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水源林整備における受益者負担

一一論点の整理と若干の展望一一

熊崎 実

1. はじめに

今となってはすでに旧聞に属するが， 1985,86の両年に水源税及び森林 河川緊急

整備税創設の推進運動が展開された。水源林の整備に受益者負担の原則を導入すると

し、ぅ林業関係者の長年の願いが，この運動にこめられていたとみてよかろう。結果は

周知のとおり新しい税の創設までにはし、たらなかった。政治運動としての戦術戦略は

ともかく，理論武装の面でも弱L、ところがあり，受益者負担の必然性や必要性につい

て，もう少し分かりやすく，説得力のあるやり方で， 一般の人たちに説明することは

できなかったか，とし、う反省も聞かれた。

そのように言われると，筆者なども多少耳が痛L、。受益者負担の制度化に関して本

格的な検討が始まったのは1970年代の前半のことだが，その最初の段階からこの問題

にかかわる検討委員会や調査研究に参画して，あれこれ発言してきた経緯があるから

である。私自身としては，お陰さまで各分野の専門家の意見を聞くことができ，大変

な勉強になった。だが，それにもかかわらず，理論的にすっきりしてきたという印象

はほとんどなし、。むしろ，詰めていけばいくほど，わけの分からない深みが見えてき

た感じである。

本稿では，そうした経緯を振り返りながら，問題を詰めていくうえで，どのような

困難に逢着したか，若干整理しておくことにしたL、。おそらく，受益者負担の問題は

今後とも繰り返し論議されることになるであろう。環境としての森林の役割が高まる

一方で，木材生産を通しての森林の管理が主すますむずかしくなるとすれば，その解

決策のーっとして環境便益の受益者による負担をどのみち検討せざるを得ないからで

ある。

2. 経済分析による問題の整理的

受益者負担に関する検討委員会などで筆者が最初に担当したのは，経済学の枠組み

の中でどのように問題が整理できるかということである。当初の見通しとしてはそれ
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ほど難しいこととは思われなかった。経済学の文献を調べていくと，森林の環境便益

の問題がかなり以前から取り上げられており，森林の造成維持に対しては何らかの公

的助成が必要であるとしづ論議もしばしばなされている。典型的な例を二，三あげて

みよう。

イギリスの経済学者 H.シジウイックは，今から百年ほど前に，「社会的に有用な

仕事であってもそれにふさわしい報酬を当事者個人にもたらさなL、」事例として森林

の維持をあげ，次のように述べている。「森林のもたらす降雨の調節や平均化という

有益な効果を考えると，森林の維持は一国に大きな利益をもたらすはずだが，そのよ

うな利益をめざす私的な企ては起こりそうにない。というのは，気候上の改善を適切

に評価したり，売買したりすることが何びとにもできないからである」と。

それからおよそ半世紀のちに，同じイギリスの A.C.ピグーは，私的限界純生産物

が社会的限界純生産物を下回る例として，植林に言及している。すなわち，植林の場

合，「気候上の有利な影響がその森の責任者の所有地の境界を越えて及ぶ」としても，

便益の受益者から代価を徴収することが技術的に困難であるために，私的限界純生産

物が，社会的なそれに較べて小さくなり，したがって私企業による槌林への資源の投

入は望ましい水準に比して過小にならざるを得ない，そしてかかる事態が生じている

のであれば政府が補助金を支出して最適資源配分の達成に手を貸すべきだ，と主張し

Tこ。

さらに1950年代になると， ］.E.ミードが出て，こうした考え方をいっそう厳密な

形で定式化することになる。彼は，ある経済活動の結果が他の経済主体の生産関数そ

のものに影響を与える状況を「環境の創出 creationof atomosphere」と呼び，植林が

木材生産と同時に降雨を調節して下流の小麦生産を増やす場合を例にとりながら，資

源配分の歪みを是正するための補助金の水準にかんして理論的な分析を行った。

実のところ，経済分析のごく抽象的な次元に限定するなら，必要な補助金のレベル

について一定の結論を引き出すことができる。いま，ある地域の森林に相当量の労働

力を投下して保育を行った結果，木材生産のみならず下流での利用可能な水の量が

'1Hだけ増加するとしよう。利潤の極大化を求めて行動する森林所有者は，この保育

作業によって将来に期待される木材収入の限界的な増分（労働の限界生産物）が賃金

率に等しくなるところまで作業員を雇用するはずである。しかし，その収入の増分の

中には理水上の便益が加えられていなし、。もし加えられてし、たとしたら，所有者は保

育にもっと多くの労働を投入したて、あろう。私的限界生産物が社会的限界生産物を下

回るために保育への資源投入が過小になっているのである。これを補正するには，両

者の差額相当分を補助金として所有者に支給すればよL、。すなわち，投下された労働

に対し単位当り '1HP/Wの補助金を支給することになる。ここでPは水の価格， W

は労働単位当りの賃金である。
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好都合なことに，ダムなどに蓄えられた河川水のかなりの部分は個人や企業によっ

て個別的に消費されており，水の増分L1Hについてもその行方を追跡することがで

きょう。各人が追加的に消費した水の量に価格Pを乗じ，その額を各人から徴収し

て，森林所有者への補助金の原資とすればよい。必要な補助金が過不足なく賄えるは

ずである。そしてこれこそまさに絵に書いたような受益者負担なのである。

3. 森林と水一一果てしない論争

上述の整理で問題が片付くなら話は簡単だが，なかなかそうは問屋が卸さない。最

初の難関は，いうまでもなく森林施業が理水に及ぼす影響 （L1H）をし、かにして押さ

えるかである。今回の水源税等の創設運動においても，水資源確保に果たす森林の役

割についてさまざまな論議があった。その多くは， 50年前，否100年以上も前から繰

り返されてきたものである。ヨーロッパやアメリカ，日本などで数多くの試験が行わ

れてきたにもかかわらず，森林と理水との関係については一般の合意を得るまでにい

たっていない。

例えば，山城哲氏などはこんなふうに述べている九「水をめぐる思想でいちばん

わかりにくいのは，『水源かん養』である。河川の水源地域の山林をよく管理してお

かなければ，河川の水は安定しないという考え方である。こういった思想は，どうや

ら江戸時代に確立し，現代にまでうけつがれている。たしかに，水源山地が荒廃すれ

ば，洪水時の土砂の流送がはげしく，下流に害をあたえることはたしかである。だか

ら，防災事業としての治山が重要であるこ とはよくわかる。だが，はたして水源に植

林すれば，渇水量が増加し，干ばつ対策になるものであろうか。山林の水源かん養機

能については，第二次大戦前から論争があり，科学的に論証しうるものであるかどう

かについては，現代でもあまりはっきりしていないようである。素人の私には，とう

てい判断できない。だが歴史的にみるとき，水源かん養機能なるものは，つくられた

『神話』にすぎないのではないかという疑問をもたざるをえない。」

河川工学など水の専門家の中に同じような疑念を表明する人たちが結構いる。森林

の水源かん養機能が，確かな実証データを持たないまま，多少過大に喧伝される傾向

があったのは事実である。また，水源かん養機能への強い傾斜は，「コンクリートで

地表を覆い，川をせき止めることしか考えなし、」近代的な水対策への批判にまで発展

してゆく。例えば，「水を自然、から切り離して扱おうとした堤防万能主義，ダム万能

主義によって，水IH、よいよこの国土に足りなく，一方ではいよいよ暴れ回るように

なってしまった」という富山和子氏の批判がある九河川工学関係の人たちがこのよ

うな論議を快く思わなかったで、あろうことは想像するにかたくなし、。

同じような意見の対立は，すでに今世紀初頭のアメリカ合衆国で顕在化していた。

当時の「保全運動」とも連動して，河川流況の安定に果たす森林の役割が強調され始
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めていたのだが，気象学者や河川工学の専門家の間からは「森林は河川流量にほとん

ど影響を与えなL、」という意見も聞かれるようになった。これに対して林学の教授た

ちがするどく反発したことはし、うまでもなし、。「森林の理水効果は，観察と良識と経

験に基づいて世界中の文明国で認められている」と。やがてこの論争に決着をつける

べく， 1910年に山林局と気象局の共同で流域試験が始まった。これが，かの有名なワ

ゴンホイールギャツ（コロラド州）の試験である。その成果が十数年後にまとめられ

た。アメリカ林政史を書いた S.T.ダーナによると，結論的には，「森林が河川の流

量に影響を与えるのは事実だが，この影響は流域ごとに著しく違う要因に左右され，

一般的な結論を引き出すのは不可能である」ということであったらし＼， ,4）。

たしかに，水と土と緑が織りなす森林での水文現象は，あまりにも複雑すぎて分析

的なやり方では歯の立たないところがあるだろう。しかしそれにしても，山城氏のよ

うな水問題の専門家の疑念に対してちゃんと答えられるだけの実証データがないとい

うのは，お寂しし、かぎりである。むろんデータがまるでないわけではない。部分的な

現象の解明に係わる試験研究の成果はかなりあるのだが，それらを総合して最終的な

結論を得るまでにいたっていないということだろう。森林の存在はいろいろなルート

を通して河川の流量に影響すると言われる。この中にはプラスもあればマイナスもあ

るわけだから，総合判断の枠組みがないことにはなにも言えない。そしてこのような

状況のもとでは，意見の違う人たちがそれぞれ都合のよい部分的な事実に依拠しなが

ら不毛な論争を続けることになり易し、。

森林の理水への影響を流域という広がりの中て、総体的につかむ方法はないものだろ

うか。実のところ，受益者負担の論議と結びつくのはこのオーダーの話である。詳し

く言うと，森林の理水効果をどのような指標で捉えるかとしづ厄介な問題があるのだ

が，この点にはいっさい立ち入らす）こ実例で説明しよう。

4. ある実例から

周知のように，九州北部は1978年に異常渇水に見舞われ，福岡市では 5月10日に給

水制限が始まり翌年の 3月24日まで続いた。竹下啓司氏によるとへ那珂川上流の南

畑ダム（集水面積27.5km2，有効貯水量456万 m＇の多目的ダム）は 78年の 6月10日前

にはほぼからっぽになっていたという。幸い10日から11日にかけて320mmの雨が降

り，ダムの貯水量は一挙に250万 m＇にまで回復した。しかし降った雨の量を体積に

直すと880万 m＇になる。残りの 630万 m＇もの水はどこへいったか。その大部分が森

林に蓄えられたことはし、うまでもない。その証拠に，降雨後連日十数万 m＇が夕、ムか

ら放流されたにもかかわらず，ダムへの流入がそれを上回り， 1週間後に310万 m＇に

達している。このダムは，洪水調節の関係で夏期の貯水量を312万 m＇以上にするこ

とができなし、。それゆえ320mmの全降水が一度にダムに入ったとすれば，その65%
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を放水しなければならなかったであろう。現実には，森林がこれを蓄えてくれたお陰

で，無駄な放水をしなくてもすんだのである。さらにいえば全県下が干上がっていく

なかで，水源地帯の森林からは 1日15万トンの水がにじみ出ていたとし、う。

このような実例で示してもらえると，森林の水源かん養機能の意味が素人にもよく

分かる。さて，そこで問題は，集水域の土地利用の状況や森林構成の変化に応じてダ

ムへの水の流入の仕方がどのように変化するかである。かつてはこの集水援も常緑の

広葉樹林におおわれていた。その後薪炭生産などが盛んに行われ，二次林に変わって

ゆく。第二次大戦後それらの大きな部分が針葉樹の人工林に変換されて，いまその人

工林は成熟途上にある。森林景観のこうした変化により河川の流出のパターンはかな

り大きく変わってきたにちがし、ない。あるいはまた，流域内での伐採水準や除間伐な

ど森林の保育水準を変えれば，多少違った結果が出てくるだろう。どのように変わる

のか。早く言えば，それを予測できるようなモデルが欲しい。

水源地森林機能研究会が1985年9月に出した報告書には，流域単位のシミュレーシ

ョン・モテソレが提案されている6）。これは，一つの流域を単位メッシュの連結で表現

して，ここに一定の雨が降ったときその雨水がどのように流れて行くか，コンビュー

ターの上で再現しようというものである。各メッシュは立体構造になっていて，樹

冠， A。層， A層， B層及び基岩層を持ち，隣接する各層・各メッシュの聞の水の移

動と樹冠地表からの蒸発散が再現できるようになっている。また森林の状態はし、ろ

いろに変えられる。このそテソレに降雨のノミターンをシナリオとして与えれば，任意の

森林状態のもとでのダムサイトへの水の出かたがハイドログラフに描き出される。

現在のところ，地中における水の挙動についてはまだよく分かっていなし、。それだ

けに，大きな流域についてこのようなモデ中をつくるのは大変なことだと思う。しか

し，たとえ困難であるにせよ，それに向けて努力するしかあるまい。この種のマクロ

的な接近が不可能であるとすれば，受益者負担への定量的な接近はもとより，森林の

理水機能をめぐる果てしない論争に終止符を打つこともできなL、からである。

5. 林相とのかかわり

歴史的に見ると，流域内の7 クロ的な森林景観が変化するにつれて，水の流出パタ

ーンも相当に変わってきたであろう。天然林が頻繁に伐採されて貧相な二次林にな

り，水災害が増加した例は数多く記録にとどめられている。また，第二次大戦後に経

験したような急激で広範な林種転換も，一時的にせよ森林の理水機能を低めたケース

が多かったと思う。現在では林種転換がほとんどなくなり，造林地での森林蓄積の増

加が著しし、。それにともなって理水機能も改善されつつあるとみてよいのではあるま

いか。ただ，除間伐の手遅れで林分が過密になり表層土壌が悪くなっている場所も少

なくないようだ。また，これからの森林伐採の頻度や方法も河川流量に直接効いてく
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るであろう。

除間伐や枝打など森林保育の一般的な水準が，流域における水の出かたにどのよう

な影響を与えるのか。森林の伐採率や伐採方式を変えたらどうなるか。さらに長期的

には樹種・作業種－伐期などを変更した場合の効果も知りたし、ものである。現在まで

のところ，試験地でのデータはかなりあるのだが，流域全体を視野におさめて論議で

きるような一般的なモデルが欲しL、。もとよりそれは容易なことではなく，初めから

高い精度を狙うのは困難だが，目的をはっきりさせて系統的にデータを集めるように

しないと，いつまでナこってもまとまった成果は得られない。

いずれにせよ，森林の状態と理水との関係についての断片的な情報だけで施業のや

り方を決めるのは危険なように思う。例えば，森林の伐採量を増やせば水の流出量が

その直後に増加するのはほぼ確実である。しかし過度の伐採によって森林土壌が壊れ

てはなんにもならないし，大雨が降ったときのことも考えねばならなし、。また，蒸発

散量の少ない林木に変えることで流出量が多少増えるにしても，比較的雨の多い地域

で本当に有効かどうか総合的に検討する必要があろう。総合的な思考の枠組み（一般

モデル）が求められるのはこのためだ。

6. 理水機能の経済的評価について

雨量の少ないアメリカのアリゾナあたりでは，森林を伐り透かすことが，河川への

水の流出量を増やすのに効果的であるとされているが，このようにして増加した水の

量を評価すること自体はそれほど困難なことではない。ロッキ一山地林業試験場は次

のような方法で推計している7）。

まず，発電用水についていうと，水量の増えた分だけ，火力発電を減らすことがで

きるわけだから，後者のコストをベースにして水の価格が推定される。流出量の増加

はまた，地下水の汲み揚げを減少させる。それによって節約される揚水施設の操業費

や維持費が増加流量の便益を評価する手がかりを与えてくれる。さらに，多少無理を

すれば，地下水位の低下速度を遅らすとし、う長期的な便益を付加することもできるで

あろう。最後に，利用可能な水の量が農業生産を厳しく規制しているアリゾナのよう

なところでは，河川の流出量が増えることで，耕作面積が増えるとともに，より有利

な作物の栽培が可能になる。農業用水に向けられる水の便益評価は，農業所得の，こ

うした増分で‘もって測られる。

きて，福岡の異常渇水の事例をもう一度思い起こしてみよう。上述のアリゾナでの

評価方式がどこまで適用できるであろうか。日照りが続いているときに，水源地域の

森林を伐採すれば河川の流出量が増える。それによって厳しい給水制限を何がしか緩

めることができるとすれば，福岡市民の多くは，増加した水に対しでかなりの金額を

支払っても良いと思うに違いない。給水量が大幅に減って，生活面でさまざまな費用
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の掛かり増しが生じ，営業面でも無視できない損失が出ているであろうからである。

実のところ，まさにこの支払っても良いと思う（willingnessto pay）額こそ求めるべ

き便益になるのだが，何万何十万に及ぶ家庭や事業所について幾らかでも納得のいく

数字を求めるのは，至難の技である。給水車の出動減による費用の節約は明らかであ

るけれど，それはおそらく部分的な便益の推計にしかならないであろう。

しからば，一度に沢山降った雨を一時蓄えておいて徐々に流し出す森林の働きをど

のように評価するか。仮に，南畑ダムの集水域に森林がなく岩石地で覆われていたと

したら， 6月10日から11日にかけて降った大雨をダムだけでは貯めきれず，無駄な放

流を続けなければならなかったはずである。この無駄をなくそうとすれば，大きなダ

ムを造って有効貯水量を一段と増やす必要があろう。森林のもつ理水効果はそうした

掛かり増しを不要にしているわけだから，節約されたダム建設の費用額を理水効果の

便益とみなして差し支えない。その上，岩石地からの土砂流出がなくなることで，ダ

ムのしゅんせつ費が大幅に節約され，これも森林の便益に加わってくる。

しかし全く樹木のない岩石地と森林との比較は，いかにも非現実的である。現実

にはすでに蓄積の大きい相当な森林ができあがっている。この場合は，森林に手を加

えることによりどれほど理水機能が高まるかが問題になるであろう。前述のシミュレ

ーションモテソレにより森林の保育水準を高めた場合の効果が推定されたとする。これ

が水道事業体にどれほどの利益をもたらすかは貯水ダムの容量との関連で決まってく

る。つまり，ダムの水量調整能力を実質的に補強するようなものであれば非常に好都

合であるが，ダムの調整能力の範囲内におさまっているような場合には有難みがずっ

と薄れてしまうであろう。

そもそも，通常の施業が行われている森林で理水機能を目だつ程度に改善すること

ができるかどうか。むしろ，不断の手入れと節度ある森林伐採により現在の良好な状

態を維持していくことの方がずっと重要なのかもしれない。後者のケースであるな

ら，必要な手入れを放棄した状態と比較して，「良好な管理」の便益を求めることに

なるであろう。ところが，その「必要な手入れを放棄した状態Jとはどのような状態

を指すのか，基準のとり方いかんで良好な管理の便益額は大きくもなるし小さくもな

る。この問題は，次に述べる所有権者の森林管理責任とも密接に関わっている。

7. 環境権の帰属問題

森林造成の環境効果に着目してこれを助成すべきだとする，シジウイックやピグー

らの論議は，森林を遠い昔になくしてしまったイギリスにおいて一般の同意が得られ

るにしても，豊富な天然林を伐採して造林を始めたアメリカなどでは素直には受け入

れられない。造林に「環境の創出」効果があるにせよ，そのひとつ前に「環境の喪失J

ともいうべき天然林の伐採が先行している。伐採によって環境が悪化したのであれ
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ば，造林によってこれを幾らかでも償うのは伐採者の当然の責務である，したがって

造林に補助金を支出するのは間違いであり，むしろ造林の不履行に対して罰金を課す

べきである，といった論議が成立するのである。

一昔前にピグーは，煤煙を出す工場に対して補助金を与え除盛装置をつけさせるべ

きだと主張した。今どきこんなことを言うと「盗人に追銭をやるようなものだ」と笑

われるかもしれない。人類の共有資源である大気を汚染するのは許されないことであ

り，大気の汚染に対しては厳しい罰金を課すべきだとする見解が支配的である。罰金

を取られるとすれば，だれもが自らの経費で除塵装置を設置するだろうから，補助金

を支給したのと同じ効果が期待できる。補助金がし、L、か，罰金がし火、かは，そのとき

どきの社会的な判断による。

これは結局のところ，環境なるものの（ゆるい意味での）所有権が誰に帰属するか

とL、う問題に帰着する。良好な森林環境を享受する権利が全面的に一般市民の側にあ

るとすれば，健全な状態で森林を維持するのは所有権者の責務であり，乱暴な森林伐

採などにより環境を悪化させた場合には，罰金のような代償を払わなければならな

い。逆に，森林の所有権が環境としての森林にまで及ぶとすれば，良好な環境を欲す

る市民は，森林所有者に何らかの代償を支払って，それを手に入れることになる九

ここで，森林のもつ「公益的機能」をし、くら強調しても受益者負担を正当化する足

しになっていないことに注意されたい。まして，「日本の森林は 1年に12兆8千億円

相当の公益的機能を生み出しており，森林所有者はこの一部を受け取る権利がある」

といった手前勝手な論議は問題外である。例えば，たまたま利根川水系の奥地に広い

面積の広葉樹の天然林を持っている人がし、たとしよう。この林が生み出す 「公益的機

能」を12兆8千億円スタイルで評価すれば莫大な額になる。彼はこの一部を請求する

権利があるだろうか。答えは明らかに「ノー」である。森林の機能が高いのは自然の

恵みであって彼の努力によるものではなL、からだ9）。

いずれにしても，所有権というのは絶対的なものではなL、。それはよく言われるよ

うに「権利の束」であって，この中には所有者がやってよいこととやって悪いことと

が含まれている。私は自分の持っている土地で木材生産を行うことはできるけれど，

土地を荒廃させてしまう権利はなL、。そもそも，この地球上の大地は，将来世代を含

む全人類の生存の基盤であり，その意味で人類共有の財産である。これを一時的に預

かっているのが土地所有者であるとすれば，水土保全にも配慮しつつ森林を健全な状

態で維持するのは所有者たるものの責務と言わなければならない。

森林所有者の義務と権利の具体的内容は社会的な価値判断によって決まってくる

が，高いレベノレの保育の続行が義務づけられるような場合には，保育の不履行に対し

て税金を課すといったケースすらあり得ょう。つまり，環境権の帰属や土地所有権の

本質をめぐる形式的な論議を詰めていくと，先方に向けたつもりの請求書が当方の支
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払い明細になっていたという予期せぬ結果になるかもしれなし、。

8. 「受益者」負担の是非

周知のように，今日の費用分担の要求は，環境権の帰属といった原則論ではなく，

上流の自治体や森林所有者個人では水源地域の森林の保育管理が実際問題として困難

になったとLづ現実認識から出発している。過疎地帯の山村において森林が持ちきれ

なくなったとすれば，このまま放置しておくわけにもし、かず，なんとかしなければな

らない。しかしそれを水利用者の負担でやるというのはどのような根拠に基づくもの

であるか。

いうまでもなく，利益を受けるものが負担するというのがわれわれの社会の原則で

ある。欲しいものがあったら自分のかねで買わなければならなし、。ただ，それは個別

的に消費される「私的財」に限られていて，集合的に消費される国防，外交，公衆衛

生，都市公園といった「公共財」的なサーヒスは，受益者負担というわけにはゆかず，

各人の受益の量とは無関係に一般の税収入で賄われているのが普通である。

森林環境効果のほとんどは不特定多数の人びとによって享受され，公共財的な性格

が強い。その中で，水というのは，例えば各家庭の水道の蛇口から出てくる水がそう

であるように，私的財の一面を持っており，森林の水源かん養機能に対しては受益者

負担が成立するかにみえる。しかしそれは水利用の一面でしかなL、。水源地域から流

れ出した水は，海にはL、るまでにさまざまな使われ方をする。家庭用の飲料水のほ

か，農業用水，工業用水，発電用水，さらにはリクリェーションなど数え始めたらき

りがなし、。そして川を流れている水そのものは公共財というべきであろう。上流も下

流も流域内の全ての住民が何らかの形で水の恩恵を受けているのは明らかだが，そう

した受益の総体を量的な指標で明らかにするのは，まず不可能である。

加えて森林の多面的な働きがさらに問題を複雑にしている。木材生産以外の公益的

諸機能の中には，水源かん養のほか，国土の保全，酸素と炭酸カスの交換，気温気圧

の安定化，老廃物の除去といったことから，保健休養教育面での文化的な働きまで含

まれている。森林の造成維持費用が「分担」さるべきだとするなら，こうした機能の

受益者全員で負担すべきだとする意見が当然でてくる。しかし，木材生産を含めて森

林の有するさまざまな働きは，森林生態系における物質 エネルギーの交換過程を通

して「結合的」に生み出されているものであり，その費用を各機能に割り振るという

わけにはいかなL、。それは肉牛の育成費が牛肉と牛皮とに分けられないのと同じこと

である。さらに，水以外の公益的な諸機能については，受益者の特定がもっと困難に

なろう。

このようにみてくると，森林の水源かん養効果は受益者負担になじみにくいサービ

スということにもなる。これを根拠にしてしばしば聞かれる論議は次のようなもの
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だ。「だからこそ，水源地域の森林を保全する仕事は，伝統的に政府が担当し，必要

な経費は原則として一般租税収入で賄われてきた。しかも，造林保育活動の活性化は

林業振興の中心課題であり，山村の過疎化に起因する諸問題は社会政策の一環として

対処すべきものである。どうみても受益者負担を求めるのはおかしい。」

森林の環境効果が「公共財」に近い性格をそなえているのは事実だが，受益と負担

とをなるべく一致させるとL、う原則も，社会的公平の観点からは重要なことである。

全国の水系をいちべつすると，水需給が逼迫しそうなところとそうでないところがあ

る。巨大都市を抱えた流域で、は，よりレベルの高い水源、林整備が要求されよ う。その

ための付加的費用をほかの流域の人たちにまで負担させるのは，いささか納得しにく

い。全国に共通した，水源林整備の基礎的な部分は中央政府の負担とし，各流域の事

情に応じて付加する部分についてはその流域内で賄うとL、う方式が考えられよ う。た

だし，この場合でも「全国的な共通部分」と「地践的な特殊部分」との線をどこで引

くかとL、う問題は残る。

9. 視点の違い

以上の論議からも明らかなように，水源、林の整備をめぐる受益者負担の問題は，な

かなか一筋縄ではし、かないところがある。森林の水源かん養機能についてなんとか理

解してもらったと思っても，その効果をきちんとした数字て・示せとか，貨幣価値に換

算せよ，などと言われるととたんに困ってしまう。たとえ四苦八苦してこのハート、ノレ

を越えたとしても，森林所有者の保育管理義務のような話が出てくるだろう。そして

あげくの果ては，森林機能の多面性と受益者の特定にからむ難しさを盾にとって，そ

んなことは政府の一般会計でやるべきだ，というところまで行くかもしれない。

水源地域の森林整備に関して下流の水利用団体などに協力を求めると，よく次のよ

うな答えがはね返ってくる。「ご趣旨は良く分かりました。納得のいくものなら負担

しましょう。この事業で計画されている森林保育によって私どもの水道事業にどれほ

どの利益があるのか，端的にいえば渇水期の水量がどれくらい増えるのかはっきりさ

せて下さし、」と。負担する側としては，当然の注文ではあるし，われわれとしても，

受益者の皆さんがたから有無を言わせず取り立てのできるような請求書を作りたし、と

思っている。ところが実際には，森林整備の理水上の効果が論議の焦点になってくる

と，費用分担の話はまずまとまらない。請求書の提示を求めること自体，ないものね

だりの意味を持っているからである。

逆にわれわれの側から言っても，受益者負担を理づめで難攻不落にしておいて，が

むしゃらに社会の同意を取り付けようとするのは，あまり賢明な戦略ではなし、。はじ

めから協力を拒否するつもりであれば，われわれの論理に対して反論する手がかりは

いくらでもある。当方にはこれを論破する決定的な決め手がなし、。というのも，まず
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第ーに森林をめぐる水文現象はきわめて複雑で長年の研究努力にもかかわらず科学的

な手続きを通して万人が納得する一般的な結論を得るまでにはいたっていないこと

と，第二に争点のいくつかは客観的な論証に基づいて論議することの難しい価値判断

の問題を含んであるからである。

さらに，この種の問題で特に重要だと思われるのは，論議の枠組み，ないしは土俵

をどのように設定するかである。下流の水道事業体の関係者と話をしていると，特定

の森林施業によって，近い将来に予測される給水制限のような事態がどれくらい回避

できるか，といった短期的な効果だけに論議がしぼられやすL、。短期的な効果という

ことになれば，ダムのほうが効率的であろう。森林の水源かん養効果を高める，大変

息の長い仕事を，コ ンクリートのダムと同じものさしで比較することには，いささか

問題があるように思う。

森林は「緑のダム」とも呼ばれ，ハイドログラフで見る限り，森林の理水機能はダ

ムのそれと同じように見えるかもしれないが，そのメカニズムは全く違う。少なくと

も投入と産出との関係がダムのようにはいカ‘なし、。よく知られているように，森林の

理水機能を支えているのは，厚くて柔らかな土壌層である。この土壌層が，降った雨

を－＿§＿貯留するとともに，地下深部の基岩や風化層の孔隙へ徐々に導く役割を果たし

ている。つまり，森林の形成する落葉層が，まず土壌表面の孔隙組織を保護し，落葉

が分解して腐植になると土壊中に混入して浸透と貯留に好適な構造を育成していくの

である10）。

いうまでもなく，そのような土壌層は簡単には造れない。古い天然林の厚くて柔ら

かな土獲層は何十年何百年という年月をかけて形成されたものである。その森林に人

為が加えられたとしても，森林土壌が良好に維持されているかぎり，森林の理水機能

自体はそれほど変化しないであろう。逆に，そのような森林では樹種構成や施業方法

の変更を通して理水機能を顕著に高めることも難しい。乱暴な伐採を回避し，森林が

不健全な状態にならないように絶えず配慮することが，水源林取扱いの基本である。

もしそうであるとすれば，ある流域内の特定の場所での特定の育林作業だけを取り

上げてその理水効果を問題にするような論議のたて方はナンセンスである。 一つひと

つの保育行為は，連続する森林施業のひと働でしかない。後のやり方が悪いとせっか

くの保育作業が無駄になるし，あるいは不注意な施業や保育の不履行でも適切なフォ

ローア ップによってその悪影響を最小限にとどめることができる。流域内の森林が全

体として絶えず良好に管理されているとき，森林の理水機能は長期的に改善されつつ

ある（ないしは高い水準に維持されている）と見てよいであろう。

実のところ，最初に提示したり '1HP/Wのような数式のなかに，このような観点

を組み入れることはきわめて難しL、。簡単な数式で処理できる短期の土俵で論議を進

めると，どうしても森林施業を個別的に取り上げて河川流量への短期的な影響を問題
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にすることになり，森林の水源かん養の一番大切なところが抜けてしまうのである。

ただし，論議の枠組みを広げれば広げるほど，「お説教」に頼る部分が多くなり，異

論をさしはさむ余地も拡大する。やはり，前にふれた流域単位のシミュレー ションモ

デルのよ うなものを準備して，森林施業の長期的な効果をはっきりとした形で提示

し，理解を求めるのが最善であろう。

10. むすび

このようにみてくると，費用分担という社会システムが現実に成立する可能性はま

すます遠のいて行くかに見える。ところが，わが国においてはかなり以前から上流の

森林整備に下流の水利用団体が参加するケースが結構あった。それらが成立する経緯

については以前に詳しく論じたからここでは繰り返さないII）。たとえ森林の理水機能

についての正確な便益評価ができていなくとも，上流と下流とが理性的な話し合いを

通じて費用分担の合意に達する例はこれまでもあったしこれからもあるであろう。

そのような合意が成立するためには，上流と下流が共同して水源を守るとしみ姿勢

が双方になければならなし、。下流の都市住民は自分の飲んでいる水の水源にも っと目

を向け，森林を健康な状態で維持していくことがどれほど大変なことであるか，よく

理解すべきである。しかし，上流の森林所有者や自治体も，彼らの森林が，単に個人

的な金儲けの手段であることを超えて，その地域の（あるいは人類全体の）共有的資

源であることを忘れてはならなL、。林業が儲からないからといって森林の管理経営を

簡単に放棄したり，さらには裸にして土地ごと平気で売り払ってしまうような性癖が

しみついているかぎり，下流の理解を得るのは困難である川。
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