原因がストレー トに森林の過伐や消滅に結び付いているのかどうかは

議論の分かれる点ですが，その事は別として，ギリシャの森林の消滅については，プ

ラトン以来多くの人々によって指摘されています。藤縄さんは，そのいくつかを紹介
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された後，此等と全く逆の意見がある事について述べられています。ギリシャの船主

協会の名誉総裁であるレモスという人は，ギリシャの森林は音からそんなに悪化はし

ていないんだ，現在でも非常に良い森林が多いと書いていると云うんですね。

その藤縄さん自身1978年から 1年間ギリシャに滞在されて，山を歩いてみると，確

かに荒れた所もあるが一般には森林は非常に豊富であると書いておられます。何故ギ

リシャの山が荒れていると云われたかというと要するに皆アテネを含むアッチカ地方

だけの印象で物を云うからだとも書かれています。

皆さんは北部にも行かれたし， f!s部のピンドス山脈も御覧になられたわけですが，

この点についてどのような印象をもたれたでしょうか。

平野 私は森林については全くの素人なんで，素人の感想になりますが……。ア メリ

カの西部がやはり雨が少なく，コロラド州あたりで年間400～500mm位でギリシャ

の少ない所と同じ位なんですが，そういう所では山地が乾燥地特有の地形をしている

んですね。で，案内してくれた森林試験所のボウザラス氏がアメリカのユタ州立大学

で修士号をとった人で，私は隣のコロラド州立大にいたことがありましたので大いに

話がはずんだんですが，エビア島に行ったとき，私がこの辺はアメリカの西部にそっ

くりだと云いましたら，彼も全くその通りだと云っていました。

アメリカの西部も木が少ないんですが，それに較べるとギリシャは雨が少ないわり

には木が多いという気がしました。アメ リカやギリシャから帰ると，逆に日本は何と

縁が多いんだろうと思いますね。ギリシャは日本に較べるとたしかに木が少なく，山

地は荒廃しているようにみえますが，同じような気候区のところと較べると木が多い

ところもありますし，私はむしろ思ったより森林があるなあとい う印象を受けまし

fこ。

岸原 例えば雨量分布図を作ってみますと，同じギリシャでも，降雨の状況に地域性

が認められるのですが，何かそういう地域性みたいなものはお感じにならなかったで

しょうカ、

平野 ええ，勿論東の雨の少ない所では，植生なども乾燥地特有のトゲの生えた植物

があるとか特徴がありますが，しかし，同じような所でもある斜面では木が少なかっ

たり，ある場所では多かったりというように，問じ地域でも違ってまして，特に西部

がどうとか南部がどうというような地域性はあまり感じませんでした。

岸原 雨量からみた場合，絶対的にもアテネ を含むアッティカ地方は少ないんです

ね。例えば年雨量ではアテネは380mm程度なんですが西海岸のイオニア地方では

1,000 mm以上の雨量があるわけです。このような雨量の違いが，ハゲ山の分布とか

森林の状況とかlこ矢っ張り相当影響しているんではないかという気もするのですが如

何だったんでしょうか。

竹下 ところがそれを期待して雨量の多い所へ行ったんですが，矢張りはげているな
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といった感じです。

平野 木が多いだろうと思って行ってみたらはげ山だったり，はげ山ばかりだろうと

思って行ったらそうでもない。

やはり随分昔から人間が入って色々やっていますから，森林のある所もあるし，そ

のためになくなったところもある，ということではないでしょうか。人間の活動が森

林にとって必ずしもマイナスばかりではな く，人聞が育てている所もありますし，そ

ういう所では雨が少なくても立派な森林がありますね。

岸原 先程話しましたように藤縄さんは巨大な森林が沢山あるように書かれているの

ですが，矢っ張り 立派な森林は意外と少ないという事なんでしょうか。

竹下 巨大な森林というのは，国立森林研究所の量水試験地，あれが一番蓄積の多い

所でした。これは針葉樹 （トウヒ類）の林でした。広葉樹の林でも良好なものが見ら

れたのですが，蓄積は大きくないようでした。あってもせいぜい50年で150m3/haぐ

らいですね。

岸原 それは，さっき云われたように，国有林なんかで保護されてきたから，そうい

う立派な森林が残ったということですかね。

竹下 いや国有林として保護したのは，ごく最近のことです。

岸原 では何故そんな立派な林が残っているのでしょうか。

竹下 たまたま集落と集落の狭間であるというようなことです。ところがそういう風

なことは寧ろ標高の低い所で観察されるんです。 だから隣の村同士が遠慮していると

いう感じで残ったもののように思えました。

それから自分のオリ ーブを作らなければならないという状態では，矢張りステッフ。

を切って土砂の保全を行っているんですよ。石段，石垣をつくって土壌侵食を防止し

ているんです。そういう集落の周辺に比べて，逆に高い奥山地帯では，さっき一寸い

いましたように，まあ無法地帯？というか，誰でも利用できるという土地となっていた

のでしょう。かえって全部が完全に荒れてしまっているんです。

日本の山の想像から行くと， 日本の放牧というのはせいぜいゆるい所， 山麓地宇野，

まあ高原にしてもゆるい所であって，急斜面や高海抜高地と いうのは，その殆ど全部

が森林で覆われていると見てよいようです。そのイメージががらっと違うんです。当

初ギリシャも同様であろうと思っていたのですが，そのイメージがギリシャの現実と

は全く違っていたといえそうです。

村井 急傾斜でしかも飼料となる植物繁茂量が少ない場合には，牛馬のような大型動

物は無理で，小型の山羊や羊が主体となりますね。記録によると，巌近までのギリシ

ャでは羊と山羊の大群が夏には山での放牧のために，冬には雪線より下の地での放牧

のために，あるものは勝手に，あるものは古くからの道を通って年に 2度移動してい

たといわれています。しかし，その昔は牛も沢山飼育されていたようですが，訴訟碑
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文によれば武装した集団に護られた山羊の大群が，各島の牛や羊の飼育をおびやか

し， 農業も滅ぼしたとされています。ともあれ，紀元前 5世紀ないし 4世紀頃には，

大型動物が放牧できるような植生の発達があったのではないかと推察されます。

50°を越す急傾斜でも活動でき，他の動物は食べないよ うな荊練値物さえも根こそ

ぎにする山羊の過放牧こそ，現在のような荒廃山地を生み出したものといえるのでは

ないでしょうか。もちろん，度重なる戦火や山火事，地震の影響等も無視できません

が，そういえば7 ケドニア地方に行ったときは，戦争で森林が失われた話を地元の人

からききましたね。

岸原 成るほどね。その前にね，森林は矢っ張り少ないということでしょうかね。

竹下 山地面積は80パーセント，森林面積は20パーセントといいましたね。

h草原 それと共に国土は荒れ果てているという感じなんですか。

竹下 草が生えている，下木が生えているということでは，荒れていないといえば荒

れていないことになります。向こうの意識はそうでないかも知れないが，少なくとも

日本でいえば回／上山とか以前の玉野試験地とかのような，あんな見事なはげ山は見

なかったですね。

村井 それは確かにいえますね。

岸原 それでは，表土の流出が起こるような状況であるかどうかというような点で判

断したらどうでしょう 。

村弁 やはり地表の変動はかなりあるとみてよいのではないでしょうか。雨が少ない

といっても値被が貧弱なために，たまたま発生する豪雨時には土砂流出が顕著になる

と思います。実際にそのような痕跡もみられました。ただその頻度が少ないことも確

かですね。テ ッサロニキ大学のカイキス助手から提供された資料によると， ギリ シャ

北部の 6～178km2の4流域において，豪雨時に12～80m3/secの流出土砂があり，最

大流量との比は15～26%に達したことが記されています。また，岸原先生から提供さ

れた資料の中にも，中央ギリシャに限定すると，その全域のおよそ35%が荒廃地また

はその移行地で，土壌侵食量は毎年2,500m3/km2に達すると されていますね。それは

日本にく らべる とかな り大きな値となります。

岸原 ある程度自然の状況は分かつてきたように恩われるので，次は保全対象との関

係で災害についてお話を伺いたいんですが。

水災害の方はどんな状況だったんでしょうか。

印象でも結構なんですが，平野先生。

平野 テッサ ロニキで聞いた話ですが，あの周辺ではしばしば水害が起っているそう

です。水路が狭いために山から出てくる水をはけきれないとのことでした。日本では

そういう所では大量の土砂がでてきたり土石流が起ったりすることが多いのですが，

そこでは，私の見た範囲では水だけのようでした。
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岸原 例えば堤防のような河川工作物なんかは相当施工されているんでしょうか。

平野 南の方では，私の見た限りではさきほど申 しましたように，氾般原は全く利用

されずに放置されていますので，そうい う所では山腹から土砂がでてきましでも河川

サイドとしては災害にはつながらないですね。もっとも， 支Jllからの土砂のため発電

所の放水口が埋ってしまって発電ができなくなった，とい う所も見せてもらいました

が。下流には堤防や護岸もありましたが，護岸は全部蛇竜でした。アメリカの河川も

堤防は殆どなく，あってもお粗末なものが多かったのですが，やはり氾滋原の利用の

仕方が日本と違うからなのでしょうね。

北部ではフソレガリアから流れてくるJllがあるのですが， 上流に手が加えられない点

に問題があるようです。 ー緒に治水をやろうという話もある らしいのですが，やはり

負担金をどうするかで難しいようです。その川の氾濫原に入ってくる小河川が先程申

しましたように容量が足らないので，それを含めて安全に流すための放水路を作って

いるとのことでした。

岸原 日本だと大きな都市は河川沿いにあるわけですが，アテネとかテッサロニキと

か，そういう所は，川とは関係ない都市なんですかね。

竹下 アテネに川はなかったですね。

平野 ええ，都市の中では川は見なかったです。それから，とうとうと水の流れてい

る川もありまして，その河口へも行きましたが，都市はなかったですね。地図を見て

もないですね。

村井 出所は忘れてしまいましたが，昔はアテネの市内にもJllが流れていて，乾いた

風土の中に潤おいを与えていたとされていましたが，今は流れは全くなく汚ないごみ

溜めに変っているようです。市内に清流があれば，アテネの市街・遺跡等がよりよく

映え素晴しい風景と生活環境になるでしょうね。

岸原 これは福田先生の御著書にあるんですが，ギリシャは日本と同様に，第二次大

戦後，マーシヤルプランの援助で国土の復旧工事をやるんですね。そして当初は洪水

防止の工事が多かったと書いてあります。工事の内容までは書いてなかったんです

が，どんな種類の工事をやったんでしょうかね。

平野 水路を掘ったりしたんじゃないでしょうか，あるいは雨水排除用の下水とか。

岸原 自に見える水路のようなものはありませんでしたか。

平野 川がな くても浸水被害は起りますからね，人間が住んでいますと。

日本でもちょっと雨が降ると浸水するところがありますし，そういう所では盛んに

下水絡を作っています。アテネでも時間雨量50mm位のがあるそうで，そんなのが

くれば都市域は浸水しますから。

岸原 ギリシャの年雨量は，アテネで380mm位なんですが， IOOmm以上の豪雨が

あるようです。だから年雨量の三分のーが一日で降る。そういう時は，矢っ張り相当
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の出水があるでしょうし，被害もでると思われます。

河川関係は，それ位に して， 山腹工事，渓間工事の方はどんな風だったんでしょうか。

村井 治山工事や砂防工事の現場や施工状況は，今回の調査ではあまり見ませんでし

たね。これは日本のように施工事例が多くないこ とにもよると思います。私たちの見

たのは，ピンダス山脈を越えるところで，コンク リート 谷止工群と，北部のブルガリ

ア国境に近い Strimon川の上流の大侵食崖における山腹工事と砂防堰堤です。山腹工

は等高線上に幅 Im程度のテラス を作って，ニセアカシア （Robiniapseudoacacia), 

プラタナス （Platanus oriental is）等に日本でいうとエニシダのようなレダマ （Spar-

tium juceum）を混値していました。きく ところによると，この他ノ、ンノキ類，7 ツ

類，ヤナギ類を用いているとのこ とでした。これらの施工成績は概ね良好という感じ

で，このあとがどのように植生選移するかが興味があります。この他，治山工事と は

いえませんが，荒廃移行地の山腹斜面に空積石垣を用いたテラスを造成し，主にオリ

ーブを植栽していました。アメ リカの等高線テ ラス工法の起源はギリシャ等地中海沿

岸のこのような土地保全的な栽培法を見習ったものとされているようです。 なお，平

坦地の集洛や農地の周聞には，防風効果 もかねてイタリーポプラ（Populus Italia 

214）等が植殺されていました。

テッサロニキ大学のコ トーラス教授のところで，いろいろ砂防工事に関するスライ

ドを見せて戴きましたね。コンク リー 卜や石積みのダムや護岸工など沢山の事例が紹

介されましたが，残念ながら現場はほとんどみれませんでした。コト ーラス教綬が編

さんされた砂防の教科書にも一般的な記載がみられますが，全体を通じてオースト リ

ア砂防の影響を強く感じました。石はふんだんにありますから，石fi'lみ等石材を使っ

た工事が多いようですが，入手のことを考えるとこんごどのように変化するでしょう

か。 これも一つの関心事で、す。

竹下 私も印象に残っているのは，テッサロニキの西方丘陵地で見せて戴いたものだ

けです。土木的工法と革本による緑化土とがありましたが，あまり効果的ではなかっ

たようですね。

岸原 要するに，ハゲ山は多いよ うなんですが，必要性の有無は別として，現在そう

いうものを復旧しようとする動きはあま りないんで しょうか。

村井 予算のことはともかくとして，先程お話しがあったように，災害としてどの程

度身近に受けとめているかという ことに通ずるのかも知れません。

しかし研究函では努力されておられるようで，私たちを主に案内して下さったボー

ザラス氏は国立森林研究所 （Ministryof Agriculture Forest Research Institute）に所属

しております。ここは我が国でいう国立林業試験場に相当していると考えてよいでし

ょう。 1912年に発足し，1944年に林業試験場に昇格して， 1977年に11研究室が組織さ

れています。ボーサ‘ラス氏は，このうちの森林水文研究室を担当しているようで，助
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手1名との 2名構成です。試験場職員は55名で独立研究員が16名で，そのうち約 7割

は米国等海外の大学でドクターかマス ターの資格をとるため勉強を行っているとのこ

とでした。

試験地，試験林が2,200ha, 43の研究課題をもっ ており，精力的な研究を行ってい

ることは，所長からの説明や土壌研究室等の視察によって理解できました。しかし，

何故かし りませんがマケドニア地方の管聖書区域からはずれているとのことでした。外

国の占領等の歴史的ないきさつによるものでしょ うかつ

平野 マケドニアがギリシャ領になったのは第 1次ノミルカン戦争の後ですから1912年

でしょうか。ですからそれ以後のことになりますね。

岸原 そうしますと，森林水文学という研究室はあるが治水関係の研究は余りやられ

ていないと思っていいような感じがしますね。

村井 治山， 砂防関係の調査研究は，他の事業機関でやっているかもしれません。ボ

ーザラス氏と共に一緒に案内 してくれたキャペタ ノプロス氏 （G. Capetanopulos）は

Directorate General of Forestに所属し， TorrentsControl Sectionの責任者でしたが，

砂防関係の調査をやっているし，多少のデータの蓄積もあるとのことでした。

岸原 という事は，林野庁などに行って，データを蒐集する必要がありますね。

村井 これについては確かに私たちは今回ははっきり掴んでいませんね。

平野 それと住民のニーズがどこにあるかという こと ですね。工業があるのがアテネ

周辺とテッサロニキ付近位であとは大部分農業と牧畜ですが，その人達が何を望んで

いるかというと 山羊を飼うこと。どこそこの山羊はうまいとか若い山羊が最高のご馳

走だとかよく聞かされましたね。人口密度が日本の四分のーで住んでいる所が洪水や

土石流のこないところ，ということになりますと，ちゃんとした森林がなければなら

ないという要求はあまり出てこないんじゃないでしょうか。施設にしでもあまり金を

つぎ込んでやらないようですね。

岸原 韓国なんか随分積極的に緑化をやっているみたいですが。

平野 ああいう要請はないんじゃないでしょうか。

村井 荒廃山地の緑化で思い出したことですが，ギリシャの国花であるオリーブがか

なり土地条件のわるいところに植えられていることです。この樹種は耐乾性に富み，

根は地下水を求めてかなり深いところまで伸長させ，その結果侵食防止効果にも役立

っていることがわかります。つまり ，果実は油や食用として収益をあげているのです

が，間接的には土地保全にも役立つているといえます。

それからプラタナスですが，我が国では街路樹や公園で多く見かけますが，前にも

申しましたように荒廃地にどんどん自然侵入しています。岩礁地は無理ですが，少な

くとも堆積地には治山， 砂防樹種として使えるのではないでしょうか。こんご研究し

てみたい気が致します。
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岸原 先方からの招待状ですから， 半ばお世辞が入っているんでしょうが，日本とギ

リシャに共通した問題という ことで， 豪雨，洪水， 土壌保全などがあげられている。

そして，ギリシャにおける流域管理と土壌保全に責任を有する林野庁と林業試験場と

が共同して日本の水文学者を招待したいと書いである。だから意識としては，そのよ

うなものがあるのではないかという気がするんですがね。

平野 その点につきましては，ボウザラス氏と話したんですが，彼の興味は森林の状

態によって流出がどう変るかという こと ですね。それからアリストテレス大学の方で

は浸透能を測っているんですが，目 的はやはり流出で，浸透を測ると損失雨量が分

る，したがって流出係数が分る，というんです。そんなに簡単な問題じゃないと思う

んですけどね。流出試験地を持つのは金がかかって 自分達にはできない，だから浸透

能を測って流出係数を出すんだといっていました。ラショナル式の流出係数のマニュ

アルを作り たいようで，そういうニーズがあるよう ですね。

岸原 少しずつわかってきたような気はするんですが。それでは，治山とか砂防関

係，あるいは河川関係で，国土保全とか流域管理とかは考えられていないんでしょう

かね。

平野 河川関係という こと になる と，実は私は河川管理者，日本の建設省に相当する

所の人と話していませんのでその点は分りません。河川関係の人と会えたらまた面白

い話がきけたと思いますが。

岸原 森林水文学のような分野からいえば， 実行面においても研究面においても，日

本に較べると相当遅れているんではないかという気がするんですが。

例えば森林量水試験地のデータを調べられて，その解析の仕方とか，レベルについ

てどう感じられましたか。

平野 試験地自休はちゃんとしてますし，データもきちんととっているようです。そ

の点については日本のもの，特に進んだものは別ですが，普通の試験地に較べて遜色

ないと思います。ただ，データを使ってどのように解析するかというこ とになるとス

タッフがいない。林業試験場にはいない，だからと云って大学と提携してということ

もやっていないようです。ボウザラス氏は，大学の先生にデータを提供しても論文を

作るだけで，自分達にはちっとも メリットがない，と云っていました。 これは日本で

もよ く云われること ですが。

それと，人口が日本の十分の一以下ですから，研究者の絶対数が少ない，したがっ

て論文数も少ないし，すべてに手がまわらないよう ですね。遅れているかどうかは別

として，研究者の数が足らないのは確かですね。

岸原 そういう面では矢っ張り 非常に 日本の研究者と共同研究というよりむしろ指導

を受けたい，みたいこ とが強いように私は感じたんですが。

平野 そうとも云えない面があ りましてね，彼らも誇り高き人々ですから。そう いう
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ことならこちらも対応の仕様はあるんですが。

岸原 この前ギリシャに行って率で廻っていた時ですね，ハゲ山が沢山あるわけで

す。どうしてハゲたのかと聞くと地質が悪いというんですね。もう少し先で再び聞く

と， 今度は山火事だというし，その先では山羊で，次は斜面の方位だというわけで

す。この地域ならこの地域で本当に調査をやったのかと聞くと，いやまだそれは調べ

ていないというんですね。そして調査結果の解析法が例えば定性的データの定量化と

いったものがわからないという 。

その上研究者が三名しかいない，調べようがないとくるんですね。要するに研究者

の絶対数が不足しているということがこの場合大きいんでしょうかね。

平野 国際的に比較しますと日本が多すぎるんではないでしょうか。とにかく日本は

研究者の数が多いですね。これは幸せなことなんですけども。

岸原 そこで一応ギリシャの現状をおさえて，今後の共同研究のもっていき方という

んでしょうか，私達の研究の進めかたについての抱負なり， 計画なりを，お聞かせい

ただければ有り難いのですが。まず村井先生から。

村井 僅かな知見で，ギリシャの国土保全対策について云々できるわけではありませ

んが，次のようなことはいえると思います。

まず土地利用のしかたにもう少し制限を加えるべきではないかということです。た

とえば第2次大戦後大量の山羊の飼育が禁止される法律ができたといわれますが，家

畜類の放牧についても，予め定めた荒廃危険地から完全に排除すること，このために

は安全地域に人工草地化した共同牧場をつくり集約的な管理をすることも考えられま

しょう。

山火事の頻発するのは人為的なものでしょうが，この発生を予防するような教育宣

伝のほかに，防火態勢をもった延焼しがたい山造りが考えられます。たとえば乾燥し

た荒れ地に適するからといってアレツポ松を一斉に大面積に造林するのはどうかと思

います。造林するためには，予め防火線（率道規模）をつくると共に，処々に燃えに

くいポフ。ラやカシ類等の広葉樹林も配置すべきと思います。

ともかく荒廃した裸地面が多く，流出土砂の根源になっているのですから，多目的

ダム等を有する重要流域を対象に，簡易に緑化する方式を考えなければなりません。

雨量が少なく放置しでも自然復旧が容易でありませんので，耐乾性のある革本や低木

類の実矯が適当と思います。航空実播などもその一手段ですが， 湿潤WJを選んで実行

すれば，成功する可能性があります。

この他の問題としては， 戦時中戦後の食糧不足のときに山間斜面の開拓が行われ，

それが放棄されて侵食地になったことはすでに指摘されたとおりです。このような粗

放な農地開発は収益の低さからみて平和時には行われないでしょう。むしろ山間奥地

への道路開設，大規模採石，観光のための人のいり 込み等が新しいトラブルとして考
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えられます。このような山地荒廃の誘凶に対しては，植生の回復の遅いことを念頭

に，加速的侵食に進ませないような配慮が必要と思われます。

岸原 大分，大袈裟な話になるんですがね。 私の夢としては，文明論との関わりをつ

ついてみたいですね。

例えば，ギリシヤ文明の衰退について，いくつもの説があるでしょう 。文明衰退の

直接的な原因としての国土の荒廃については余り異論がないようですが，国土の荒廃

をもたらしたものが，ハンチントン・派のいう気候変化なのか，地質によって加速さ

れた地形開析の一つのプロセスなのか，農業開発とか放牧とかいった人為的な原因な

のか，面白い問題ですね。

人為的な原因としては森林の乱伐に起因する という説は，プラトン以来有力な説と

してあるわけですが，仮にこの説が正しいとすれば， 国土の緑化が文明復興の一つの

基礎になるわけです。

現実からみれば，そういう社会的ニーズに乏しいようなお話を伺ったわけですが

ね。ただ沖積平野がつい最近，書写蒼と した森林のあったはずの流域からの土砂流出に

よって造成されたこと等から，私の！感じとしては，森林の乱伐，土砂流出の増大，国

土の荒廃とストレー トに結び付けるのに，何か抵抗があるんですよ。

平野 これは大変難しい問題でして，私のような素人が口をはさむことではないこと

かも知れませんが。

古代ギリシャの場合は石造りの神殿を中心に した都市国家なんですが，それより少

し前になりますと神殿なども木で造っていたら しいんですね。それが木から石へ移っ

たのは木が無くなったからか，石を刻む技術が発達したからか知りませんけども，し

かし，そのギリシャの栄光の時代は石の文化なんですね。それに雨は少ないんですけ

どいたるところに泉がありましてね。私はギリシャとい うところは泉の国だと今回つ

くづく患ったんですが，良質の水があるんですね。そうしますと森林がうっ蒼と繁っ

ていなければああいう文明は発生しないという ことはないんじゃないか，したがって

森林が失われでもそれが即文明の衰退に直結する とは考え難いですね。

それから，これは森林とは関係ないんですが，今回訪問して痛感したのは古代と現

代の断絶が予想外に大きいということでした。現代のギリシャ人は敬度なギリシャ正

教徒なんですが， ギリ シャ神話を意外に知らないんですね。私より知らない。 ボ、ウザ

ラス氏にアルテ ミスは月の女神だろうと云って も，さあ，多分そうだろうとい う調子

で，ギリシャ人にギリシャ神話を講釈する破自 になりま したが。

彼らは光栄あるビザンティン帝国の末奇であって，いつの日か聖地コンスタンチノ

ープルを回復したいと願っているようですが，文化的には古代ギリ シャ人の子孫では

ないんですね。

イタリアとギリシャは風土も文化も似ていますが，ロー7 の方はキ リスト教普及
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後，中世の停滞期をへてルネッサンスで古代ギリシャに復帰しますね。以前ルーブル

博物館に行ったときルネッサンス期の美術品を見て感激したんですが，今回ギリシャ

に行ってノレネッサンスの作品が全くギリシヤの模倣であることに気付き本当に驚きま

した。勿論イミテーションは本物とは比較にならない。よく日本人は物真似をすると

云われますが，ルネッサンス期のヨーロッパ人にはかないませんね。で，ヨーロッパ

の方はルネッサンスと，北方で起った宗教改革をへて現代へ移行するんですが，ビサ、

ンティンの方は トルコに占領されたこともあって古代への復帰も宗教改革もなかっ

た。そのことが古代と現代ギリシャの断絶の原因だと思うんです。

森林の消滅が古代ギリシヤの衰退の原因であるとすれば、，古代ローマの没落にも当

然それがからんでいるはずですが，私は別に共通の原因があるような気がしますね。

村井 森林の荒廃と文明の問題によく論議されることですが，広島大学の安田喜憲先

生はぺロポネソス半島にあるミケーネ遺跡を訪れて，そのときの見解と感想を同氏の

著書に面白く表現しておられます。すなわち，この遺跡の周辺はほとんど荒廃地で森

林がないのですが，文明の繁栄した当時に存在したと推定されている森林の消滅が，

文明の断絶を象徴しているのではないかということです。もう少し詳しく述べると，

日本においては遠く縄文時代から春には山菜や球根をとり夏には主に魚貝類を，秋に

は木の実をとり冬には狩猟をするという季節的変化を桜にして，循環系の生活様式を

確立し現在もそれを踏襲しているのは，背後に森林が育成されていることによるもの

だとし，これに対してギリ シャでは自然からの搾取と森を破壊しつくす中で文明に大

きな断絶を生じさせているという見方です。確かに現代のギリシャ人には繁栄してい

た過去の文明が引き継がれていないという面は感じなくもありませんが，果してこれ

が森林の有無だけで説明できるかどうかについて疑問の残るところです。もちろん森

林を破援しつくせば、，自然、と人間の聞の循環型の性格を基層にもつ文明は，維持でき

なくなるでしょうね。同行したギリシヤの人々に「皆さんはこのようにはげ山だらけ

で何んとも思いませんか」と尋ねてみたのですが，「古い昔からで今に始まったこ と

ではないし，北部のブルガリヤ国境近くや中央のピンダス山脈の周辺には良い山も残

っていますよJといった調子で，それほど気にしていない様子でした。もっとも困る

のははげ山そのものではなく，貴重な人造ダムが流出土砂で急速に埋まりつつあるこ

とだと述べていました。

平野 文明が栄えるためには水が必要ですね。それから食料生産源としての土壌がか

かせませんね。だけどうつ蒼とした森林が不可欠だというのはどんなもんでしょうか。

竹下 土壊の方からこれに関する問題をみてみましょう。ミケーネ（BC1200年）や

デルフィ（BC400年）等の史跡をみせて頂いたのですが，いずれも，かなり 厚く埋

没されていたものが，最近発掘されたものと聞いております。丁度，現在発掘中のも

のも見ることが出来ましたが， 4mほどの厚い赤土を掘りかえしておりました。い
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ずれも周辺に山があり，とくにデ‘ルフィの背後は急峻でした。そして現在は，すべて

禿山と なっているわけです。ところで，この埋没を行っている土居ですが，これら

は，当然，上部の斜面から供給されたものと判断されるわけです。

つまり，これらの史跡が建設された当時は周辺の山々も土壌で覆われていたものと

想像されるのですが，これらの斜面上の土壌層が，建設後2000年ないしは3000年の聞

に，何等かの原因で流出 し， これらの史跡を埋没したと考え られるのです。

これらの土壌は，かなりの粘土分を含む赤土状のものでしたが，これらが，風化に

よって生成されたものと仮定しますと 10万年オーダー以上の時聞が必要と考えられま

すので，過去10万年以上前には，斜面上にとどまり続けていた土壌層が，現代に近い

2000年～3000年間に流出したと考えられるわけです。ただ，これらの土粒子の給源が

火山灰だとすると，JliJの推定も行えるのですが，赤色化していた事実からみると，い

ずれにしても数万年以上は安定的に斜面を覆っていた土層が，現代に入って，いっき

ょに流出してしまったことだけは間違いないように考えられます。

そうしますと，それらの斜面上の土壌が何で動いたかが問題になるのですか，その

原因は，多分，森林の喪失と過放牧ではないかと考えるわけです。

木材の利用のために森林を伐採したのか，あるいは放牧の邪魔になるので焼失させ

たのか…・・。その理由は明らかでないのですが，いずれにしても森林が無くなって，

一旦は草地あるいは纏木を混じえた原野になったものと思、われます。ところが，放牧

によって草を喰いつ くし，潅木を喰いつくし，これでもか，これでもかと，いうくら

いに値生を喪失させてしまったと考えられます。

土層は，植生によって保護されているわけですが，保護者の植生が喪失してしまえ

ば，当然流出してしまうことになります。森林が伐採されただけで，過放牧が行われ

なかったならば，あるいは，これほどの土壌流失もなかっとも思われます。

岸原 今おっしゃったように，デルフィの神殿が埋ったと いうこ とは相当の土壌侵食

があったということでしょうね。

竹下 史跡の周辺ではげ山になっている斜面は確かに急で，土壌堆積に対する安定性

は低かったと判断されるのですが，それでも2000年前の頃までは森林があって，それ

らの土層を，よく保持しつづけていたものと思うんです。

デノレフィには山腹の泉を供給源とした水道が残っているんですが，裏山が森林で覆

われていた頃は，山休内の地下水が豊富で， 1勇水があったものとも想像されるので

す。森林と更には土壌の喪失と共に，泉は澗れ，廃虚となったものとも考えられま

す。

現在は，斜面上には全く土壌がなく ，白色の石灰岩の地山が裸出して，却って帝奇麗

にも見えるのですが，当時は，現在の石灰岩美とは異なった「みどりJの美が，背景

を飾っていたものとも想像されます。



座談会 ギリンヤの水土保全について 55 

ところで，日本では，森林が喪失すると山崩れの発生が心配されるのですが，石灰

岩山地では，土層下にあった，地山が堅硬なため，基岩が裸出した急斜面では，崩壊

も発生しにくく， この点では，逆に安定した状況下にあるとも判断されます。

石灰岩の急な山地の周辺には，第三紀層の低山が拡がっている例が多いのですが，

三紀層の頁岩や細砂岩層では，基岩の固結度が低いために，ガリの発生が著しく，ガ

リを中心にした山崩れが多発しているように観察されました。

平野 それと食糧の問題ですけど，森林があった状態と現状とで食糧の生産性がどう

かということですね。周辺に都市を養うだけの食糧の生産があったはずですが，それ

が森林が失われたために無くなったというのであれば森林の喪失が文明の衰亡の原因

ということになるんでしょうが，その辺はどうなんでしょうか。

岸原 どうなんでしょうね。ただ，カーターは紀元前四世紀には食料は自給できず，

輸入に頼っていたと書いていますね。

竹下 ところが緩斜面にはまだ農耕を行うだけの土壌はありますね。

岸原 農耕を行っている所は地質的にちがうんですかね。例えば石灰岩地帯とか三紀

層とか。

竹下 石灰岩山地は，比較的急峻な容相を呈しているのですが，それらの山地の中腹

から山麓にかけては，相対的に緩起伏な三紀層の低山や丘陵，あるいは洪積磯層（三

紀磯層？）の台地や丘陵が広く分布しているのが見出されます。このような緩小起伏

の基岩や際層は国結度が低いため，土層化するのも容易であると推定され，そのた

め，もともと土層が厚かったものと考えられます。

従って，森林の喪失や過放牧の影響を受けても，土壌層が残存している確率が高い

のです。

農耕地等の利用は，このような三紀層や穣層の地帯を中心にして行われていたよう

です。なかには，管理が悪くて，このような地質・地形の個所でも，荒廃している例

がかなり見出されました。それでも， 石灰岩山地にく らべると，はるかに，土壌の分

布が広く，農地としての安定利用も行われていたように感じられました。

岸原 だから現在の土地利用にしても，土壌侵食の問題にしても石灰岩地域と堆積岩

の地域では相当の違いがあるんじゃないかという 気がするんですがね。それに応じて

災害の形態，土地利用の形態も違っている筈だと思います。

竹下 ギリシャの骨格をなしている背梁山地 （1,500～2,500m）は，石灰岩だけでは

なく，中生層や古生層で構成されているものが多いのですが，森林の喪失と過放牧に

よって，石灰山地と同様に禿山となっているものが殆どでした。

その上，中・古生層の山地は，地質的な変動が大きく ，破砕帯の分布が広いため

か，大規模な地すべり性崩壊が発生しているのが見受けられました。

このような大規模崩壊になりますと，森林の影響力は小さくなりますので，人為的
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な禿山の形成とは， 無関係な ものとも思われますが。少し考え方の輸を拡げると，必

ずしも無関係とは云えない面が感じられます。

つまり，土壌条件の悪化によって，斜面の浸透能が低下しますと， 表面流が発生し

やすくなり，豪雨時には，斜面から供給された水が谷へ集中して，谷の下室ljあるいは

側方侵食と，大規模な崩接発生も容易になると考えられるからです。

村井 戦時中戦後の食糧不足のとき， 山間斜面を開拓して農地化し，それを放棄し侵

食地になっていることを申しましたが，近年の農業政策はこのような山地ではなく湿

潤地の干拓によって，生産性の高い農地を作っています。もちろん古くからも地中海

沿岸には干拓技術があり，米国西部の開拓にもその技術がとり入れられているとのこ

とです。 近年では1948年にいわゆる7ーシヤルプランの援助によって，穫がい排水の

全体計画が立てられ，急速に農地の改良と拡張が進んでいます。今や農業が国家収入

の約1/3を占め，農業生産量は大幅に伸びています。今回の調査でもカイキスからラ

ミアに向うコースで， Lliki湖の近くにあった Kopaiの馬鈴薯や小麦を主とする干拓

農業地は壮大なものでした。

竹下 日本では昔から沖積平野を利用して水田農業を行っているのですが，ギリシャ

の人たちは洪水の常襲地とも云える沖積平野や河川の氾濫面は利用せず，専ら，それ

よりも一段高い河岸段丘や山麓の緩斜面を利用して農業を営んできたようです。した

がって，このような緩斜面は，ある意味では，大事に保全され，土壌も比較的よく残

っているように感じられました。

大河川の下流の扇状地は，山から押出した新鮮な砂礁で覆われているため，細土も

少なく，また水持ちも良くなかったのが，利用されなかった理由かも知れません。し

かし，小河川の扇状地は，細土の量が多く，洪水も少なかったためか，広く農地に利

用されていたようです。

これに対して急斜面の山地は， 堅い地山の基岩上に浅い土壌が分布しているだけだ

ったので，農耕には勿論不適であ り，彼等に云わせると，どうでも良い土地として考

えられたのかもしれません。どうでも良い土地だから，どうでも良いように扱ってし

まった・－－という感じですね。

日本で，あれだけ山を荒したら，降水量が多い国だけに，洪水が激しくなったり，

水源としての水の出方が不安定になったりして，その悪影響が，すぐに認識されるの

ですが，ギリシャでは降水量が少ないため，たとえ山地の土壌の浸透能や貯留容量が

小さくなっても，人口が少ないこともあって，出水に対する影響が認識されず，その

まま，ずるずると悪化の一途を辿ったのではないかと想像されます。

幸いなことに，たとえ土壌がなくなっても，石灰岩以外の基岩は割目が多いため，

地下水かん養に関しては，かなりの程度の浸透能を発律しており，また， E襲層も，粘

土質の風化層が発達していなかったことが逆に幸いして，少ない降雨を，地下に浸透
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させるのには，却って有利な構造をともなっているようです。山地斜面の土壌が無く

なった結果，浅層の地下水からの湧水は減ったかも知れないが， 深層の地下水は， 音

と変らず，この点，水資源に関しては， さして大きな痛俸を感じてはいないのかも知

れません。

もちろん， 浸透能が低下すれば， 豪雨時の災害は激しくなるのですが，これも人口

が少なければ、，問題にならないのかも知れません。

もし，人口が増えれば，日本のように土地利用がせちがらくなり，問題になるのか

も知れませんが，今の状況では，水に関しては，ギリシャの人達は，それほど困って

いないようにも感じられました。

岸原 そうですかワ

竹下 まあ， 一応は困っていない状況ではないかと感じました。もちろん，アテネ市

が，市自身が属する流域内で水をまかなおうとすれば、，それは不可能に近く，これは

困った・・・ということになるのでしょう が。

ところが，他処の水の豊富な流威から，延々 100kmも， 200kmも水を導水してき

ても，誰も文句を云っていないようですし，また，貯水ダムを建設する｜時にも，そう

抵抗があるようには聞きませんでした。とにかく，悠々と取水し，導水している状況

のようです。

そしてまた，田舎の方は田舎で，泉が非常に豊富ですし，また，少々深いですが，

地下水を汲み上げれば，潤沢に水を利用出来るような状況のように見えました。人口

が少ないだけに，汲み上げ量も少なく，渇水期においても，それが酒渇するという状

況ではないようでした。

それで，現状では， a応困つてはいないと！感じられたのです。

村井 山や河など自然、の話を沢山しま したが，少しギリシヤの人とくらしのことを話

してみませんかっ 皆さんもいろいろ感じられたと思いますが，ボ、ウザラ ス氏もトル

コの悪口ばかりいってましたが，彼だって顔かたちはギリシャ人というよりもトルコ

系に似ていましたね。ギリシャ神話に出てくるような正統な？ギリシャ人はどのく

らい，どこにいるのでしょうね。私たちの接したギリ シャ人を始め街の人々は，全休

的に陽気で，感じがよく，引きこまれるような魅力をもっていましたね。そ ういえば

オリンポスの主であるゼウス大仰は， 客を もてなす者を賞でたもう桝！とされていま

す。古代からギリシャはお客を厚遇する習慣があったのかもしれません。「スブラキ

アJとい う肉の串焼きをほおばりながら，「レツィーナ」と呼ばれる松やにの入った

ぶどう酒を飲んで，ときに「ブズーキアJの曲で「シ／レタキjを踊る人々の顔には，

なんのく ったくも見かけられませんでしたね。

またギリシャ人は日本人と同様に家族を大変大事にするそう ですね。また，結婚に

関しでも，日本でやられているようなお見合い形式も少なくなく，相手は両親や親戚
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が探してくるとのことでした。また，持参金の制度もあって，新しい家庭をつ くる費

用の大半が花嫁側で負担するようです。また，ギリシャ人は大変話ずきなのも健かで

す。ふつう私たちの会話では一方が発言したら他方がきき役に廻りますが，彼等同士

の問では，まるでけんかでもしているように，相互に話をし続けて一休いつ相手の話

が耳に入って理解できるのか，不思議な感じさえもちました。ともかく私は始めて訪

れた国ですが，ギリシャは決して遠い国ではない，それどころか身近かな良い国だ，

これからもどんどん交流したいという気持を抱かせました。

平野 要するに田舎だと患いますね。アメリカでもそうでして，西部の田舎へ行きま

すと皆とても人がいいですね。ロスやニューヨークは駄目ですが。それはどこでも同

じで，ギリシャには田舎の良さがふんだんにありますね。自宅に招待されたんです

が，ご馳走をーばい出して食べろとやいやいすすめられましてね，両先生はE平易され

てましたが。断わるとどうして食べないんだ，というわけで，無理矢理！金べまして，

あんなに＇！！；：しかったのは盛岡のわんこそば以来でしたね。こんなもてなし方も最近の

日本ではなくなりましたが。

竹下 それと田舎にも美少年がおるし，美少女がおるということですね （笑）。日本

では田舎へ行ったらじいさん，ばあさんばっかりですからね。

岸原 じゃあ，余り過疎化は進んでいないのですかね。

竹下 いや，進んでいるそうですよ。アテネにあれ程人が集まっていますからね。ア

テネの人ロカ；250万ですが，人口の四分の三三近くが田舎から集まってきていると聞き

ました。過疎化の状況というのは，やはり進みつつあるということです。

岸原 司会者が悪くてなかなか話が進まないのですが，ここらで今度行かれた時の反

省点も含めて，今後の御計画，抱負を聞かせてください。

村井 いままで今回の調査を通して見ることができた範囲での現状を述べさせて戴き

ました。これからどのような考え方で研究を推進していくかについて，私なりに構想

を申し上げてみたいと患います。まず，そのーっとして流域からの出水および侵食性

の定量的指標として，地被別の浸透能を明らかにしたいと考えています。もちろん，

このときには土壌の理化学性等も調べ，浸透能との関連性も明らかにします。このこ

とは，テッサロニキ大学のメンバーとの共同研究でして，むしろ相手側からの要望に

よるものです。このためには日本から最新のタイフ。の浸透計を持参して，現地測定を

行うつもりです。

他の一つは，主として中部ギリシャJ也方の半乾燥地帯のはげ山を対象に，山地荒廃

斜面からの侵食士量を把援すると共に， その復旧緑化の研究を行いたいと思います。

このことを少し詳しく述べると，荒廃地または荒廃移行地の典型的な斜面を選んで，

簡易な流出土砂の捕そく装置や多数の固定杭を設置して，流出土砂量や表面侵食深を

定量化したいのです。できれば下流にチェックダムがある方が良いのですが，理想的
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な場所が得られるかどうかわかりません。このほかに，治山緑化地の調査を行い，の

ぞましい植生導入方式を検討したい考えをもっています。これらについては，森林研

究所や治山・ 砂防の事業機関の協力を戴く つもりでいます。

以上の研究は， 2年目の1985年度だけでは完結しませんので，研究期間の延長を考

えるとと もに，相手側にその方法を十分に理解してもらい野外鋭測を続けて，データ

を総括したい考えをもっていますので，こんこともよろしくお願いしたいものです。

岸原 私としては， 浸透能の問題も結構なんですが今おっしゃ ったような復旧の問題

にぜひ取り組んでいただければ有 り難いと思います。次に，竹下先生，いかがでしょ

うか。

竹下 私は主として土壌堆積や基岩の構成状況の面から検討を加えたいと思います。

土壌は細士から構成されているのですが，この細土は一度失われると，そんなに簡

単には再生出来ませんので，現在，土壊が分布している個所を大切にすることが，ま

ず重要でしょうし，そして，今土壌が分布している所を一寸でも改良出来れば良いと

考えます。

土壌を保全するためには， 健全な他生が必要なのですが，ひどく荒廃した個所で

は，たとえ表面的に植生が回復したからといって， 水文環境が良化するとは思えませ

んし，植栽による荒廃防止にも限度があると考えられます。土壌が，これほど流出し

てしまった現在では，植生による歯止めが有効なのか，有効でないのか，一寸疑問に

も感じられます。

現地で土壌の浸透能を計ってみると，村井先生がおやりになったように，日本の山

地土壌にくらべて，はるかに悪いんですね。それでいて，河の水は潟水期でも実にと

うとうと流れている。もちろん，流れていない澗川もあったのですが，そのようなと

ころでも地下水には事欠かないような状況がうかがわれました。泉は見られましたし

ね。

このよう な状況を見ると，たとえ浸透能は低くて も，水は，どこからか，適当に地

中に入って，水資源かん養という点では，必ずしも不満足でない環境が出来ているよ

うに思えました。意地悪くみると，土嬢条件の悪く，植生が生育していないことが，

禁散損失を抑制することになり，却って，水収支上に有利に働いているとも考えられ

ることになります。

土壌を，その貯留孔隙の大小や，浸透能の大小だけで検討するだけでは，土地の水

源かん養機能を捉えるのに不足し，何かもう一寸深い風化層の構造，あるいは基岩の

構造が問題になるように感じています。

村井 単に地表部のみでなく， 深い層までの貯留量，透水能等に関する実験的研究が

必要であるこ とを痛感しますね。

竹下 このような， 土壌下の風化層あるいは基岩層の役割がどうなっているのかを知
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ることは，その知見を日本に持って返ってきても役に立つ面が大きいと思います。

日本の水源かん養機能に関しては，森林の役割が非常に重要視されているのです

が，場所によっては，森林が無くても，水が地中へ入るのかも知れないし，また，森

林があることによって，は じめて浸透するのかもしれないなと，その辺の仕組みが，

もう少し明 らかになるのではないかと想像されます。

たとえば，亜熱帯の沖縄北部の山地流域では，厚くち宿な粘土層の堆積があって，

ただ浸透能を計った結果からは，とても計測値が低くて，地中へ水が入らないのでは

と考えられるのですが，ちゃんと，どこからか，降水は地中に入っていて，高浸透土

壌の九州山地の河川と変らないような河川の流況が見られるのです。どこから，水が

地中へ入って，どこに貯脅され，そして，ゆっくりと基底流出して くるのかが，不思

議にも思えるのです。

粘土質の風化土層が厚い沖縄と，風化層が薄いギリシャとは，対照的な相違を示す

流域なのですが，流況は似通っているのかも知れず，この間の仕組み （土壌から基岩

までの構成）を求めること が， 興味ある問題点となるよ うに思います。

岸原 特にギリシャでは，そういう問題が起こり易いのでしょうかね。

竹下 日本の山でも，地表部の土壌の透水性とか貯留容量とかを行っているだけで

は，流出の状況が繍めないような気がするのです。土壌の平均的な計測値が，基岩へ

の浸透に大きな：意味を持つのか，それとも，局所的な計測l値が大きな意味を持つのか

が分からないのです。また，貯留による調節を土壌がやっているのか， 基岩がやって

いるのか等々の問題です。この辺の仕組みが，ギリシャでは， 日本の場合よりも要素

数が少なく，ある意味では単純化されているようにも思えるのです。それで，ギリシ

ャを勉強させて貰ったら， 日本での少々複雑な仕組みも解釈し易くなるのではないか

ーといったウマ味が感じられるのですね。

この場合，土壌から，風化層，基岩の性状を調査することになると思いますが，そ

れらの反応結果として，矢4長り流量データが欲しいと思います。流況を検討しない

と，土地の機能特性を推論することも困難になりますので・1 現場の調査と流量 ・

降水量のデータ整理とを，併行させて行きたいと考えております。

岸原 それは地質構造ということですか。

竹下 詳しい地質構造を調べる段階にまで行くのは無理と思いますが，出来るだけ，

基岩の状況を把握したいと思っています。

造山帯の基岩は割目が多く ，結構水が入り易いのですが，その表層に粘土質の風化

層が形成されると，却って，水は入りにくくなるのではなし、かと考えております。日

本の場合は，地表の粘土質の風化層が厚く，その層内での貯留機能は高くなっている

と思われますが，基岩に対しては難透水層が形成されていることにもなるわけです。

この難透性の貯留層を活用し，それを経由して徐々に基岩への水補給をするために
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は，当然，別の調節機関が必要なわけで，この役割を，多孔隙，高浸透能，高貯留能

の森林土壌が行っているのではないかと考えています。ギリシャの場合は乾燥気候下

にあるため，基岩を覆う粘土質の風化層は説く ，基岩の浸透性が高いものとします

と，日本の場合よりも，水は地中深部へ入り易い条件下にあると判断されます。基岩

を覆う難透層がなければ，土壌の調節機能も，日本ほど高くなくても良いわけで，土

壌に対する水源かん養的立場からの要求度は，日本の場合よりも小さいのではないか

とも考え られます。

テッサロニキ大学の方の意見では，森林が荒廃したところでは，土壌の浸透能が低

く，水源かん養上には著しくデメリッ卜をもたらしているとのことでしたが，あれは

観念論ではないかとも感じました。現実には， 土壌は良くはないが，地下部への年間

浸透量は，そんなに低くはないのではないかとの疑問を持ったわけです。

ただ， 浸透能が低ければ， 豪雨時には当然、表面流を発生しますので，洪水，侵食等

の災害に関しては，明らかにマイナスであると思ったのですが，地下水資源のかん養

と，洪水調節とは，それぞれ，日ljに検討して行くことが必要ではないかと恩いまし

た。もちろん， 具体的な土地管理は，両者の要求の，最小公倍数によ って対処するこ

とになるはずですが，解析段階での混線は避ける必要があると思っております。

村井 今ギ リシャでは国土の緑化のために，ア レツポ松の大面積造林を推進していま

すが， 植生導入後に土壌がどのように変化していったか，つまり ，理化学的な性質が

向上し耐水食性がどのように増加したのか，調べるのも面白いことと思います。この

逆のコースをたどってみるのも一つの行き方で，過利用されどこまで土壌の理化学性

や耐水食性が低下したら荒廃地となるのかという調べ方もあろうかと思います。その

ような調査研究のために好都合な材料が豊富な感じが致しました。

竹下 過去においては，斜而上には数lOcmもの土壌があって，それが現在は失われ

たものと仮定しますと， 現在，我々が植生や土木的工法を混じえながら，その回復を

目指したとしましでも，全面的な回復は，まず無理だという感じがします。

しかしながら，数 cmあるいは10数 cmの土壌の回復，非常に僅かな土壌ですが－

・・が出来，また，現在残っている土壌の改良が行いえたならば，意外なほと大きな好

結果が得られるかもしれないーーといった気が致しますね。

村井 もう少し微細な観察を しますと，同じような低水性疎林の退行植生の中でも，

他物におおわれている部分といない部分で， 土壌条件等にかなりの差異がみられると

思い討す。たとえば家畜の好まない強い芳香性の植物や有線他物の優占する場所は，

それは外の場所にくらべて絡圧の機会が少ないので良好な土壌が温存されていると思

われます。さらに，石灰岩の風化した赤土の上に生立したマ ッキーとして，最初にみ

たエビア島の調査地でもそうでしたが，低凹部の方が高凸部より も明らかに植生繁茂

量が多く，上長生長も大きいようでした。つまりちょっと した微地形の差が土壊水分
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環境に変化を与え，植生の発達に影響を与えていると考えられました。多雨条件の場

所より少雨条件の場所の方が，このような微地形の差が明白にきくのかもしれませ

ん。

竹下 現在漠然と見れば，ああ荒れているなという感 じだけれども，現在残っている

意外に小さいものが物をいっているかも知れませんね。

岸原 平野先生，反省という点で何でも結構ですが，如何でしょうか。

平野 最近水文学の分野では物理水文学と称しまして流出の物理機構を追求しようと

いう方向に向かっているんですが，ギリシヤの川というのは先ほど申しましたよう

に， 一方では水の枯れた川があるかと思うとその隣にl£i々 と水の流れている川がある

という 具合に，地下水流出が極端に多い川と少ないJllが存在していますので，物理水

文学のフィ ールドと しては格好の場所 じゃないかと思っています。ただうまい具合に

データがえられるかどうかが一番の問題で，林業試験場だけでなく，河川管理機関と

も提携できたらいいんじゃなb、かと思いました。

岸原 私が研究代表者として考えてみて，反省点の lつは今平野先生がおっしゃ った

ようにデータ収集の努力が足りなかったことがあげられます。個別的なデータ ももち

ろんですが，まずはギリ シャの全体像を把握できるよ うなマクロなデータもぜひ必要

ですね。

例えばギリシャの森林の状況についても藤縄さんが書かれているように相反する説

が出されているのですが，それを検討する資料すら我々は持っていないわけですね。

きちんと全体像をおさえた上で個別研究を進めないと， 特に未知な国を対象とする場

合飛んでもない方向に走る可能性だつであるわけです。

ただギリシャという国はデータを集めるのに非常に困難な国ではないかという気が

します。他の欧米諸国では店頭で売られている 5万分の l地形図ですら国外に持出禁

止になっているように何でもかんでも国防秘密になっている可能性がありますね。更

にアメリカのデータベースを使ってわかったのですが，ギリシャ に関する文献は少な

い上に，ギリシャ語，フランス語のものが多くて英文の論文が少ないという我々にと

って不利な点も重なっているんですね。色々調べてみると，私達が日本ではギリ シャ

の自然災害に対するアプローチの先発隊のようなものだと思われます。

これを一つの出発点として，ギリシャに関する研究の輸を広げていかねばならな

い。そのためには，我々はギリシャの全体像をつかめる基礎データだけは，しっかり

おさえておく 義務があるように も思われるのです。

それとは別に，ギリシャ人の国土保全に対する認識とか社会的ニーズの話があった

のですが，どうもも うひとつわからない点があるんですね。

例えば，川に庭防を作ることが国によって場所によってプラスか7 イナスかよくわ

からないんですが，ともかく日本では戦国時代の末期から盛んに堤防を作って河川下
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流部のデルタを開発し，飛躍的に農業生産力を高めたことは事実です。ギリシャでも

何等かの方法で，生産力が急激に高ま ったら他の人達も同調するんではないですか

ね。そういう刺激の問題ではないんでしょうか。

平野 そうですね。日本では水田を作って2,000年以上の年月を経て現在に至ってい

まして，ギリシャでは3,000年の歴史をかけて現在の状態ができ上っているわけです

ね。その結果が氾濫原はそのままにして斜面に放牧してという形態をとっているわけ

で，それをふまえて考えないと，日本のやり方をそのまま持ち込んでもうまくいかな

いでしょうね。ギリシヤでは一番のご馳走は山羊で，彼らは山羊を食べたい，我々は

コメを食べてきた，という違いですね。米を作ればたしかに生産性は上りますが，そ

れは彼らの望むところではないんじゃないか，その辺のニーズがどうかということで

しょうね。

それからもう一つは，山間部ではいまだにロパを使っているんですが，そういう所

でもトラクターや トヨ タのジープなんかが入っていまして，そういう時代になります

と，先ほど岸原先生がおっしゃいま したよ うに，ロパを持っている人がジープを欲し

がるんじゃないか，彼らの全部が車やトラクターを欲しがるとやはり日本と同じよう

な問題がでてくるんじゃないかと，むしろそのためのマイナス面の方が心配ですね。

竹下 家の建て方も自然にさからわないという感じでしたね。日本では，傾斜地であ

れば， 庭と家屋敷を，まず平坦に改変して，平面上に家を建てようとするのですが，

ギリシャでは，斜面の高低にあわせて，柱を長くしたり 短くしたりして家を建て，切

取りや，盛土を殆ど行っていないという印象が強かったよ うです。当然， それなりの

土地を選んでいますので，防災的には，矛盾がない住居地の利用のように思えまし

た。

竹下 帰路に飛行機から眺めた印象では，バルカ ンの近隣諸国でも，ギリシャと 同様

な山地荒廃の印象を受けました。オーストリアに入ってから，国境沿いの高い山地

に，やっと原始林らしいコンモりとした森林をみたのですが，その他は，禿山，原野

といった荒廃した景観が広がっていました。

岸原 何故でしょうかね。矢張り自然、条件なんでしょうか。

竹下 大型の森林が成立し得ない自然、条件というよりも，やはり，山羊の過放牧の影

響ではないかと思いました。バルカン半島付近の東南ヨーロッパから，西アジアにか

けては山羊を重要な生活の糧としていたからでしょうが・・・，現在，流牧民による著

しい荒廃は無くなったはずですが，それでも非常に粗放な牧畜が，全面的に行われて

いる結果だと思います。

岸原 私達の研究グルーフ。に他分野の人を入れるとしたら，差当りどんな分野の人が

いいでしょうかね。やはり放牧問題が lつの大きなカギかもしれませんね。

竹下 あまり難しくは考えずに，この位の頭数でしたら集約的にやればどの位の面積
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で賄えるか，金は幾らかかるのか。そんなことを計算できる人があれば， 一寸面白い

かも知れませんね。

岸原 しかし，それは平野先生の御意見のように本当にプラ スかマイナスかわかりま

せんね。

竹下 向うが必要とするかどうかですが，今でも望まないでしょうね。

岸原 いやあ，そうは患いませんね。 1ヵ所ででも集約的な畜産をやって収益があが

れは、，他の人も見習うんではないでしょうかね。ただそれがプラスか7 イナスかはわ

かりません。この前テレビであったでしょう。アフリカで先進国の援助で家畜の水飲

場を作ったら遊牧民が定着し，その結果人口が噸加し更に家畜を増やすという悪循環

が起こり，周囲のサバンナが完全に棟地になったという 話。ギリ シャでも今の頭数を

牧野を造成して飼えば一時はいいかもしれませんが，その後アフリカと同根のマイナ

スの現象が生じる可能性はありますね。

平野 ギリシャでは200頭の山羊を持っていれば一家が生活でき るそうですが，山羊

の群を朝山へ連れて行って夕方連れて帰るというのは老人にでもできる仕事ですね。

それを集約的にやるとなると畑を作ったり施設を作った りという ことになりますが，

そういうニーズがでてくるかどうかですね。

村井 家畜の粗放な放牧は山を荒すことは確かであり， 日本でもかつての国有林にお

ける放牧共用林野方式の粗放な利用形態から，人工草地の造成による高度集約牧野方

式に切替えられています。この結果，森林に対するストレスが軽減され，過放牧によ

る林地荒廃化が見られないようになってきました。ギリシヤでも，このようにして場

所を制限し生産力の高い人工草地において飼育すれば，放牧国績も小さくてすみ，山

も荒れなくてすむでしょう 。しかし，このために少なからぬ経費を必要としますし，

個々の農家は利用料だけでも負担しきれないのではないかと思います。もちろん造成

費，利用料を政府が面倒みてくれれば問題はないのですが。

岸原 先程，アルプス造山手書は水田農業の地幣であると小出先生が書いておられると

いいましたが，実はギリンヤでは米を作っているんですが，具体的には御覧になりま

したか。

竹下 水田というか，陸稲みたいでしたね。

平野 夜通ったので見えなかったのですが，ちょ っとした川を渡ったとき，この下流

で稲作をしているというこ とを聞きました。

岸原 イタリアでは米はポー河流域のデルタ部で栽培されているんですね。ギリシャ

でポー河と流域の地形がそ っくりなのは7 ケドニア地方のアリ アクモン河なんです

ね。だから恐らく此の地方じゃないかと思うんですが。もっともギリシャの米の生産

量は約10万トン，長崎県と同じ位でスペインなんかに較べると大分少ないそうですが

ね。



座談会 ギリシャの本士保全について 65 

平野 北部ではなくて，中部のテルモビューレの近くでした。例のスパルタ王レオニ

ダスがペルシャの大軍と戦って戦死した古戦場てーす。レストランにはたいていライス

がありましたね。

村井 ギリシャは農業が基本産業ですね。国民総生産の約30%を農業で占められてい

ます。 主な農産物は葉タバコ，オリーブ，馬鈴密，小麦，米，ぶどう，桃，梨等です

ね。国民総生産は1981年の統計では 1人当り 4,420ドノレで， 日本の10,080ドノレにくら

べると44%ぐらいになります。

岸原 農業というよりも果物でしょう 。オリーブとか。

村井 1982年の統計によりますと，オリーブの生産はギリシャ全休で159万トンに達

し，全世界の生産額の約15%を占めています。困みに， 国別の順位でみますと スペイ

ン，イタリアに次いで3番目にランクされています。また，ぶどうの生産量もギリシ

ャは多いですね。全世界の 7%を占め7.5万トンでイタリア，アメリカ，チリに次い

で4番目となっています。この他，小麦も生産i孟が多く 299万トンとなっています。

農作物以外ではボーキサイトの生産が知られておりますが， 310万トンで全世界の

3.5%を占め，国別で8番目となっています。

岸原 まだ話はっきそうもありませんが，予定の時間を大分過ぎてしまいました。今

日の座談会はこれで終りにしたいと思います。ギ リシヤの現状とか我々の研究上の問

題点などほぼ明らかになってきたようにも思われます。来年度の現地調査に向けて今

から準備を進めていただければ幸いです。

今日は皆様方ならびに吉村箆事長さんにはお忙しいなかを有り難うございました。

本誌 どうも長時間にわたりありがとうございました。

〔付編〕

1. はしがき

ギリ シャ の水文環境について

岸 原信 義

市川仁 土

今回本誌の主催によって，「ギリシャの水土保全について」と題する座談会が催さ

れ，その内容が本誌に掲載されることになった。
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一般的な日本人がギリシヤの自然、について抱いているイメージからすると，日本と

ギリシャの研究者が，ギリシャの水土保全について共同研究をするということに奇異

な感じをもたれるかもしれない。そこで本論は主としてギリ シヤの水文環境について

紹介し，座談会の内容理解の一助ともなればと思い筆をとった次第である。

座談会のメンパーは，昭和59年度から，日本学術振興会から国際共同研究「ギリシ

ャにおける荒廃山地の成因 ・分布 ・復旧と荒廃山地が流出に及ぼす影響に関する研

究Jについて研究補助を受け，昭和59年度には10月の初めから約20日間，村井・竹

下・平野の諸先生方が現地での共同研究に赴かれた。それに先立つ昭和54年 7月には

岸原が文部省在外研究員として約10日間現地に滞在している。更に昭和60年 1月に，

この共同研究に参加予定の愛媛大小川助教授が，文部省在外研究員として訪問するな

ど，両国の人事交流が盛んになりつつある。

昭和59年度の国際共同研究の日本側研究者の分担課題は次のごと くなっている。

岸原 信義 （佐賀大）：荒廃地の分布特性と荒廃地の水文特性に関する研究

村井 宏（静岡大） ：半乾燥地の植生遷移と荒廃地復IHに関する研究

竹下 敬司 （九州大）：荒廃地の地質 ・地形 ・土壌特性と荒廃地の水土保全に関す

る研究

平野 宗夫（九州大） ：半乾燥地における洪水流出に関する研究

これらの研究課題からもわかるように，われわれの直接の研究目的は，ギ リシャ の

荒廃地に焦点が向けられている。日本のように年間を通じて湿潤な国土ではなかなか

顕著化し難い荒廃の要因や流出現象が，ギ リシャ のような半乾燥地ではより鮮明に解

明できると期待されたからである。西欧文明の源としてのギリシャ文明は古くて永い

歴史を有している。日本に稲作が伝わ り，弥生文化がまさに始まらんとする時に， ミ

ノア ・ミケーネ ・古典期ギリシャと続いた文明は豊鏡な遺産を残しつつ終震のときを

迎えていた。高坂16）が述べているよう に， 文明の衰亡論は不思議に人を惹きつけるも

のがある。多くの衰亡論の中で，森林の伐採 －消滅による国土の荒廃をその主因とす

る衰亡論は，プラトン以来ひとつの大きな潮流であった。この論の是非は別として，

また文明衰亡論がわれわれの研究対象外のものであるにしろ，われわれの心の中の何

かがギリシャに駆り立てたことも否定できない事実である。

われわれの共同研究は始まったばかりであり ，入手し得た資料も少ない。本論は現

地調査に先立った文献調査の結果のうち，主としてギリシャの水文環境に関する部分

のいくつかを紹介したものである。

2. ギリシャの地理的位置

第 1図に日本とギリシャの緯度を示したが，図でわかるように，ギリシヤは北は下

北半島から南は京都府までの間に分布しているが，ギリシャ半島のアテネは仙台と，
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第 1図 日本とギリシャの緯度

北~.！301~

F凡lj [ ・都国鏡線市

面積人口人口密度
( !O'km勺 （百万人） （人／km')

ギリンア 132 9.36 71 

日 本 372 114. 90 309 

比 2.82 12.3 4.4 

第 2の都市テッサロニキは盛岡とほぼ同ーの緯度にありギリシャは意外に北国である

ことがわかる。海岸線が屈曲に富み，海に囲まれていることの共通点はあるが，大陸

の西岸にあること，南にアフリカ大陸が存在することは日本と異なり，同じ緯度帯に

ありながら両国の気候の差を生み出す原因になっている。

3. ギリシャの地学的特性

小出はその著書 「日本の河川IJ3）でアルプス造山帯の特徴を次のごとくまとめてい

る。

1) 高山が多い。

2) 平野は小規模な沖積平野からなる。

3) 水田農業 （米作）地帯である。
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4) 洪水地帯である。

5) 地すべり地帯である。

6) 傾斜地農業地帯である。

これらの特徴は後述のごとく，同じアルプス造山帯に属する日本とギリシャでは，

大小はあってもよく表われている。これらの特徴は， 地殻変動の激しさに起因する点

が多い。貝塚叫引は，地震 ・火山・地盤の降起など地殻変動の最も激しい変動帯は，

島弧 海溝系であると述べ，島弧 海格系の大部分は環太平洋造山待に属し，例

外はギリ シャ南部に存在するへレニア弧など僅か数個に過ぎないことを示している。

貝塚が変動の活動度の指僚として示した数値を日本とギリシャの弧で示すと第 1表の

ごとくなり，へレニア弧は，日本全休の弧一一海樽系の活動度の平均とほぼ等しい値

を示し，ギリシャは日本と地学的性格が非常に似通っていることを示している。この

ような地学的共通性は自然、災害の共通性となって表われ易い。仔ljえば国上の荒廃と直

接 ・間接に関連を有する土砂の流出をみてみよう。日本の場合，阪口たちもが作成し

た地盤隆起の経年曲線をみると，飛車iji・木曽 ・赤石山脈など中古i：山地の山々は第四紀

になって1,000～1,500mの降起を示し，次いで中央構造線に沿っ た四国 ・紀伊 九

州の山地も1,000 m内外の隆起を示している。 一方ダムの堆砂量から吉JIls，は山地の

侵食速度を推定したが，最大を示す中部山地から，紀伊 －四国 ・九州の山地がこれに

次ぎ年間 2～Smmという 大きな値を示してお り，第四紀の地盤降紀と 山地の侵食速

度との関連の深さがうかがわれる。これに対してギリシャでは7 ラグローラスがダム

の堆砂量より中部ギリシャにおける侵食速度を年間2.5mmと推定し， ハッチンソ

ン81は，ピンドス山脈中で年間約 2mmと推定している。すなわちギリシャの山地の

侵食速度は，四国 ・九州山地のダムから推定された値とほぼ等しいことがわかる。山

地で生産された土砂はその全量が下流に運ばれるわけではない。山地での生産土砂監

の何割が下流に運搬されて堆積するかは明 らかでないが，両者の間の関連は深いと考

えられている。前述のハッチンソン8）は，凶海岸アルタ地方のデノレタの成長を2,000年

間に15kmとした。日本では干妬の影響があるので必ずしも比較の対象にならない

第 1：表 日本とギリシヤの海溝系の活動度の比較 （誌5より引用）

弧の長さ 最高点の海 I I ~~IOO~m 
名称 (km) 抜 海溝（k深m度） 活火山数 りの活火

(km) 山数

東 日本弧 800 2.6 9.8 25 3.1 

西 日 本 弧 600 3.2 4.8 。 。。
琉 球 弧 1,500 1.9 7.9 18 I. 2 

へ レ ニ ア 弧 700 2.5 6 0.9 
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が，佐賀平野は1,000年にlOkmの速度で成長している。このデノレタの成長の速度か

ら，ヒューグ等1）は流出土砂量を年間0.2～0.4mmと推定した。日本の流出土砂量は

吉良18）がダムの堆砂量から全国平均で年間0.47mmと見積っている。以上のごとく，

山地の侵食速度，デルタの成長速度，流出土砂量など，土砂の生産 ・流出・堆積に関

して， 日本とギリ シャでは少なくともオーダーと しては同じ値を示している。第 l表

で示した最高点の海抜は，変動帯においては地盤の隆起を表わす 1つの尺度である5）。

両国の地盤の降起畳とそれに関連した土砂の流出の共通性がうかがわれる。

4. ギリシャの地形

第2図にギリシャ 林野庁作成の50万分の l植生図から読み取った1,500m以上の高

山・ 水系の分布を示した。

ギリシャ本土の水系を大別すると， 南北に流れる河川と東西に走る河川とに分けら

れる。 東西に流れる河川の分水嶺は本土の西海岸にほぼ平行に走る石灰岩の卓越した

ピンドス山脈であり，標高2,000m級の高山が連なり ，地形は急峻である。このピン

ドス山脈の南端はペロポネソス半島にまで達し，また多くの支脈は東に走り，エーゲ

海に延びて多くの島々をつくっている。図に1,500m以上の高山の分布を示したが，

ピンドス山脈に集中して分布すること，海岸近くにも分布していることが注目され

る。第 2図には後述のごとく降雨特性によって分類した地域を図示したが，この地域

別の地形の計担lj値を第 2表に掲げた。前述のごとく，高山は地盤隆起の 1つの尺度と

なるが，ギリシャでは l万 km2当たり 4.4個の割合になる。日本の場合を理科年表で

調べると，標高1,500m以上の高山は110f固（火山68）で， 1万 km2当たり 2.95個で，

ギリシャの方が高山の分布密度が高いといえる。小出3）の指摘によると，アノレプス造

山帯の特徴の 1っとして小規模な沖積平野の発達があげられている。 FAOが作成し

たギリシャの土壌図6）をみると，小出の指摘どおりに，沖積平野は山脈によって分断

され，断片的に存在している。比較的広い沖積平野はスラキ地方のストリモン川，マ

ケドニア地方のアリアクモン）｜｜，セサリア地方のニオス川の下流域に発達している

が，その他の小沖積平野の大部分も東西特に東に流れる河川によって造成されたもの

である。南北に流れる河川はピンドス山脈の山中を峡谷をなして流れる河川と，ギリ

シャ北東部のスラキ地方とマケドニア地方の一部を国境沿いの山脈から南下し沖積平

野を発達させている河川とに大別される。 20万分の l地形図でみると，スラキ地方と

マケドニア東部の河川は，デルタの上をいくつもの派川となって流れ，自然河川の性

格が強いようである。この地形図から読み取れるギリシャ河川の他の特徴は，南部の

尻無川と大規模な人工水路と思われる水路である。後者については福田が「世界の纏

獅jllで述べているように，ギリシャは戦後マーシヤノレプランによる援助をはじめと

してその後も多数の洪水防禦工事 ・濯瓶工事を行った成果であろう。図面を縮小した
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第 2図 ギリシャ水系図

第4地域

¥ 1> 

， ， 

（令、‘ 第4地

、、

f ......・標高1500m以上の高山
凡例｛

1第 I地域・降雨地域分類番号

関係であまり明らかでないが，第 2図でピンドス山中を南北に流れるアルカトス川，

アラクトス川，あるいは東西河川の上流部は細かい水系模様を作って流れ河川密度も

高い。一般に南北型の河川はスラキ地方を除けば，その下流に沖積平野を発達させて

いない。その原因の lっとしては，ピンドス山脈中央部は石灰岩が卓越しているため

であろうと思われる。例えば西海岸のアルタ付近をアラクトス川とローロス川が流れ

ているが，前者は 1世紀に800mぐらいの速度で沖積平野を作ったが，石灰岩地帯を

流れるローロス川下流には殆ど土砂の堆積が認められないという 8）。そしてアラクト

ス川の土砂流出は，堆積岩特に造山帯に発達する乱泥流堆積物で特徴づけられるフリ



第2表 各地域（降水特性分類）の地形特性

第 I地域 第H地域 （1) 第E地域 （2) 第田地域 第W地域

ピンドス山脈 7 ケドニア・子 アッティカ ピンドス山脈 全 休

西岸北部
スラキ地方

ツサリア地方 地方 西岸南部

面 積 (km2) 24, 725.3 18,657.1 31,192.8 20,679.9 11,923.5 107' 178.6 

沖積平野 (km2) 2,879.2 5, 726.8 10,314.6 3,955.0 1,629.5 24,505.1 

沖積平野面積率 （%） 11.65 30. 70 33.07 19.12 13.67 22.86 

河川延長 (km) 2,100 1,825 3,150 850 800 8,725 

河川密度 (km/km2) 0.085 0.098 0.101 0.041 0.067 0.081 

高 山数 33 3 7 2 46 

高山密度 （個／1万km2) 13.4 1.6 2.2 0.5 I. 7 4.3 

平均年降水量 (mm) 983 522 602 407 809 634 

年最大日雨量の極値（mm) 126 108 102 110 138 119 
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ツシユの谷頭侵食と渓岸侵食による とハッチンソ ン8.＇土述べている。彼は石灰岩の山

地急斜面が薪炭のための伐採と過放牧による土壌流亡の激しさは認めているが，それ

が下流部の堆積と結びついていないことを指摘している。堆積岩地帯に発達する農業

的土地利用は緩傾斜あるいは農地保護のため土砂流出は少なく ，結局この地方の異常

な土砂流出は， 農業や過放牧な どによるものでなく復活した下刻作用に起因すると述

べている。

第 2表に沖積平野’の面積と面積率を記 したが，ギリ シャ本土のがJ2割強が沖積平野

で日本の低地率15%より若干大きい。日本では盆地の発達が著しいが，大きな沖積平

野は海岸平野が多い。ギリシャ の平野も多くは海岸に面して発達しているが， 50万分

の l地質図でみるとその大半は海岸平野ではなくて盆地型平野である。ニオス川には

比較的広い沖積平野が 2つ発達 しているので，ギリシャには 4つの広い沖積平野があ

る。このうち海岸平野はアリアク モン下流域だけで， 残りの 3つは盆地型平野であ

る。このこと はギリシヤの地殻変動の激しさを示すと共に，河川の状況，河川閥辺の

土地利用に大きな影響を与えているものと思われる。

更に第 2図で特徴的なことは，アテネを含むアッティカ地方のがI川街度が小さい点

である。アッティカ地方は降雨地域分類の第 3地域に含まれ，ギリシャで最も降雨量

の少ない地域である。高山，沖積半野ともに少なく， 低山と丘陵がちの地形である。

5. ギリシャの気候と気象

ギリシヤの気候は，緯度からいっても当然出帯気候に属するが，夏季の乾燥，冬期

の湿潤－温暖という特徴により地中海性気候と呼ばれ，ケッペンの分類の主張気候の

lつにもなっている。前述のごとく，アテネと仙台はほぼ同ーの緯度にあるが，両者

の月平均気温と月降水量を比較すると第 3図のごとくなる。通年的にアテネが仙台よ

り温暖であるが特に冬季に温度差が大きい。冬季の月降水量は両者r＞市聞に大差はない

が，夏季のアテネの乾燥が著しい。つまりアテネは典型的な地中海性気候を示してい

る。更に検討を進めるために岸原が収集した29地点の月降水量の因子分析を行った。

その結果，第 2因子までの累積寄与率は85%に達したので第 2因子まで採り上げるこ

とにした。第 l因子に関連の深い月降水量は10月から 4月，つまり冬季の降水量，第

2因子に関連の深い月降水量は 5月から 9月まで，すなわち夏季の降水盈であった。

各地点の第 l，第 2因子の因子得点を算出し，第 1因子を横軸に，第 2閃子を縦軸に

とって各地点のそれぞれの因子得点をプロットすると， 分布する象限によって 4つの

地域に分類が可能である。すなわち夏季，冬季の降水量の多少の組み合わせの 4通り

になる。このようにして分類された地点を地図上にプロットすると第4図のごと くき

れいに地域的なまとまりを見せている。図にはその後文献9＇から読み取った29地点以

外の 4地点も併せて記入したが，地域分類に変更の必要は認められなかった。図の第
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1地域は夏・冬ともに降水量の多い地域である（以下降水量の多少はギリシャ全体の

平均からの多少を指し，必ずしも絶対盈を指すものではなし、）。 これに対して第 2地

域は，年間の総量は少ないが夏季の降水量が多い地域，第 4地域は，年間の降水量：は

多いが夏季に少なく冬季に多い地域である。アテネを含む第 3地域は，夏，冬ともに

少なく特に夏季の乾燥が激しく，真夏の 7・8月にはアテネで約12mm，クレダ烏の

Chaniaでは僅か0.7mm，最も乾燥するエーゲ海の Thira島では0.1mmに過ぎない。

地域別に夏季と冬季の降水比率を第 3表に示した。参考のために仙台と東京の降水比

率も付け加えた。冬季の降水比率についてみれば，ギリシャの降水比率は表日本の地

点よりもむしろ多い地域もあるが夏季になると降水比率の差は大きい。しかし同じ夏

季乾燥のギリシヤでも夏季の降水比率の分布に大差があり，アッティカ地方の印象で

全体を類推すること ができないことがわかる。次にこのような地域差をもたらす原因

について検討してみよ う。ギリシャの降雨特性を左右する二大要因は，熱帯気団と寒

常気回との聞の前線であるポーラフロン卜の南北への移動と，この前線に沿って東進

する低気圧に対する山脈と海洋の影響である。ヨーロッパの降雨について鈴木10）は次

のごとく述べている。 「ポーラフロントによる雨域は冬は地中海の南岸に達している。

そして，そこに冬の雨の集中があり ，いわゆる地中海式気候をっくり出している。こ

のポーラフロントの雨は春になると，ローマあたりまで北上する。したがって地中海

8 7 6 
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第4図 ギリシャにおける年降雨量と年最大日雨量の極値の分布
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のロ ー7 は冬に降水のピークがあるという 意味での地中海式気候をもたないことにな

る。夏はポーラフロン卜はイギリスからドイツあたりの緯度に達して雨を降らせる。

夏休みにイギリス， ドイツあたりに行くと雨に降られるのは， 8月の北海道での雨と

同じである。そしてその時ロー7 をはじめとする地中海沿岸は暑い日差に照りつけら

れる。これは日本の本州以南と同じ気候学的状況である」 と。すなわち夏 （5～9月）

には，ポーラフロントが北上し，ギリシヤは激しく乾燥するが，第 3表でもわかるよ

うに，ポーラフロン卜の影響が残る北部 （第 1 2地域）は南部（第 3・4地域）に比

較すると相対的に雨が多い。冬（ 10～4月）になると，ポーラ フロントが南下し，ギ

リシャに雨をもたらすが，山脈と海洋の影響で著しい降水量の東西差が表われる。前
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第3表 季節別降水比率（%）

地成 夏季（ 5 -9月）比率 冬季 （10-4月）比率 年降水量（m m)

16. 7 83.3 979.9 

2 31.4 68.6 572.4 

3 11.0 89.0 487.7 

4 9.0 90.3 780.6 

全体 16.4 83.6 645.3 

仙台 60.5 39.5 1,220.0 

東京 53. 7 46.3 1,461.0 

線に沿って東進する低気圧による降水はピンドス山脈の凶岸に多く（第 1. 4地域），

東岸に少ない（第 2・3地域）。エーゲ海で水蒸気を補給されるため，エーケ、海東部の

島腕部は再ひ。雨が多くなる（エーゲ海の第 4地域）のである。すなわち冬季の南北差，

夏季の東西差によって，ギリシャの降水分布は明瞭に 4つの地域に大別されることに

なる。雨季を通じて雨の少ないアッティカ地方が，ギリシャで段も乾燥する地域にな

るのは以上の理由による。一般にギリシャは半乾燥地と云われている。事実，雨量観

測点の年降水量は最大でも l,lOOmm未満である（第4図）。 この点を流出量のヂー

タから検討してみよう。前述のアラクトス）｜｜を始め，ピンドス山脈に源を発するいく

つかの河川で流量観測が行われている。第 4表にアラクトス川上流部の観測値を示し

たが， 年流出高は1,600mm，年降水量はl,800 mmに達している。第 5表に岸原が整

理した日本の山地流域の流出量 ・地点雨量の地方別平均値を掲げた。アラ クトス川

は，ピンドス山脈の西部，降水地帯分類の第 l地帯 （第 4図）に位置し，ギリ シャで

は最も降水量の多い地帯ではあるが，年流出高1,600mmは同一緯度の東北表日本河

川の1,360mmより遥かに多く ，九州の佐賀県嘉瀬川水系上流部の中原川の年流出高

に近く，年流出量から判断する限り半乾燥地とは云えないことがわかる。第 4表で月

降水量と対比して月流出量をみると， 4月から 6月にかけて流出率が著しく大きく，

周辺の気温ならびに流域標高の大きい点を考慮’すると，春先の流出量の増大は融雪に

起因するものと推察できる。日本の積雪河川でほぼ同じ流出高を有する最上川とアラ

クトス川の月流出高を第 5図にプロットした。月流出高の年間分布のパターンはよく

似ているが，アラクトス川は夏季 8,9月の流出高は少ない。しかし，最乾月の 8月

でも流出高は31mm を示し，蒸発散量を考慮する と相当の降雨があるものと思われ

る。 一般に日本では雨量観測点は低地にあり，その地点雨量から流域の面積雨量を推

定すると，第5表の如く，流出量に対し過少な値を示す場合が多い。ギリシャにおい

てもこの傾向は変わらないと恩われたので，アラクトス川流成近傍のイオアニヤの気
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第4表 アラク トス川の7}:J以支

項 LI I l月 12月 I J~ 2月 :; J1 4)'j 5月 6 JI 7 JI 8 JI 9 fl lOti fド”｜

降 7}: l北 （mm) 212.5 281.1 222.5 215.4 205. 7 161. 7 86.2 64.3 58.2 49.2 107.2 144.6 1,808.6 

流 出 高（mm) 144.5 236.1 162.4 148.6 156.3 250. 7 219.0 106.1 55.3 31.0 38.6 66.5 1,615.1 

降 流 出 ギ （%） 68.0 84.0 73.0 69.0 76.0 155.0 254.0 165.0 95.0 63.0 36.0 46.0 89.0 

可能蒸発散 1t(mm) 27.2 20.2 19.0 220 37.4 57.4 94.5 125.1 155.9 128.8 81.7 47.3 816.5 
水

土壌水分の不足 （mm) 。。 。。 。。 。。 。。 8.3 60.8 -30.9 。。 +25.5 +74.5 。。
f塁L 土壌水分保有盈 （mm) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.7 30.9 0.0 。。25.5 100.0 

未 実蒸発 散 量（mm) 27.2 20.2 19.0 22.0 37.4 57.4 94.5 125.1 89.1 49.2 81. 7 47.3 670.1 

水 分 過 剰 （mm) 185.3 260.9 203.5 193.4 168.3 104.3 。。 。。。。 。。 。。22.8 1,138.5 
補

流出 高 （mm) 144.5 236.1 162.4 148.6 156.3 250. 7 219.0 106.1 55.3 31.0 38.6 66.5 1,615.1 

正 水 分 不 足 （mm) 。。。。。。。。 。。 146.4 219.0 106.1 55.3 31.0 38.6 43. 7 640.1 

修正降水 i立 （mm) 270.0 357.0 283.0 274.0 262.0 206.0 110.0 82.0 74.0 63.0 136.0 184.0 2,301.0 

修 実蒸発散 l1I:(mm) 27.2 20.2 19.0 22.0 37.4 57.4 94.5 125.1 130.9 63.0 81.7 47.3 725. 7 

正 水分過 剰 l辻 （mm)242.8 336.8 264.0 236.6 224.6 148.6 15.5 0.0 。。 0.0 。。 91.0 243.8 

降 流 減 ltl・俗日 （mm) 98.3 199.0 300.6 388.6 456.9 354.8 151.3 45.2 。。0.0 。。 。。
水 実 lm出 高 （mm) 144.5 236.1 162.4 148.6 156.3 250. 7 219.0 106.1 55.3 31.0 38.6 66.5 1.615.1 

S正Et可能流出高 （mm) 144.5 236.1 162.4 148.6 136.3 250. 7 219.0 106.1 45.2 。。。。 66.5 1,535.4 

水分不足 （mm) 。。 。。 。。 。。 。。0.0 。。 。。 10.1 31.0 38.6 。。 79. 7 
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第5表 地方別年降水量と年流出量

地方 年！と5干 年（流m出m量） 年流（%出）半 雨点量数観測 流量点数観測

北 海道 1,202 1,359 113.1 12 23 

東北表日本 1,223 1,359 114.1 8 61 

東北衷日本 1,659 3, 148 189.8 8 28 

北 陸 2,560 2,575 100.6 7 46 

山 陰 1,985 1,982 99.8 5 25 

関 東 1,280 1,412 110.5 11 31 

東 海 1,860 2,465 132.5 14 27 

瀬 戸 内 1,422 1,706 120.0 10 25 

南 海 2,728 3,132 114.8 6 29 

九 リH 2,175 2,566 118.0 12 42 

平 均 1,667 2,116 126.9 

メ口込 93 337 

温データを用いて，ハモンの式で可能蒸発散量を推定し，第 4表上側の如く簡単な水

収支計算を行った。その結果，実蒸発散量は約670mmと推定され， この値に年流出

高を加えた2,300mmがこの流域の面積雨量の推定値になる。同僚の計算を他の地点

でも行って，結局アラクトス川流域周辺の山地部の雨量は年間1,800～2,300mm程度

と推定した。第 4図の第 l地域は，第 2表より全面積の 8割以上が山地部と思われ，

この地域の年間雨量は少なく見積っても1,500mmは下らないものと思われる。他地

域の流量データが未入手なので推論できないが，山地部では低地にある雨盈観iJ!IJ.12,の

データより相当多量の降水量があることが予測され，ギリシャ全土を半乾燥地と断定

することは危険である。第4表の下側では，面積雨量の推定値2,300mmと地点雨量

1,800 mmとの比をー率に各月の地点雨量に乗じて修正降水量とし， 上欄同様，実主主

発散量を求め，その差を水分過剰量とし，冬期間はこの水分過剰最と流出量との差

は，積雪の形で翌月に持ちこされるものとした。このように単純な水収支計算でも，

大略実流出高との対応ができ，年間の降水栓推定値2,300mmは大きな誤差を有して

いないものと恩われた。

6. ギリシャの豪雨と洪水

岸原が文部省在外研究員当時に収集した各国の降雨特性を第 6表に示した。ギリシ

ャの年降水量は 4ヵ国中最も少ないが，年最大日雨量の平均，その極値とも日本に次

いで多い。ギリシャの降雨特性と して，豪雨が多いという特徴があるかと思われる。
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第 5図 最上川とアラクトス川の月流出高
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豪雨の定義にはいくつかあるが，二宮12）は豪雨の定義には 2つの立場があるとし， I 

つは気候学的な平均値からみて大島：の雨が降る場合で，他の iつは災害を考慮にいれ

た場合であり，大雨に対する河川や斜面の耐久力から，年雨量の10%が 1日間に降る

と災害の発生がみられるので， これをもって豪雨と定義づけるとしている。このほか

武田13）は，多雨国の日本でも日雨量がIOOmmを越すと災害が起こるので，日雨itt

lOOmm以上の大雨を豪雨と定義した。このように災害との関連で定義づけられた豪

雨の観点から，ギリシャの年最大日雨量を検討してみる。年最大日雨量の極値が100

mmを越す地点の比率を算出すると，オランダは僅か 5%(2/40），英国21%(19/90)

であるのに対し，日本は100%(123/123），ギリシャでは65%(20/31）であり， 年最大
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第6表降雨特性の国別平均値

降水特性 ギリシャ イキ‘リス オラン夕、 日本

年平均降水量（mm) 634.0 862.3 743.9 1,584.4 

年最大日雨量の平均 （mm) 57.1 37.0 31.4 117.3 

年最大日雨量の極値（mm) 208.2 154.9 105.3 806.0 

年最大日雨量の標準偏差（mm) 23. 7 12.5 11.0 47.4 

年最大日雨量の変動係数（%） 41.4 34.2 34.9 39.9 

観測地点数 29 90 40 123 

日雨量の10位までの平均がlOOmmを越す地点が12地点もある。また年降水量の10%

以上を豪雨とする定義からすれば， 第4図の如く僅か 1地点を除いて全て豪雨に見舞

われていることになる。ギリシャ以外の 3ヵ国の統計年数は長いが，第2次世界大戦

で気象観測網を徹底的に破壊されたギリシャ 9）では， 40年以上の統計年のある観測地

点は僅か12地点に過ぎない。したがって今後統計年数が増加すれば，豪雨地点・豪雨

量ともに増加することが予想される。すなわち災害との関連でみると，ギ リシャは豪

雨固といえる。更に第2表，第4図でわかるように，年季節降水量の分布には地域

性が認められたが，年最大日雨量の極値には明瞭な地域性は認められず，半乾燥地の

アテネですら， lOOmm以上の値を示している。ギリシャの豪雨は前線性の擾乱によ

って起っており，したがって豪雨の発生は前線が襲来する冬季に多い。年最大日雨量

の極値の発生年月を調べると， 9月から12月の 4カ月間にその71%が発生している。

このような豪雨と急峻な地形などにより，ギリシャは洪水が発生し易いこと が推測さ

れる。前述のアラク トス川水系とアノレカト ス川水系の 5地点での洪水比流量1引を，建

設省作製の日本の洪水比流量曲線にプロッ卜すると，第6図の如く，ギリシャの洪水

比流量の包絡線は東北地方の和賀川，岩木川，最上川などより若干大きな値を示して

いる。ギリシャの洪水データの統計年が僅か13年であり，豪雨データ同様，統計年が

増えれば更に此等の値が大きくなることは充分に予測される。

7. むすび

今回は現地調査に先立つた予備調査の一部を紹介した。その内容をまとめると次の

如くなる。

1) 日本とギリシャは同じアルプス造山帯に属し，また地殻変動の最も激しい島弧

ー海溝系であり，その活動度もほぼ等しい。地盤の隆起速度の激しい山地は侵食も激

しいが，日本とギリシャの土砂の生産 ・流出・堆積の速度は，オーダとして等しい値

を示し，世界的にみて最大級といえる。

2) 日本とギリシヤは共に小規模な沖積平野が発達し，その面積率もほぼ等しい。



第 6図 ギリシャと日本の洪水比流比1111線 （建設省作成図に記入）
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しかしギリシャは海岸平野が乏しく， 平野の大半は盆地型の平野（構造盆地）である。

本文では触れなかったが， 平野の発達は本土の東部に分布する深成岩地域に著しく，

これに対して本土の中央部から凶部にかけて分布する石灰岩の卓越した堆積岩地帯は

平野の発達は貧弱であり，地質 ・地質構造と平野の発達の関連の深さを示している。

3) 河川は地質構造を反映して，南北型と東西型の河川とに大別でき，水系模様，

土砂の堆積などに相違が認められる。アテネを含むアッティカ地方は最も乾燥する地

域であるが，河川密度も少ない。

4) ハッチンソン8）は，アノレタ地方の激しい土砂流出は，農業や放牧などによるも

のでなく ，地質と復活した下刻作用によると指摘した。

5) ギリシャの降水分布は， 冬季の南北差，夏季の東西差によって，4つの地減に

大別される。アテネを含む第 3地域は年聞を通じて著しく乾燥する。これに対して本

土西部の第 1地域は河川の流出盆から推定すると ，年間少なくても 1,500mm以上，

上流域では2,300mm程度の降水が予測され，夏に若干の乾燥は認められるものの，

半乾燥地とはいい難い。

6) ギリシヤの流量観測の統計4年は短いのにも拘らず， t{j1地域河川の洪水比流量

は，東北地方表日本の数河川より若干大きな値を示している。洪水の誘因となる豪雨

は，降雨分類地域に関わりなく，全国的に発生している。

7) 以上の如く，自然災害の要因には日本とギリシャに強い共通性が認められる。

以上の推論は乏しいデータに基づいているので，多くの誤解や不合理な点があるも

のと思われる。今後の調査によって更に検討を進めたい。

最後に本研究の機会を与えていただいた日本学術振興会，何かと御世話をいただい

ている振興会の阿部係長と tド里さんに改めて謝意を表する次第である。
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