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9. 平田徳太郎と山本徳三郎

(!) 論争点

① 論争の概要

昭和年代に入って平田徳太郎と山本徳三郎との聞において，森林とくにアカ 7 ・； 林

の水源かん養機能につレて，わが国の森林水文学史上おそらく 愚大と思われる論争が

かわされることになる。両氏の職歴をみると，平田は明治37年 （1904）に中央気象台

（気象庁）に奉職後朝鮮総督府を経て大正 9年 （1920）から昭和14年まで林業試験場

技師として勤務し，同年名古屋高等工業学校に転勤している。さ らに戦後昭和21年か

ら林業試験場の森林治水試験に関する嘱託となっており 戦前戦後の両時期に森林水

文関係の多くの論文を発表している。山本徳三郎技師は明治43年 （1910）から昭和16

年まで岡山県庁に勤務して治山事業を担当している。この間に治山 造林関係ならび

に熊沢蕃山など江戸時代の森林と水に関する多くの論文を発表する とと もに，山陽地

方の山野をよく 観察してレる。 論争とな ったのは，前述のアカマツ林の水源かん養機

能に関する意見の対立であった。

両氏の意見の対立は大正14年 （1925）にみられる。平田IIが「森林 ト気象ト ノ関係」

と題する論文において，上記両者の関係の総合的考察結果として，「森林／水源、酒養

能力ト治水的効果ノ問題テアノレ但シ此ノ 二 7ノ問題ニ関ゾテハ各論者／議論／道程カ
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甚タ区々テアノレニ拘ラス其結論ハ略一致スノレトコロテアツテ之ニ就テ多タ言ヲ費ヤス

必要ヲ見ナイ即チ森林ハ水源地／貯水能力ヲ増シ且徐々ニ放水スノレ作用アリト云ブコ

トニハ殆ント異論カナイ此ノ事ハ換言スレハ河川｜ノ最低水位ヲ高ムノレト云フコトテア

ノレ此ノ 一事ハ森林ノ効用トシテ実ニ絶大ナコトテアル」と述べている。

山本拡これを読んでと題して次のように述べている2）。 森林の効用を絶大であると

していることは，「一般にさういふ場合が多いだけだと云ふのみで，さう堅く言ひ切

ることは出来得ない場合もないでもなL、」として，わが函では大河川中河川ではめっ

たにそんな現象は起らないが，「山陽南部の小河川に於ては“徐々に放水する作用”

が必ずしも森林の効用として人生に効果を与ふるものでない場合がある」という例と

して，「徐々に放水する作用」がかえって水車の回転上不便を来したことがあるとし

ている。森林が繁茂しなかった時期には断続的ながらも水車を回転できた，森林の繁

茂のために谷川に水分のある期間がかりに長くなったにしても，水車を動かせる水量

がある期聞が短かくなり，「水車を廻はすだけの水量が，単位時間に来なくなった」

というのである。

この段階では大きな論争にはならなかったが，両氏が論文を発表 してゆくにしたが

って，両氏の意見の相違がしだいにはっきりしていった。本格的な論争になったのは

昭和8年である。平田の「森林の治水越水源酒養機能」3）の中に「森林の水源酒養機

能に関する異説」とし、う項があって，山本という名はでていなかったが，当時の人が

読めば1-D本のことを批判してレることが，はっきりわかるものであった。平田は山本

の考え戸「森林が其の生育の為めに消費する水量が多量なる為めに却って水源を細渇

させるといふ説」とみて批判 したもので，2回の論議がなされている。 山本4）は平田

が前掲書3）の中で「森林が土地を乾かさないといふ作用が樹冠の雨量遮断作用を償ふ

て尚余り有り，森林が其の樹冠の雨水遮断の為に早天の際に少〉量の雨は流水に対し

て，無効になってしまひ，却って水源漏養にならないと L、ふ様な説を為す人もある様

でありますが，此の結果は其の説の誤を明瞭に示して居る」と論断してし、ることを，

軽率で非科学的として次のように述べている。林地の湿潤保持も絶対永久的のもので

なく，無林地よりも長く保持されやすいということであって，林地は「日光の直射が

防がれても，空気の流動によって，乾燥が継続される。丘陵小山で地被物の薄い松林

などで，五十日以上も晴天が続けば，地被物も表土も，無林地同様全乾状態になる。

斯ることは山陽道南半地では間々あることである。斯様な際には無林地も有林地も湿

潤状態に変はりはない，殆んど同様である。斯る際に雨があったとする。有林地で

は，樹冠の雨量遮断量が先つ流水量を減ずる一因となり，次に樹幹，地被物及表土と

水分飽和量だけは差引かれる。其の他の水分消費を暫く論外としても，此の作用は見

逃がすことは出来ぬ。斯る地方と場合とを想定すれば，仮令実地に当らなくても，一

地方の湿潤抵抗の比較試験のみを基礎として，其説の誤を明瞭に示しているとは速断
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錯誤も甚しいもので」あると反論している。

これに対する平田の答臼はおよそ次のようなものであった。岡山の日蒸発量は 8月

の晴天日で 7.0mm，草地からの地面蒸発量はその半分として林外の地面蒸発量とみ

なし，アカマア林内の地面蒸発量を林外のそれの40%と仮定して，林内と林外を比べ

ると， 20日の晴天で 42mm, 30日の晴天ならば 63mmだけ林外より多く土中に水分

が残留する。この林内外の残留水分量の差は，晴天の続く日数が多いほど， 開きが多

くなる性質のものである。これは地面のごく表層だけにつしてであって，表層が乾燥

すると下層の水が吸い上げられてく る。次に皐天続きの後の降雨であるが，第一に地

表流下は熊本県小国の例では林内外と もに lOmm以下の雨量では生じないし， 20

mmに達しでかなりの流下量になるが， 林内外とも地表流下量の雨量に対する割合は

ほぼ同一である。次に浸透を考えると，表土の浅層に吸収された雨水は浸透して渓水

に加わるが，地表流下が発生しないほどの雨でも河水には影響を表わすのである。し

かも浸透は土境内の残留水分量の多い林地が早く始まり，その量が多いのは当然であ

る。なぜならば林地では降雨の一部は樹冠に遮断されるが，その量はたとえば赤松林

で5mm以下の雨量で30%くらい，これより雨量が多くなると20%以下であり，この

程度の遮断量は最初に述べた晴天20日ならば土中残留量の林地の過量が 40mm余の

雨量に相当し，晴天30日な らば 60mm余の雨量に相当するこ とと対比すると，ほと

んど論ずるに足りない量にすぎないからである。このために，「樹冠の為に林地を保

護し蒸発を防く作用は，雨量の一部が樹冠に遮断せられるこ とを償ふて余りあり と記

述した所以である。而してこの事実の数値は土地や，気候や，樹木の種類などに依っ

て多少の変異があっても，この事実其のものは一般性を帯びて居る事柄であって，決

して地方的や特殊の場合に限られた性質のものではなし、。従って渇水の際の湿潤抵抗

は林地の方が少ないとレふ事実も亦一般的の性質のものであるJと述べるとともに，

「山本氏の云はれるよ うな例外的な異常事実があるならば，其の箇所を明示して頂き

たレj とレってし、る。なお，ここに用いられている湿潤抵抗と Lウ言葉は，河川の流

量に影響するのに必要な雨量を意味しており，流域の土壌が湿潤であれば小さく，乾

燥していると大きい。

2ヵ月後に 2回目 の論議がなされている。 山本61は第 l回の平田のしう「例外的な

異常事実Jの例として，記録級りの大正13年（1924）の皐天の例をとりあげて，表土

までは乾かないが表面の地被物は相当に乾燥するとして，「斯様な年に， 20mm内外

の小雨があっても，樹冠と地被物の潤ひとはなっても，地表流下量にもならず，地被

物のみの湿潤に供せられ，表土にまで及ぼさぬことが間々 ある」と して，地被物その

ものの潤いに要する水分は奪取され，その残りを地表流下水として流出するもので，

地被物層の乾くことは必ずしも異常でないとしている。大正13年には地被物だけでな

く，表土のある深さまで乾ききったために，表土の薄い層の樹木は点々枯死したり，
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枝葉の「部を枯らしたものもあった。そして，水位階級が平田氏の例示よりもっと下

った場合，「林内の地被物（土地にあらず）までも気乾状態になると云ふことは，全

然仮定司とのみは言へぬ。かういふ際の雨の時でも，林内からの流出量が，林外からの

ものよりも多いと云ふことは，不敏にして肯定され難L、」として，この点の教示を求

めてLJる。前掲書3）の湿潤抵抗の考察においては，茨城県太田試験地の広葉樹林の伐

採前後を比較している。山本の指摘した平田の述べた水位階級の最低は2.3～3.0寸

(7～9cm）となっており ，山本はもっと水位の低い場合，すなわち流域土壌が乾燥

した場合に疑問をもったのである。平田は伐採前の有林地の場合，樹冠遮断があるか

ら湿潤低抗がその分だけ大きいと考えられるのに対して，伐採後の無林地より小さく

なっていることを，「森林が土地を乾かさないといふ作用が，樹冠の雨量遮断作用を

償ふて尚余り有ること」を示す根拠の一つにしている。

これに対して平田7）は山本氏の論点は， 「一般の森林地といふのではなく ，特殊な

森林即ち山陽地方の赤松林の或場合のみに就いて言って居られる様である」として，

前掲書3）に論述したことは一般の森林の性質についてであって，各論まで立入った訳

ではなし、として，特殊な地方の特殊の森林の稀有の天候の場合であるならば，「それ

に就いては私は実測に依って確める外に致し方ないとお答する外はなL、」として，い

かなる状態にある森林でも一様に同じ程度に治水及び水源酒養の機能をもっとは信じ

ていないとして，「若し森林が水源緬養にならない事実があることを主張せられるの

であるlならば，その事実をもっと正確に調べられたならば非常に有益であらうと思は

れる」 ！とともに，三人の見解の聞には多大の喰い違いがあるように思われるとして，

「今回を以て応答を打ち切ることに致し度L、Jと結んでいる。

② 当時の研究

昭和8年ころまでのわが国の研究実績を「森林の治山治水機能に関する研究抄

録JS）でみると，まず山地でどのくらいの雨があるかとしづ山地雨量の研究から始ま

って，樹冠遮断についての多くの発表がなされているほか，気温湿度 ・蒸発などの

森林気象 落葉による保水量 ポットによる苗木の蒸散量などが報告されている。有

無林地の地表流下量については，平田が引用している熊本県小国の結果のほかに，昭

和8年に伊香保の結果が報告されている。

流域試験についてみると，明治40年 （1907）からの年 (1912）まで茨城・栃木両県

下で林相別の 6流域をとった比較9）がなされており，この中の太田の広葉樹林区が皆

伐されて，その前後の流況が比較則され，皆伐後年流出量が増加していること，無林

地の減水が急、になったこと，論争になった湿潤抵抗も報告されている。平田はこのほ

かに外国の事例として，スイスのエンメンタ ーノレおよびアメリカのワコン ホイール

ギャップの結果も引用しており，前述の茨城・栃木両県下の 6流域のように，地形

土質 地質構造の異なる流域において， 樹種などの森林状態の差異による流況の比
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較については， 「森林の状態は流出量に対しては第二次的関係を持つものに過ぎな

し、Jiiiと述べていることから．平田が最も重視したのは同じ流域で伐採処理をして，

その前後を比較した太田と ワゴン ・ホイーノレ・ギャ ップの両流域の結果であったと恩

われる。このほか， 東京大学愛知演習林の流域試験の成果は昭和8年以降発表されて

いる。このように当時の研究成果はまことに限られたものであって，この中から正確

な結論を引きだすことは困難であった。現在の研究成果は当時と比へて格段に多くな

っており，この時代に比へである程度の解明はなされているが，完全な解明の域に達

していないことは，当時と現在ともに共通である。

③ 対立点

平田が森林は「河Jllノ最低水位ヲ高ムル」12）と考えているのに対して，山本は山陽

南部の小河川ではそうでない場合があるとしてレる。I回目 の論議において，平田が

こうした現象を一般的なものとみようとしているのに対して，山本は平田のL、う森林

と流出との関係を大筋では認めていながらも，渇水時にはあてはまらない場合もある

と考えた。その恨拠としては，山陽南部の異常渇水時の林地の状態をよくみていたこ

とである。 山本は乾燥時の林地においては，「地被物として吸収飽和量を抵当に押え

てからて‘なL、と，下方に供給しなL、」13）として，この分だけ林地が不平IJだといってい

る。さらに論争翌年の論文川には，「年に幾回も刈取られる無林地では，有林地に比

すれば，落葉腐値土層等の地被物も極く僅少で，雨水は山地を素通りして，逸早く山

瀬となり谷川に下 り，溜池に落ちて，濯j概用水に供される」として，洪水緩和の面か

らは不利でも，地表流下水の多い方が溜池の貯水のためには有利としている。普通の

場合，地表流下量が多いことは，洪水流量を増加させることにな って，好ましくない

ことであり，これが常識とな っていることは山本も知っているのであるが， 少雨地域

のごく小さし、流域の溜池の貯水のためには，地表流下量の多レ方がよいと，山本はL、

っている。 しかも平田の有無林地の湿潤抵抗の比較におし、て，山本は平田の示す水位

階級（7～9cm）より低い水位の場合を問題にしている。ここで注目する必要のある

ことは， 2(3）の項で述べているよう に，山陽南部の岡山周辺はわが国の少雨地域の一

つであって，とくに 8月の雨量ではわが国の最少雨地域でしかも 8月の日照時間も長

く， 小乾燥季ともいわれていることである。 こうした地域に住む山本が， 1回目 の平

田の答の中で 「こうした事実其のものは一般性を帯びて居る事柄」と述べている こと

をおかしいと感じたと想像される。

以上のほかに，山本15）が自説を信 じる理由があった。それは旧藩時代からの岡山地

方の森林の取扱いである。彼は「大渓谷の小谷よりももっともっと小さL、小谷を唯一

の望みの綱として回を聞いて居る其所に昔から樹が立って居るならば，そんな所に回

を務える筈もなかったが，斯様な所は樹があれば水が出んと云ふので，旧藩時代から

山に大きな樹を立てさせん申合せになって無立木地の姿て‘居った」と述べるととも
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に，これは明治維新時の乱伐て、無立木地となった場所だけではなく，用水の関係上元

から無立木地にしていた所もあったといっている。この点につレては8の項でも述べ

ているが，宇野円三郎16）が「砂防工施行に伴ひ， 其区域内悉皆伐木を禁止するこ とと

なるに至り，其比柳の苦情ーあるも更にこれを許されず」と述へている「柳の苦情」が

前述の山本の用水の関係上無立木地にしていた区域への禁伐だったものと考えられ

る。こ のように大 中河川は問題はなかったが， 瀬戸内海沿岸に近い丘陵地帯の谷頭

に近いような小流域におし、ては，アカマツの成林とともに流出量が減少することを，

旧藩時代の農民が知っていたというのである。この場合の流出量は渇水流量を意味し

ているとは考えられず，春から夏にかけての稲作期間の水田用水を意味しているので

あろう。

このほか，蒸発散現象に対する両氏の考え方の差がみられる。山本の「森林の水分

消費量を償ふだけの降雨量でも増加してくれればよいが，それもない斯様な場合に森

林水源j回渇論の起るのは当然である」といっている点が，平田の前述の森林の土地を

乾燥させない作用が， 「樹冠の雨量遮断作用を償ふて尚余り有り」といっている点が

異なっている。もちろん平田は太田などの皆伐による年流出量の増加傾向を認めてい

るが，太田の年流出量の増加が樹冠遮断量に相当する程度のものであり，皆伐後の増

加量がその後減少傾向を示していることから，伐採後生育した樹草の遮断量が多く な

り，伐採前の関係にもどると想像されるとしている17）。太田の伐採前後の年流出率を

みると，伐採完了翌年の大正 5年（1916）に67.5%だったものが，同8年 （1919）に

は55.4%に低下している。これは伐採前の明治44年から大正 2年までの3年間

(191 1～13）の57.0%, 57.9%, 57.6%の水準にもどっているこ とを示している。当

時圏内で伐採処理をしたこの唯一の流域試験の結果から，平田は伐採による年流出率

の増加傾向は一時的なもので，伐採後数年で伐採前の状態にもどると考えたとしても

不思議ではない。これが前述の平田の樹冠遮断作用についての考えを作り あげる一つ

の根拠になってし、るものと想像される。山本の主張の根拠をみる と，流域森林が成林

すると ，「従来溜池に落ち込んだ雨水は，先づ第一に樹冠に遮止抑留せられ，枝葉幹

を潤ふすために相当の水分が取られる」山と して，第二に前述の林地の地被物が飽和

するに要する水分を挙げているが，蒸散には触れていない。こうしたこともあって，

山本19）は「森林は如何なる場合に於ても 絶対流去量までも増加するものだと早合点

するのは不合理である」と述べている。この絶対流去量はある期間たとえば年間ある

いは稲作期間の総流出量をさ しているものであろう。こうした山本の観察や江戸時代

からの経験は，近代的な研究とし、う立場に立った場合，定性的な傾向の指摘ばかり で

あって，定量的なものはなかった。 一方平田は近代的な研究と L、う立場に立つてはい

たものの，当時の研究の水準からみて，これだけで森林にかかわる流出現象を解明す

るだけの十分な情報がなかったことも事実である。
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こうした状況下で 1回目の論争となった。山本は平田の一般的な傾向と考えている

森林の水に対する機能の考察において，太田の試験などの実験範囲外の異常乾燥を経

験して観察しており，疑問をもったのは自然のことである。2回目の論議において

は，岡山とし、う少雨地域の異常乾燥時のことが話題になって，平田は実験によって確

かめる外に方法はなレと答えて論争が終了するのである。

このようなことて＼森林の水源かん養機能という古 くて新しい問題であっただけ

に，当時の人がこの論争に関心をもったのは当然であった。そして，山本の意見はこ

の機能の否定ととった人も多かったと思われるが，山本町は少雨地域の丘陵林におけ

る森林の水源、かん養の意義を明らかにする必要があるとして， 「一時にとっと出で呉

れる方が却って好い場合があると云ふ信念を持って居らねばならぬ」と述べるととも

に，総流出量が減少することがあっても，森林による流況の変化によって，供給量が

需要量に達する場合は， 「利用状態を改善し利用量を増加 したる意味に於て立派な水

源溜養である。即ち絶対総量の減少するのは問題でないが，利用時期に於ける単位時

間の流出量が問題である，之れによって森林が水源を緬養するかj閏渇するかが分れる

のである」といっている。さらにこのような小流域以外の水源の深遠な流域の場合

は，森林が総流出量を減少させることがあっても，利用されない急激な放下量を減少

させるとして，森林の降雨時の直接流出量減少効果を認めている。 このような点に対

しては，両氏の考えは全〈共通である。

以上を要約すると，およそ次のようになる。第ーに両氏の学識か異質な ことであ

る。平田は研究者として研究に従事するとともに，内外の文献に精通していた。山本

は岡山という少雨地域で山地あるいは丘陵地帯の状態をよ くみているとともに，熊沢

蕃山の思想や江戸時代から農民の経験の集積による知識を受けつレでいた。共通なの

は林業試験場の報告などの国内文献であった。平田がそれほど少雨とみられない茨城

県太田などの試験から，当初はその結果を一般的な傾向とみていたのに対して，山本

は岡山という少雨地域のとくに乾燥する夏季の山地の状態をみて疑問に思った。 1回

目の論議ではその焦点が合わなかったが， 2回目ではその焦点がはっきりしたので，

そういう特別の地域では実験をしてみなければわからないということで，論議は打ち

切られることになる。

第二は考え方の相違点である。平田が森林は渇水位を高めると考えたことは，太田

の結果からみてうなずけることであったが IL/本は山陽地方南部の少雨地域では疑問

だとした。その根拠は有林地流域の溜池の水の溜りは，無林地流域のそれより少ない

としていることで，降雨時の地表流下水は林地の地被物に吸収されるからということ

であり，平田が湿潤抵抗という直接流出のほかに，有無林地の減水状態の比較という

基底流出をみていたのに対して，山本は地表流下と L、う直接流出をみていた。 このほ

か山本が森林は年間流出量などのある期間の総流出量を減少させるといっている こと
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は，太聞の試験結果のほかに，彼自身の観察と江戸時代以来の経験を受けついでいる

ことが大きいと思われる。平田はこ の点については，太田の結果から伐採後数年で伐

採前の状態にもどると考えていたよ うである。

第三に山本が前項に述べたようなことを主張しているが，森林の水源かん養機能を

否定している訳ではなく，たと え森林が総流出量を減少させるようなことがあって

も， 森林が水利用上好ましレように流況を改善するならば，それがりっぱな水源かん

養機能であるとして，前記の対立点以外はおおむね森林の効果を認めており ，この点

は平田と共通である。しかし，山本の見解は当時の多くの人からは，森林の水源かん

養機能の否定とうつったことも事実であろう。

(2）考察

① 竜の口山試験地における実験

こうした論争があったために， 山林局 （林野庁）は実験する必要があるとして，現

在の岡山市内の竜の口山にアカ マアの老齢林を主とする2小流域をと って，昭和12年

から観測が開始された。以下中野秀章＂ ＇によってその結果をみてゆくことにする。当

初は 1流域を標準区として無処理，他の l流域を処理区として皆｛えする予定であった

が，虫害が激化して南谷 （面積 22.6ha) (i.昭和19年に，北谷 （同 17.3ha）は昭和20

年に皆伐された。 その後北谷は昭和36年まで造林されないで放世されたので，ササヵ：

侵入トアカマツ推樹やネスミサシ ーシデ ・コナラなどの雑木の侵入がみられ， 昭和37

年に事岸沿いの再生林木が延長約 550m，面積にして0.4ha （全流域面積の2.5%)

が伐採された。以下この北谷の伐採の影響をみてゆくことにする。

第2図は渇水流出量と 8月の月流出量の皆伐による変化量を示 している。この変化

量は皆伐前の流出量の回帰式から，皆伐後の皆伐しなかったとしたときの流出量を推

定し，これと皆伐後の測定値との差から推定している。渇水流出量の重回帰式におけ

る独立変量として，前年降水量 ・年蒸発量 4～10月降水量を，8月の月流出量のそ

れと しては， 8月の降水量 4～7月の降水量をとっている。渇水流出量と 8月の月流

出量をとりあげた理由は，この両者が平田 山本両氏の論争を考察するときの参考に

なる点が多いと思ったからである。

渇水流出量とは年間の 日流出量を小さし、方から大きい方へ順に並べて，1番目から

50番目までの50日分の日流出量を合計したものである。皆伐後の時Wlを第 2図の下方

にみられる 4期に分けて，各期の平均増加量をみると ，E期 （放置前期）2.3 mm, 

国期 （放置後期）0.2 mm, N期 （渓岸伐採期） -0.6 mmとなって，渇水流出量は皆

伐後数年は比較的大きな増加を示すが，その後増加量は小さくなる。 次に述べる8月

の月流出量の中に占める渇水流出量の割合は，月別には 8月から翌年 1月までの月が

多く， 8月が最大であって全体の20%程度である。
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第2図 皆伐による 8月の月流出量と渇水流出量の経年変化 （竜の口山北谷）
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次に 8月の月流出量についてみる。すでに述べているよ うに，岡山の 8月は少雨で

日照時聞が長い。この試験では皆伐後造林をしてL、ないので，ササとともにアカマツ

稚樹などが侵入しているが，造林地に比べて樹草の成長の影響が小さL、と思われるの

で，経年変化の傾向を一応無視することに して， 8月の月雨量を償軸に，皆伐による

8月の月流出量の増減を縦軸にと って示したのが第3図である。図にみられる よう

に，皆伐によって減少している年が多く ，しかも糟加を示しているのは月雨量の大き

し、年と小さい年の両端に分布し， 中くらいの年はほとんど減少を示している。このよ

うに，月雨量によって一つの傾向らしいものを示すこと と．第 2図の植生の回復に｛半

う経年変化を対比する と，皆伐による 8月の月流出量の増減は，皆伐後放置された流

援の植生の回復状況よ りも，8月の月雨量がより大きく影響 しているよう である。

第 4図は皆伐による一連続雨量の直接流出量の変化におレて．流域土嘆の乾湿によ

る差異を示している。出水直前に流滅が非常に湿潤の場合It雨量の増加とともに，図

の＠の線にそって皆伐による直媛流出量の増加盆が大き くなってゆく（図の0）。非

常に乾燥している場合は，皆伐されなかったときに予想される量よりも， ⑧の線にそ

って減少量は大きくなってゆき，一連続雨量がある限度円以上になると ，＠の点線

にそって減少量は小さ くなり， 雨量が P，以上になると，減少でなく増加に転ずるで

あろう （図の・）。 第 3図で月雨量が大きく，皆伐による増加を示 している 2点は B



丸山熊沢器山宇野門三郎ー平岡徳太郎と山本徳三郎 （V) 67 

第3図 8月の月雨量と皆伐による月流出量の増減

（竜の口山）（中野秀章による）
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月の降雨が l回か復数回かは別として，直接流出量と流妓土壌の乾湿との関係が簿く

なったためとみられる。この 2点の月雨量は 240mm以上であって，岡山の8月の月

平均戸盈 JOOmmの2倍半に近い値を示している。皆伐により減少してレる点が平均

月雨量 JOOmm前後に多く，しかも月雨量が大きいときに減少も大きいようにみえる

ことは，第4図の流域土壊が非常に乾燥した場合の⑧線上にのるような傾向がうかが

われる。次に第 3図の月雨宣 50mm以下の 4点は増加 減少がともに 2点あるほか，

70mmくらいの所に増加が l点あり，月雨量が小さい場合はその傾向がぱらついて

いるが，量的には増加の方が大きし、。

以上のようにみてくると，基底流出と考えられる渇水流出盆は，皆伐によ って当初

は増加傾向がみられるが，年数の経過とともに増加はきわめて小さなものとなる。 8

月の月流出量を直接流出と基底流出とに分けてみると， f走者は渇水流出量の場合のよ

うに，皆伐によって当初は多少増加しているとしても，その影響は小さいと考えら

れ，より大きな影響を示す直接流出には，流戚土壊の乾湿が皆伐による増減を大きく

作用しているようである。

②考察

(I）③の対立点の項で述べている！｜頂序にしたがってみる。まず第一の学識の異質なこ

とである。 山本がごく小さい流域で開閉した所では，旧藩時代から流戚に大きな木を

立てさせないことになっていたことはすでに述べている。さらに彼は「日本林制史資



68 

第4図 皆伐による直接流出量の変化 （竜の口山における流域の

乾湿による差異）（中野秀章原図）
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料」・「日本山林史保護林編」ー「山林裳報」などの史料によ って，田用水と松の繁茂と

の関係について考察を加えて．北は青森から四国九州まで共通の一線で賞かれている

ことに注意する必要があるとして，「明治時代岡山南半地方の農民の主張は，柴草刈

取場に松林が成林することによって水源を澗渇すると云ふのであるが，それをば一部

奇を好み，徒らに名を売らんとするものの宣伝によるものな りとするが如き， 極めて

浅薄な見方で，認識不足も甚しL、ものである」と しているほか， このような見方に対

する評価として，「西洋人のま日き科学的態度も必要であるが，旧法時代の日本人の知

き天才的に自然、現象を鋭敏に観察すること も，世上の進歩に大なる貢献をなすもので



丸山熊沢蕃山宇野円三郎平田徳太郎と山本徳三郎 （v) 69 

ある」恕）といっている。これは論争翌年の昭和9年の論文であるが，彼の思想を形成

する大きな柱の一つであると恩われる。そして，観察や経験の集積による知識を重視

している ことは，7(1）の項で述べた蕃山と全く共通であり，注目する必要がある。な

お，松の繁茂によって水源が潤渇することについては，日本山林史保護林編23)につい

てみた場合，ほぼ100ベーシにわたる水源かん養林の記載の中から史料をとり だして

いることもあって，山本は「前述の如き旧の藩人主張の正否は暫く別として斯様な見

方も，古 くから全国的に漂った居った事実に対しては，何人もいなむことはできな

し、」刊と述べて，こうした史料によって断定することを保留している。

一方平田は近代科学的手法によ って， 内外の文献に精通すると ともに，彼自身研究

に従事していた。 1回目の論議において，山本のし、うような異常事実があるならば，

その箇所を明示して欲しいと述へるとともに そこに「適当な施設を為して飽く迄そ

の異常事実を究明することに努力致したL、j25）と述べていることから，平田はあくま

でも近代科学的な観測によって，測定値に基づいた討論を求めてし、たことが推察され

る。これが議論がかみ合わない原因の第ーである。

7(1）の項で述べているように，農民などの経験の集積による知識は軽視すべきもの

ではないと思われる。とくに森林状態と溜池の水の溜りのような農民の生活を左右す

る問題に対しては，その結論に大きな誤りがあったとは考えられない。山本はさらに

自分の限で観察したことを加えたのであろう。要するに近代的研究による成果の蓄積

も十分でなかったし，経験の集積も定性的傾向の指摘に止まっており，両者とも十分

な説司力をもちえなかったというのが実態であろう。

次に第二の両氏の森林の流出とくに渇水時の流出に及ぼす影響に対する考え方の差

をみる。平田が森林は渇水位を高めると考えたのに対して， 山本の溜池の水の溜りは

無林地流域の方がよし、という相違点について，荻原貞夫加は「平田博士は地下水によ

る水源保護を前提としたのに対して，山本技師はj留池の地表流下による貯水量増加を

前提とした。これでは議論が正面衝突するのはやむを得なL、」 と述べている。平田が

基底流出を前提としているが，山本は基底流出そのものに触れないで，地表流下すな

わち直綾流出による溜池の水の溜り方からの反論だったことになる。

前項①で述べた森林と渇水時の流出との関係をみると，皆伐による渇水流出量の増

加は量的には小さいにしても，増加傾向を示している。 山形県釜調lの渇水流出量も同

じような傾向を示しているが，同様の小流域において， 45年間放置したところ，年の

最小日流出量が後になるほど大きくなる傾向を示している。その理由と考えられる こ

とは，放置された森林の落葉広葉樹の比率の増加を伴う成長と土嬢条件の改善である

とされている27）。竜の口山・ 3長関lのよ うな浅い土援の小流域において，基底流出が浅

L、土層から供給されて土壌条件の変化がない場合，皆伐によって蒸散量が減少した分

だけ基底流出の増加が考えられるが，土壌条件が好転して水貯溜機能が増加すると，
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基底流出の増加が考えられる。平田が森林は渇水位を高めると考えたことは，竜の口

山の皆伐によ って渇水流出量が増加したと L、う結果と相反するが，当時の研究の水準

からみて誤っていたとは考えられない。当時の茨滅県太田の流域の結果28）において．

前述の湿潤抵抗のほかに， Qを時間 tにおける流量， Qoを初期流量， αを定数と し

て，

Q=Qoe "' 

とL、う式を想定して伐採前後を比較したところ，伐採前後とも初期流量Q。がほぼ等

しい状態で出発して，伐係後定数 αが大きくなっている。これは伐採後減水が急に

なったことを示しており，こうしたことから平田が森林が渇水を高めると考えたこと

は，根拠のあったことである。

次に論議の中心になった夏の乾燥期の8月の月流出量をみる。当然、この中には基底

流出量も直接流出量も含まれている。①の項の第 3図にみられるように，岡山の 8月

の平均雨量 lOOmm前後では，月流出量が皆伐によって減少している年が多L、。 8月

は水田用水にとって重要な月であって，江戸時代の農民にとっても重要な月であるの

に，第 3図で皆伐後減少している年が多レのは，山本の考えと江戸時代からの農民の

経験の集積によるごく小さい流域での森林の取扱いに関する考え方と異なっている。

竜の口山の皆伐後に月流出量の減少を示す年が多L、のは，第4図にみられる表層土療

の乾燥によ って，雨水が土壌の土湿不足の補給に廻るためと考えられる。したがっ

て，農民が考えて作りあげた地被状態と竜の口山試験地の皆伐後の地被状態の問に差

異があったのではないかと考えられ，たとえば竜の口山の状態よ りは多少の林木によ

る遮断や蒸散の増加があっても，低木林で被覆するなど して地面蒸発量を抑えるよう

な取扱いがなされていたとしか考えられない。農民の経験の集積による知識に誤りが

あったとは考えられないからである。月雨量が 50mm以下の少雨になった場合，第

3図では皆伐による培加 減少が各 2点あるが，量的には増加量の方が大きく，この

増加傾向の方は伐採前後とも乾燥してしま って，山本のいう有林地の地被物が水分を

抵当にとった場合に相当するのかも知れない。

以上は地被状態の影響だけでみているが， 地質の影響も無視できなレと思われる。

竜の口山試験地は古生層地域にあって，岡山地方に多い花崩岩地域に比べて荒廃しに

くL、。花崩岩地域では無立木地にするなどして林況の改善を図らない場合は，すぐに

荒廃地とまではゆかなくとも，土壊の浸透性の低下によって，降雨時の直接流出量が

増加するなどして，流況が悪化する危険性が大きし 、。 こうして地表流下などの直接流

出量が増加するならば，これによって溜池の水の溜りがよくなると Lウ山本の主張と

符合してくる とともに， 第4図の土壌の乾湿による直接流出量に及ぼす影響も相対的

に小さくなるからである。このように，地質の影響も無視できないのではなかろ う

ヵ、。
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以上の竜の口山の試験結果を引用しての考察は， まことに大ざっぱな もので，本来

は日単位あるいはもっと細かL、単位で検討する必要のあることである。

異質の学識をもっ両氏の論争において， しかも論点も一致しなかったことであり，

しかも大ざっぱな考察である。今日的視点では多少の問題点がないことはないにして

も，当時の両氏の学識の立場からみると，どちらが正しいとか誤っているとはいえな

レし，いうべきことではなL、と思われる。当時の研究の水準からみて， 両氏の学識が

きわめて高いものであったことは確かであり，この点に深い敬意をいだいているから

である。

第三に両氏の論争に対する当時の人の受けとめ方をみる。現在，中野秀章29）はこの

論争に考察を加えてから，「要するに平田は一般的に河川流量の望ましい姿は定常な

流量であり，豊かな低水流量であると考えた。事実， 大中河川では低水流量といえど

もなお利用水量よりかなり大きかったからこのような考え方に合理性があった。しか

し山本は局地的には，洪水流量はともかくとして，ある程度の高水流量は水利用の面

でも考える必要があるとした。事実，山間の小沢にはこのようなことが認められると

考えたのであり，具体的事例を根拠として主張したのである」と述べている。このよ

うなある程度の高水流量の利用 ということは，現在でも当時でも地表流下は少ない方

がよいという正統的な考え方からみると，よくいえば一歩踏みだしたことになり，悪

くいえばはみだしたとみられたとしづ両面の評価があったのであろう。このほか， (I)

③の顎で述べたように，山本の説を森林の水源かん養機能の否定と受けとめた人も多

かっ仁と思われるが，対立点以外は共通点が多かったこともすでに述べている。

最後に森林水文学史の流れとし、う点からみると，この論争は限定された特殊な地域

におけることであっても，直接流出は小さくと しみ正統的な考え方では水利用上律せ

られないことのあることが示されるとともに，昭和10年前後には竜の口山などのいく

つかの試験地が設置されることになった。半世紀後の今日においては，これらの試験

地の成果が中心になって，この方面の研究を大きく 前進させる契機になったことも，

忘れてはならなレことである。
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明治初期までの山陽道の山野の状況は， 2・3の項で述べているよ うに，徐々にで

はあっても森林状態が悪化していって，荒廃地あるいは生産力の低下した椿悪林地が

増加してゆくとともに，上流の山地森林の荒廃に起因する土砂流出によって，河床の

上昇あるいは天井川化した河川も多くみられた。こうした状態で明治維新を迎えるこ

とになるが，明治以降の状態は岡山県を中心にみてゆくことにする。

岡山県治要覧1）によると，「王政維新後交通運輸／便大ニ開ケ木材ノ市価日ニ月ニ

騰貴スルヤ森林ノ濫伐連リニ起リ再ヒ林相／荒廃ヲ来ゾ明治十年 （1877）頃ニ至リテ

ハ殆ント其極ニ達セリ之カ為メ皐舷水害頻リ ニ至リ遂ニ治水上森林保護ノ忽ニスヘカ

ラサノレヲ悟リ明治十六年 （1883）始メテ県費ヲ以テ砂防工事ヲ起、／荒廃山林ノ救護ヲ

E十ノレニ至 リシモ其事業一小局部ニ止リ未タ顕著ナノレ効果ヲ見ノレ能ハサリキ」とある。

維新後再び荒廃とあるのは，蕃山が林政を更張したために林相が一変して美林の成立

がみられたとあることを受けているもので，この点については蕃山が林政を強化して

造林に努めたが，藩領全体をみた場合，はっきりと林相を好転させられるような社会

情勢でなかったとみられることは， 3の項な どで述べたとおりである。これでみると

明治初年の荒廃は明治10年ころがピー クであって， 宇野円三郎が治水建言を岡山県令

に提出したのが明治15年（1882）であり，以後治山・砂防事業が営々として続けられ

てゆくことになる。

明治末年と現在の岡山県の森林状態を対比したのが第 1表である。明治42年

(1909）には約30万町の民有林中の「其三分ノ一部約十万町ハ無立木地ニゾテ荒廃地

タノレニ過キス加之他ノ樹林地卜量産大部分ハ濫伐後／地面ニ係リ何レモ幼齢林ニシテ旦

生成量淘ニ微弱ナリ 」引とあり，所有別には公有林101,960町の過半は無立木地であっ

て，その中の 5万町には新たに植殺が必要だとしてレる。岡山県の林業3）によって公

有林の状態をみると，その面積10.5万町の中で町村有は1.4万余町にすぎず，大部分

を占める部落有林野の 「大部は地方住民の共同使用に属 し柴草の濫採或は又野火等の

悪行に依り荒廃に帰するに歪れり」とある。このようにみてくると，明治維新後に民

有林の伐採が行われて無立木地が増加した。このために 「公有林ノ荒廃ヲ救済スノレ為

メ明治三十一年 （1898）県令ヲ以テ植樹奨励金下附規則ヲ発布ゾ」叫，県費で補助金

を支出している。このようなこともあって，明治末期には初年に比べて林況は改善さ

れている。幼齢林が多いことは，造林事業を進めたことを示してレるが，依然として

多くの無立木地が残されている。 3(4）の項で述べてレる よう に，江戸時代に最も荒廃

していたのが入会林野であ り，明治期に入っても公有林の無立木地が多いのは，江戸

時代の土地利用の影響を受けついでいることによる。

明治末年から80年近く経過した昭和60年の状態は第 1表の右の欄に示されている。

民有林の総面積は明治42年 （1909）の約1.5倍の数字にな っているが，立木地面積は

2.2倍，民有林面積の3分の lを占めていた無立木地は40分の lになり，面積的にも
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第 I：表 岡山県の森林状態の変化

明治42年 （1909)* 昭和60年 （1985）叫

穫 :;JI] 面積（町） 種 :;JI] 面積 （ha)

固 有林 36, 796 32,633 

民 有林 立木 地 喬林（用材林）（1) 76,278 156,936 

媛林（薪炭林）（2) 81,854 天然林 276, 755 

(1 )(2）の混生林 35,652 

小計 193,784 小 計 433,691 

竹 林 2,420 竹 林 4,785 

無立木地 100,000 無立木地 11, 732 

2十 296,204 2十 450,208 

ぷ口>. Z十 333,000 489,500 

出典 ・：1岡山県治要覧，・・：1岡山県休業統計 （昭和60年）

明治42年に比べて 9分の lに減少している。このよ うに．明治初年から末年までにも

林況の改善がうかがわれるが，明治末年から現在までの改善状況ははっきりした数字

で示されている。

岡山県の明治期の治山 砂防事業引をみると，明治16年 （1883）から同44年

(1911）までの29年間に，地方税負担砂防地砂防指定地指定地外砂防地町村砂

防工指定地合わせて施工面積4,809町であり，工事費は合計して99万余円とな ってレ

る。

農林省直結の治山事業6をみると，第一期治水事業 （明治44年（1911）～昭和10年）

の一環としての荒廃林地復旧事業は昭和 7年に救食事業として発足しているが， 岡山

県では高谷事業所で実行されている。 第二期森林治水事業 （昭和11～22年）の時期に

入って，はげ山復旧のために吉備郡阿曽村 池田村 （と もに現総社市） 浅口郡六条

院町 （現鴨方町），地すべり防止工事として真庭郡美甘村のほか，災害復旧工事が行

われてレる。この両期の山陽地方の施工地をみると，第一期には岡山 広島両県に各

1事業所，第二期には岡山県でははげ山復旧 3ヵ町村， 地すべり防止 1ヵ村，災害復

旧2ヵ村なのに対して，広島県でははげ山復旧 2ヵ町村，山口県でははげ山復旧 2ヵ

村，災害復旧 2ヵ村となっており，岡山県に多く の工事がなされている ことから，山

陽地方では岡山県の山地荒廃が先行していたことがうかがわれる。 戦後は治山事業と

し、う名称となり，いわゆる民有林治山事業として，昭和23年に大阪営林局が玉野市に

事業所を設置して，昭和37年まではげ山復旧事業を実行している，，。

以上のほか県営事業 市町村営事業も引続いて実行されてきている。こうして昭和
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21年の岡山県の調査では 22,000haの荒廃林野があったものが，現在はきわめて少な

くなっている。この県の森林面積の4.5%に相当する 22,000haの復旧と いう ことは重

要なことで大きな意味をもっている。

こう して一世紀余にわたって造林 治山事業が進行していった。ほぼ半位紀前の昭

和10年代には山陽本線の車窓から緑の中に白いはげ山が多くみられたが，現在の山陽

新幹線からははげ山はみられなくなっている。さらにさかのぼると， 3(4）の項で述べ

た阿曽村ですま土砂流出による河川の天井川化に困ってレたが，工事の効果によって昭

和初期にはよ うやく 河床の低下傾向がみられるようになった。この村の事業は県営の

ほか第二期森林治水事業の時期には直轄ででも行われてし、る。戦後には直轄事業は蛍－

林局実行の形をとって，玉野市のような海岸地減に移行していったことは， 自然、のな

りゆきとはいえ理にかなっている。

岡山県の治山事業の最近の傾向8）として次のことが指摘されている。荒廃林野が姿

を消して，外観的には緑がよみがえったが，この間に崩壊地やはげ山で生産された土

砂が， 山間渓流に堆積して不安定な状態にあるため， 現在でも僅かな降雨でさえ災害

の源となっている。 これが近年の治山事業が渓流を対象としたダムが主体となってい

る所以であるというのである。昭和10年代の第二期森林治水事業の時代の花樹岩のは

げ山地践の復旧工事においては，山腹緑化の工事があくまでも主体であって， 床闘の

ような渓流工事は，はげ山の山脚固定のためでもなレ限り施工しなかったもので，こ

れが原則であるとともに，常識になっていたことと対比すると，この地方の山地ある

いは丘陵地の整備が一段階進展したことを示しているものと恩われる。

② 地力のj普強

本項では第ーに地力の増強の必要性を述へることとして，第二に江戸時代からの地

力の推移をたどって将来を展望することにする。第ーのことについては，前項①で述

べているように，明治以降の造林 治山事業によって，ほぼ緑で覆われるようになっ

たために， 山腹斜面からの表面侵食による土砂流出がほぼ停止した。青年悪林地は荒廃

地ほどではないが，やはり地力の減退した林地である。その改良事業 （特殊林地改良

事業）の最近の実績9）をみると，昭和45年 50～58年の10ヵ年の合計は 4,296haであ

り，同59 60年はそれぞれ 282 194 haと減少傾向を示している。

荒廃地 帯悪林地は土壌の A屑ー B屑が全く欠浴しているか，あるいはあっても

少ししかない地域であり，治山植栽などによる土壌の形成によ って，樹草の生育が可

能になる。 花崩岩のはげ山を例にとると，施工時に形成された土壊の範闘において倒

草は成長するが，土壌が少ないときはその後の成長を制約する要因となるとともに，

水保全機能の増大をも制約することになる。洪水緩和および水利用のためには，林木

からの表層土壊への落葉の供給と林木の根系の発展による土壌条件の改善を通じて，

土援の浸透性の維持向上と土壌内の孔隙量とくに粗孔隙量の増加によ って， 水貯j留機
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能のI曽大を図ることが重要であるが，土壊の形成が不十分ならぼこの機能も制約され

ることになる。荒廃地や痔悪林地のようなところでは，長年月を婆することであって

も，土壌条件の改善を図ることによって， 水保全機能の回復を図ることが重要であ

る。同時にこのことが林木の成長を促進することにもなる。このようにみてくると，

林地がほぼ緑で覆われるようになった現状において，河床に堆積した土砂を別にする

と，山腹斜面からの土嬢侵食の問題は一応よしとみられることは，大きな意味をもっ

ている。しかし森林土擦の形成が十分でない地威におL、ては，水貯j留機能も小さし、

と考えられ，さらに林木の成長にとっても好ましい条件下にあるとは考えられない。

このことに関連して， 「岡山の治山jlO）は今後の課題の第一に山火事を挙げてレる。

これは県南部の乾燥地域に多レもので，ササ ーシダ カヤなどのnJ燃性草木が多く，

上木もマ 7類や肥料木で占められている ことが多く，山火事がきわめて発生しやすい

条件下にあるもので，昭和55～59年の 5年間で被災面積 793ha, t員三喜額1.48億円に達

しており，軽視できない被害である。治山施工地の山火事の場合，その燃焼の程度に

もよるが，植殺した樹木が枯死するのは当然として，地表の有機物層が焼失すること

になるので，施工前のほif山の状態にもどるのは当然であろう。しかも失火原因はた

き火 たばこ 火遊びなどで，そのほとんどが不注意による失火であることから，山

火事予防が治山事業の実行と同様に大きな意味をもつことになる。

次に江戸時代以降の地力の推移をみる。 2(2).3(4）やこの項で述べてL、るように． す

でに江戸時代に生産性の低い椿悪林地とみられる林野が多くなっており，明治則にな

っていわゆる「赤松亡国論」に象徴されるような林地の地力の！被退が指摘されてレる。

一世紀にわたる造林 治山事業のほかに，府悪林地に対しても戦後改良事業が実行さ

れてレる こともあって，徐々にではあっても地力は向上してレるものと思われる。全

国的規模でみた場合，戦時伐採と戦後の復興用木材の需要のあった後の昭和30年代の

鉱大造林のために，国有林でほ天然林の林種転換が行われ．民有林においてもほぼ同

時期のいわゆるエ平ノレギー革命があって，薪炭林がスギ ーヒ ノキの造林地に転換され

たものが多かったが， その後の外材の圧力による材価の低迷による経営の採算性が怒

化して，管理不卜分の林地が増加してしる。こうした林鍾転換には木材資源の増強に

役立った面と，成長の悪い不成績造林地を作りだした面という両l屈があった。 不成績

地Ii前述の土撲条件の改善の停止あるいは悪化によ って，水保全機能の改善も停止す

ることになるが，全国的にみて山陽地方はその影響が小さかったと思われる。

要するに江戸時代の山陽道には，森林l京野を荒廃あるレ：;t椿悪1也化させるだけの社

会・経済条件があったので，やむをえないことであったが．現在においてはこうした

条件は考えられなレ。したがって，森林のもつ水土保全機能の中の土壌保全機能の回

復に続いて，水保全機能を回復させる必要がある。たとえ回復に長年月を要するにし

ても，地道にこの作業を進める必要がある。そして，土壊条件をよくすることが地力
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の強化にもつながるであろうし，水保全機能を増強するとともに，林木の成長を促進

させることにもなる。結局こうした活力のある森林を作りあげて，江戸時代以前の好

ましい森林状態に一歩でも接近させることが，次の世代の人に対するわれわれの任務

であると思われる。このためには，積筏的に地力を増強させる方法，たとえば施肥

耕転 有機物の混入などの土壌の質的改善のほか，林木の成長に役立つ土壌の量的地

加などの地力増強工法ともいうべき方策を考える必要があるのではなかろうか。

最後に，江戸時代から明治初期までの林野の荒廃と楕懇化ならびに明治以降の一世

紀にわたる造林・治山事業による森林回復の歴史を教訓として，昭和初期の「治山治

水は安住すべき国土への冥加作業なり」とし、う遠藤安太郎Illの言葉にならって，半世

紀後の今日 「活力ある森林の造成は安住すべき国土への冥加作業なり」ということを

提言 したい。

③ 自然の復元

この項ではまずわが国に存在した美林の状況をみて，次にこうしたかつての自然、の

復元についてみる。 2(1）の項で述べているように， 7世紀に大和国， 8世紀に矯磨国，

12世紀に周防函にヒノキの美林が存在していた。奈良盆地については次の事例があ

る。

万葉集巻 7121

鳴る神の音のみ聞きし巻向の檎原の山を今日見つるかも
しん こも り〈はっせ

三諸つく 三輪山見れば隠口の泊瀬の矯原思ほゆるかも

最初jの歌にみられるように，巻向の檎原の山が大変な評判になっていたことからヒ

ノキが繁茂してレたらしL、。しかも評判lにな っていたことは，美林があったことを示

しているのではあるまいか。巻l旬と三輪山はともに奈良県桜井市内にあって接近して

いる。

西岡常ーらl:llによると ，同 じ奈良盆地の法隆寺の太くて長い大きな柱は，樹齢2000

年以上，直径 2.5m以上の材を四つ割りにして心去り材として使っており，心持ち材

の大きな柱は l；本もなく，五重轄の心柱の根元の部分は直径が 3尺近い太さがあると

L、う。材質は現在の吉野のヒノキに似ていることと， 7世紀の当時の運搬のむずかし

さなと’から，当時法隆寺の近くにヒノキの原生林があって，そこから適材を選んで建

てたのではないかとしている。

秋田でも豊臣秀吉の時代に，スギの大径木の美林が大量に伐採されている。豊臣政

権への秋田杉の運上を秋田県林業史141によってみると ，船材のほかに文禄 4年

(1594）から慶長 4年 （1599）までの間に，伏見作事用板2,095問とな っている。伏見

城に関係した作事に使用したものであろう。この l間というのは大部分が長さが 2間

で厚さ 5寸にして，その幅の合計が2,095間なのである。幅の規絡は文禄4年の例で

は1.6～1.9尺の範囲にあることから，大面積の大径材の美林が伐採されたことがうか
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がわれる。なお，これは秋田実季からの運上だけである。

現在の森林保護は自然公園法 文化財保護法あるいは国有林の保護林の制度などに

よって行われているが，国有林の保護林の状況15）をスギを中心にみてゆく。その指定

基準は 8項目あって，原生林またはこれに準ずる林相をもっ森林 風致の保護助長 ー

レクリエーショ ン 旧記伝説によ る名木・高山植物 学術研究またはその他の目的に

よって保護を要する鳥獣のためなどとなっている。スギの保護林：主北海道から九州ま

で分布しているが，大きさのII僚に 100ha以上のものをとると． ①屋久島第二（下屋

久）3,067 ha，②屋久島第一 （上屋久） 1,287 ha，③花山 （下屋久）689 ha，④桃洞佐

渡スギ （阿仁・米内沢の両署）644 ha，⑤国割岳 （下屋久）447 ha，⑥山の内スギ （古

口）268 ha，⑦院内峠 （湯沢）228 ha，③赤谷 （新発田）143 ha，⑨大杉大小屋（新

宮）140 haであ って，括弧内は所在営林署名である。この9ヵ所を営林局別にみる

と，熊本局 4ヵ所で 5,490ha ( l、ずれも屋久島関係），秋田局 3ヵ所で1,160ha，前橋

lヵ所 143ha，大阪局 lヵ所 140haである。これらスギ保護林中の天然林の混交樹

種と所在営林署をみると，青森局ではヒパ 広葉樹 （大鰐）．ヒハ ネズコ（雫石）．

クヌギ（石巻）．ネスコ ブナ（古Jll），秋田局ではブナ （湯沢生保内真室川の各

署）， 前橋局で：主ブナ （皮下），東京局ではアカ？＇／ カγ類 （水戸），モミ （千葉），

モミ。ブナ（甲府），モ ミ ツカ（河津），モ、 ブナ （沼津），ヒノキ アカマツ（千

頭），大阪局でほコウヤマキ（福井）， ヒノキ（敦賀）， アガ（尾鷲），アカガ／（新宮），

ヒノキ アカマツ（神戸），モミ 7ガ（広島）とあって，スギを主とする天然林で

あっても，混交している樹種には地域性がみられ，かつて生立してレた原生林の林相

をうかがわせる。

こうした天然林の保全を図ることは重要であるが，ここにいう自然の復元はこうし

た自然を積極的に復元しようとするものである。最終的iこ（まその地の極盛相とみられ

る林相を作りあげることであって，前述の保護林とは保護と造成の差はあるが，これ

をもっと大面積にする とともに． 歴史や文学と結びついたものにしたいのである。山

陽地方においては 2(1）てj主べた東大寺造立供養記にみられるような林相が周防国の佐

波川上流に復元できないかということである。大和国でいえif2(1）の日本書紀あるい

はこの項の万葉集にみられるような林相， あるいは現存する法隆寺の五重本の心柱に

もなりうるような森林の造成であるが，後者は生育していた場所が特定できないのが

問題である。 I(l）の項の万葉集にある近江国の田上山は，一度荒廃してしまったこと

と現在は都市化したとみられると Lう 問題点がある。こうした森林が lヵ所でも 2ヵ

所でも復元して，東大寺大仏殿の柱材になりうるよ うな森林になるならば， 現在の保

護林と同様に，さらにまた復元の過程をも含めて，林業林学にとっての大きな学術的

財産になるばかりでなく，国民全体にとっても歴史的ならびに文化的な貴重な財産に

なるであろう。こうした森林と成長が低下した地域の貧弱な森林が対比された場合，
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森林の活性化の重要性が誰にでも感じられて，活性化の機運の盛 り上りが期待され

る。

こうした自然の復元も実現の可能性となるときわめて悲観的である。技術的な聞を

みると，比較的新しい周防国にしても，現在と 8世紀のへだたりがあって，この間に

気候条件がどのように変化しているかが第一の問題である。第二に環境条件の変化で

あって，大気や土獲の変化が考えられ，これらが林木の成長によレように変化してい

るとは考えられない。周辺の影響を軽減するためにある程度の広さをとっても，大気

汚染の影響は除去できないし，土壊条件も悪化していることは確かであって， 問題は

悪化の程度である。第三に自然、の植生選移によ って，最終的にスギ ヒノキが入って

くるのが理想であるが，これが困難だとしても，人工を加えてもよいかどうかはわか

らない。次善の策と して人工植栽をやってみても，吉野附ではスギ・ヒノキとも200

年以上になると，木の中心に空洞ができてくるものがあるというから，どこまで成長

するかが問題である。このように技術的な問題点のために見通しが悲観的であるばか

りでなく， 1000年あるいはそれ以上という気の遠くなるような期間を要することであ

るから，経済的にも大きな負担となる。 しかし，このことは背からの森林状態の推移

をみて，たとえ夢であっても重要なこ とと強く感じるようになったので，あえてここ

で述べたのである。

あとがき

まことに大ざっぱに山陽道の人々と山野の状況を考察してみた。まえがきて、述べた

方針でのとりまとめとい うことは，林政史をこ うした研究の常道あるいは表とする

と，林政9:.を含む山野の状態を述べた文献を総合して，その状態を浮び上らせよ うと

したもので，裏からみよ うと したこ とになるかも知れなL、。 このためには一般の歴

史文学のほかに，林史 （林業史－林政史ー木材史）・農業史工業史土木史災

害史 人口史地方史歴史地理など多岐にわたる文献が必要なのに対して，この報

告は必要と思われる文献の中の一部をのぞいたにすぎないので，文献のあさり方が不

十分といえる程度にもなっていなL、。正確にいえば江戸時代以降の山陽道の人々と山

野を「垣間見」たというべきものである。したがって， 誤りや疑問点もあるものと思

われるので，ご教示をいたどければ幸L、である。最後に多くの方に史実あるいは文献

のご教示をいただいているが，お名前を省略させていただくとともに，厚く謝意を表

するしだいである。
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