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森林影響および森林影響学について，聞いの形で若干の基本的考察を行なった。聞

いに続いて述べるのは，聞いの分析であるか，または，答えを得るための資料である

かである。中に，一応の答えらしきものを書いたとしても，それらは，結論でもなけ

れば，正解という性質のものでもない。新たな聞いへの準備に他ならないものであ

る。ここでは答えよりもむしろ聞いのあり方が問題になる。

なお本稿では「森林の影響Jと「森林影響」とを，意識して使い分けている九両

者の意味の含みの違いについては，本誌183号の拙稿（野口（1988））を参照して頂け

れば幸いである。

＊注） 本稿ではこれら 2語の使い分けをする，ということをここに断わっているのであって，私は決してこ

れら 2語を一般に使い分けるべきであると主張しているのではない。
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1. 森林影響学は今もあるだろうか

1. 1 「森林影響」と「森林影響学」

ここで「森林影響学は今もあるだろうか」という聞いを発する時，私は「森林影響」

という語と「森林影響学」という語とを厳しく区別している。ここではそのことを，

とくに言っておかないと，いろいろの聞いを出すことの意味がはっきりしない。私は

く森林影響はあるか〉と疑ったことなどは一度もない。

従来の日本語の文献に，「森林の影響」または「森林影響」としづ語が使われてい

るのに比べると，「森林影響学」とし、う語が使われている割合はきわめて少なL、。ま

た英語の‘forestinfluences’を「森林の影響」または「森林影響Jと訳したものはあっ

ても，「森林影響学」と訳したものは，非常に少ない。それは語だけで単独には決ま

らず，文脈の中でまたは一冊の著書を通して判定しなければならないからであろう。

英語で語尾に ーicsまたはーlogyがついておれば，「－－－一・学」と訳するのは易しいが，

そうでないものでは，その語が示す内容を検討するための時間が必要になる。

語だけについていえば，そういうこともあると思われるが，ここでの聞いは，「森

林影響学JとL、う語があるかなし、かを問うているのではない。 「森林影響学」と呼ぶ

に値するだけの科学が今もあるだろうか，と問うているのである。

個々の森林影響については，従来大いに研究されてきた。その初期の時代について

簡単に振り返ることから始めたい。

1. 2 初期の研究

樹冠下での林内雨量の測定とその結果の林外雨量との比較，森林内外の気温や蒸発

量の測定値を得ることとその比較考察，および，森林被覆面積の異なる 2流域からの

流出量の測定と，その測定値の比較考察が試みられたのは，大勢としては19世紀の中

葉以降であったといってもよい。

これらの試験を促したのは，ヨーロッパでは， 19世紀の初めごろから，森林と気候

との関係が論じられたことと，学問一般の傾向として，科学的な問題を測定値に基づ

いて検証する考え方が，酸成されていたことであったと恩われる。

「森林の影響」に相当する語は，フランス人ベクレノレの， 1853年の論文以前の，少

数の人のものにも，全くないわけではないが，森林の影響を自然科学的に研究する歩

みへの契機を作った，という意味では，ベクレノレのもの（Becquerel, A. C.: Des 

climats et de l’influence qu’exercent Jes sols boises目 nonboises, Paris, 1853，およびそれ

に引き続く約10編の報告）があることを記しておかねばならないだろう。（Zon

(1927）の巻末に付けられた文献目録を参照した。）

その後ドイツのバイエノレンや，その他のヨーロッパの国に，さらに日本でも森林測

候所が設けられ，気候要素に及ぼす森林影響が研究されるようになった。また19世紀
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の末にはスイスで流域試験が始められる。しかし森林が気候に及ぼす影響という点だ

けからは， 19世紀中の成果は，後世どのように見られたであろうか。吉野（1986）は

つぎのように書いている。

「－－ したがって， 19世紀の成果は，森林内外における垂直および水平方向の

詳しい観測が行われ始めたことであった。これらの研究が“森林が気候に及ぼす

影響”はあるかなし、かの結論をださないままで， 20世紀の中頃に始まる自然改造

や気候改造計画の時代にはいった」と。

ただしこの場合の“森林が気候に及ぼす影響”とは，大気侯・中気候をも含む一般

的な意味での気候への影響のことか，それとも小気候－徴気候の範囲内でも，森林の

影響があるかないかの，結論をださなかったとL、う意味になるのか，その点は確かめ

る必要がある。

降水遮断，森林内外の小気候－徴気候，流域からの流出，蒸発散，さらに浸透や貯

留，土壌侵食などが，森林によって影響される有様を把握するための測定や試験は，

それを森林影響試験と呼んでもよいだろう。今世紀中頃までには，そうし、う試験の成

果が，ヨーロッパだけでなく，日本やアメ りカ合衆国でも発表されるようになった。

（なお19世紀後半，および20世紀前半の森林影響研究については，野口（198←5）にや

や具体的に述べた）。

1. 3 森林影響研究の文献について

森林影響学は今もあるだろうか，という聞いは，本稿全体の問題にも関係するわけ

であるが，「森林影響学はあったか」ということは，森林影響に関係ある研究報告や

図書出版が，どのように行なわれたかを，見れば分かる。引用文献数だけから判断す

るのは危険なことであるが，ここて、はただ，参考のため，アメリカ合衆国における 2

資料を掲げる。

(a) Kittredge, J. (1948）には， 383編の文献が引用されており，

(b) Anderson, H. W., Hoover, M. D. and Reinhalt, K. G. (1976）には， 607編の文

献が引用されている。それらの発行年を10年区切りで調べると，それぞれ第 l，第2

表のようになる。

これらをみる限りでは，両者ともに，執筆時よりも20年ぐらい前からの文献を多く

引用していることがわかる。

ヒュウレット（Hewlett(1982））は，「Marsh(1864）の警告的な著述が現われたこ

とに引き続いて， forestinfluencesの宣伝活動時代（18771910）がやってきた。」と

書いている。ただしこの場合の forestinfluencesは「森林影響学」ではなく「森林影

響」というべきものであったと想像される。その宣伝活動に伴って，研究も次第に進
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第 1：表キトリツジの“forestinfolu ices，’の引用文献

文献の発表時 文献数 文献の発表時 文献数

1899以前

1900-1909 

1910-1919 

p

、dp
h
u
n
7
4。ノ

1920-1929 

1930-1939 

1940ー1948*

51 

176 

123 

・注） この期間には戦時が含まれていることに注意

第 2表 アンダーソンその他の“Forestand Water”の引用文献

文献の発表時 文献数 文献の発表時 文献数

191(ト1919

1920-1929 

1930-1939 

1940-1949 

14 

24 

1950-1959 

1960ー1969

1970-1976 

91 

253 

223 

められてきたものと思われる。

アンダーソンその他の“Forestand Water”は，どちらかといえばく森林影響〉と

いうよりは く森林水文〉とし、う 見方が強いようにも思われる。しかしそこに引用され

た文献については，それらの表題からみても，大部分が森林影響学のためのものでも

あると考えて，上の統計をとった。私は森林影響学と森林水文学とをその目的におい

ては区別して考えるが，両者の専門用語（第8節参照）におけると同様に，関連文献

においても重複部分が大きいものと考える。

［参考］年代別の統計はとらなかったが，森林影響関係の文献をよく収録したものとしては，

つぎのものがあることを付記しておく。

(a) Zon, R. (1927）・巻末に添付された，森林の水や気候に対する関係についての文献数は1103

で， 19世紀中のものもよく記載されている。

(b）紛）林業科学技術振興所 （編集） (1988）：森林の公益機能に関する文献要約集，日本治山治

水協会。本書では文献が種々の機能別の分類に分けられ，重複があるが，延べ数で1485編を
収録する。

以上，森林影響についての個々の研究は，従来から今日まで続いていることを示す

材料があることを述べたつもりである。しかし，森林影響や森林水文についての個々

の研究が沢山あれば，それだけでく森林影響学がある〉といってよいかどうか，私は

ただちには答え得ない。さらにく森林影響学とは何か〉とい うことについても，検討

しなければならないと思われる。
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2. 森林影響学の性格は？

前節の森林影響学は今もあるだろうか，とし、う問いに対しては，何々学という学問

ないし科学があるかないかを，一体何によって決めることができるか，ということを

考えておく必要もあろう。統計のための調査などでは，どこかの大学にその名の科目

があれば，その科学があるとし，もしその名の科目がどこの大学にもなければ，ない

とすることもあろう。しかし，ここでの問レは，そういう意味の聞いではなし、。

今日では，学問を考えるのに実際問題としては，大学を意識しないことはむつかし

いが，ここて、は直接には図書資料によって考えることにする。森林影響学の内容をパ

ラバラに分解すると，個々の森林影響は，森林気象学や森林水文学の中でも取り級わ

れる，としみ見方からすれば，取り上げねばならない図書の数は大変多くなるが，こ

こではなるべく包括的な意味で，く森林の影響〉，く森林影響〉またはく森林影響学〉

の語を，直接に用いてあるもののみを取り上げる。〈性格〉といっても場合によって

は，林学（ここで‘は必ずしも制度としての林学科を意味しなし、）の中でそれをどう位

置づけるかの視点で見る場合もある。

2. 1 マーシュの場合

マーシュ（Marsh,G. P. (1864））の『人と自然』が書かれた時期は，アメリカ合衆

国の大学には，林学の専門教育をする所が，まだなかった時代で‘ある。（アメリカで

は，技術的な林学のコースは，マサチュセ γ ツ農科大学に， 1887年に初めて設けられ

た。）したがって，マーシュの『人と自然』の第3章“TheWoods”『森』には，後の

人のものにあるような，林学の中の位置づけに触れる，というようなことは，全くな

い。そのためかどうかは分からないが，マーシュの〈森林の影響〉の述べ方は，きわ

めて自由かつ実際的であり，しかもく森林の影響〉の科学的な見方を基本的に示して

いるともいえよう。気温，降水量，蒸発量などの気候要素や，洪水に対する森林の影

響その他が論じられている。内容の一端をうかがうため，短い文を引用する。「相互

に反対方向に作用し合っている影響のバランス」という項では，つぎのように述べら

れている。

「二三の（森林の）影響が重なって大きくなることがないではないが，全体と

しては，それら影響の〈相互に反対方向の作用〉（または衝突 confliction）のた

めに相殺されて，暑さと寒さ，湿潤と乾燥の極値は小さくなる。」

まだ観測値の引用はきわめて少ないが， 本書は， 数値や数式を多く用いなくとも，

思考や叙述は科学的であり得るというこ とを，期せずして物語っている。
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2. 2 キトリッジの場合

アメリカ合衆国の文献には，はじめ，（たとえば前記マーシュのものなど）'in-

fluence of forests’または，＇ effectof forests’という形の語句が使われていたが，何時

のころからか，‘forestinfluences’としみ語句も使われるようになった。それはある程

度は専門用語的に使われたと推定される。

その後，キトリッジ（Kittredge(1948））の著書“forestinfluences”（この場合，私は

『森林影響学』と訳す）の出現によって，この語が，一つの科学分野を示していると

いってもよいと，考えられるようになった。

キトリッジは，その“forestinfluences”は林学の中のもの，とのべているだけで，

林学体系についての彼の考えを述べてはいない。しかし，彼は森林影響の資料は，い

ろいろの分野に分散しており，これらをヲ I• 、てくると述べている。そういうふうにし

て，森林影響学として体系づけることが必要で、ある，と考えていたに違いないと思わ

れる。

ところが20世紀後半のアメリカ合衆国においては，森林影響学の内容は，むしろ

forest hydrologyや forestmeteorologyの名の下に，取り扱われる傾向が出てきたよう

である。そういう状況になる理由も理解できないことはないが，そのために，森林影

響学というまとめ方の立場が，消えそうになっているとすれば，それはきわめて残念

なことと思われる。

わが国には，外国のこのような動向に追随するのではなく，独自の森林観と，それ

と相侠つ森林影響学とを確立してゆくに値する，風土があるのではないだろうか。

なおキトリッジは，彼の“forestinfluences”は，「physicalでかつ生物学的な視点

から述べたものJと書いている。もしもこの‘physical’を「物理学的」の意味にとっ

て，彼の森林影響学の性格を，く物理学的および生物学的〉なものと簡単に言いなす

とすれば，それはかなり危険なことのように思われる。今日，一般に，または大学教

養部年代の学生にとって，「物理学」とか「生物学」と L、う語からどうし、う学聞が想

像されるかは，キトリッジの時代とは大分変わってきているのではないだろうか。も

っとも‘physical’を「自然、学的」あるいは「自然科学的」と訳するのであれば，上の

心配は要らないと思われるが，それが訳語として適切かどうかは別問題である。

2.3 吉田の場合

吉田正男（1961）は，その著『林業経営学通論』の中で林学の体系を論じ，その各

論を第一．林業学，第二．森林影響学，第三．森林厚生学に分けてL、る。わが国にお

いては，このように「森林影響学」と Lづ語を林学の大きな区分の名として用いたの

は，吉田が最初であろう。しかしこの時，吉田は「森林影響学」の内訳として，「森

林理水学」と「砂防学」とを挙げていた。それらの内容については立ち入らずに，枠

を示したということであったと理解してよいだろうか九
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市注） 吉田が林学の各論を上のように森林の効用に応じて，三本の柱として建てる考えは，すでに吉田（1951)
の『改訂理論森林経理学』 p.33の［注］に現われている。しかしこの時はまだ「蘇林影響学」という語
は使われておらず，「第二効用に関するものは，防災科学としての林学すなわち理水学・砂防学等を主体
とした一連の科学となる。」と述べられるに留まっている。

吉田はその林学体系の中にはっきりと，「森林影響学」を，その語をもって位置づ

けたが，その内容を細目に亙っては示していないのに対比すると，薗部（1940）は逆

に，その林学の体系の中には，「森林影響学」を 1分野をなすものとしては位置づけ

ていないのに，〈森林の影響〉について具体的にデータを引用して細かく論じている。

わが国では，森林影響学的なものをどうし、ぅ分野で研究するにせよ，キトリッジの

著書に見られるような，自然認識に重きをおいた森林影響の見方（からの研究）が，

よりよく育つように，考えていかなければならないだろう。

（付記：薗部または吉田の著書中には，林学の体系を述べたところがあるが，私は

それは，必ずしも直接には制度としての林学科の構成を意味するものではない，と解

釈して引用言及した。もしもそれが，原著者の意図に反するものであればその責は私

にある。）

2.4 FAOの場合

FAO (1962）が出した“ForestInfluences”では，強いていえば，自然科学系の四

つの論文と， 社会科学系の二つの論文とをも って，全体が構成されていることが，特

徴である。いろいろ専門の異なる人々の論文が「森林影響」の名の下に編集され得る

ところに森林影響の特徴があるかもしれなし、。ただ，それぞれの執筆者が述べている

ことは，いずれも従来《森林彫響といわれてきたもの》を取り扱っているとしても，

執筆者達が共通に，森林影響とはこれこれこういうものだ，とみとめるような総括的

なまとめはできなかったのだろうか。

今日，この本に書かれているような，多岐にわたる問題を，一人の読者がよく体系

的に理解することができるかどうかは，問題のあるところであろうが，それにもかか

わらず，こうしみ形ででも編集されることの意味は大きし、。

［参考］部分的には， 個々の森林影響を，かなり含んでいると思われるものに，大政（監修）

(1978）の『森林学』がある。一部の執筆者が，森林影響に着目している点は読み取れるが，

全体としては，森林影響の観点でまとめられたものではなし、。なおカール ハーゼル（中村訳）

(1979）は，訳者の序によれば，現代西ドイ ツの林業政策学の本のよしであるが，〈森林影響〉

についても，独自の考え方を述べたところがあり，参考になる。

以上4項に亙って若干の書籍に関係することを述べた。書籍についてみた限りであ

るが，《森林影響学としみ科学の内容，性格や位置づけについては，まだ多くの人々

の共通の理解は，ないのではなかろうか》，という聞いをあえて出しておきたい。
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3. 森林影響と森林の間接的効用との関係は ？

3.1 森林影響のいろいろの意味を考えることへの前置き

目次に掲げたいろいろの問いは，「森林影響とは何か」という基本的な問いのいろ

いろの現われ方に過ぎない。これらに対して単に，森林影響の定義や分類を持ち出し

てみても，答えにはならなし、。（定義や分類については本誌183号に述べた。）しかし

本稿では答えを急ぐのでな く，「森林影響」の語が使われるときに，そこに潜在的に

含まれるかもしれない，いろいろの意味を考えてみたいのである。

「森林影響」を新し く定義するためには，そういういろいろの意味を考えておくこ

とが必要であろう。そこで一つの前置きをしておく。それは く定義〉という語は何を

意味しているかについてである。

普通の国語辞典にも，定義の二つの意味が書いてある。第 1には，ある概念内容・

語義や処理手続きをはっきりと定めること，第2には，それを述べたもの，と。（岩

波国語辞典第4版・岩波書店， 1986）。しかし私などは，概念内容や語義を，みずか

らはっきり定めて述べる習慣を身につけなかったので，定義とはその第 2の意味，す

なわち，誰かが定義として述べている文章のことであると，考えがちであった。定義

(definition）の第 1の意味すなわち， 《語の意味を明らかに述べる行為》ということ

が，おろそかになっていた。

水理学における個々の因子または水流の状態に関する語，たとえば，「水深J，「径

深」，「流積J，「開水路」，「等流」，「定流」などの定義としては，いわゆる教科書にあ

る定義を，そのまま使えばよいことが多いと考えられる。ところが，森林影響や森林

水文に関する用語では，そうはいえないものが，かなりあるように思われる。

森林影響学や森林水文学に限らず，ことに学問の名を示す語になると，たとえば

「気候学」の定義は，最近は18～19世紀とは違ってきているようであるし（吉野ほか

(6名共編） (1985）の「気候学」の項参照），また「水文学」の定義も，いろいろに

書き改めた経過を書いてある本もある。その他の個々の用語についても，二三の用語

辞典の記載を見ると違いがあることが分かる。私はそれらのうちのどれをとればよい

か，とし、う観点に立っているのではない。森林影響学や森林水文学に関しては，水理

学におけるもののように， （水理学や力学その他，定義が確立している用話を多く持

つ分野から，借りてきたものを除けば，）よく検討された結果として確定している定

義があるとみてよい用語は少ない，と恩われる。それゆえ，それらの事項の記載や論

議では，用語の意味をみずから明らかにして記載することが必要ではないか，という

ことを強調したいのである。

「気候学」の定義とともに，「気候」の定義も19世紀のままではない。（ただし日用

の国語辞典には，まだ古い定義が書いてあることは認めねばならない。）「気候」の定
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第 1図 森林影響を立方体になぞらえたときの見え方

_l 

、、、

同

義が変わってきておれば，「気候に及ぼす森林の影響」とL、う語句（主題となる語句）

の意味も変わってくる。今日このような言い方をする場合は，少なくとも大気候・中

気候を考えているか，それともおもに小気候 徴気候を考えているかぐらいは，明ら

かに説明を加えなければならないだろう。

ある言語学者は， く意味〉には，概念的意味，内包的意味，文体的意味その他の意

味があると分類しているが，ここでは，そういう言語学的な く意味〉の分類を考える

わけではない。「森林影響」としみ語は現に．局所気候の緩和・防災など効用の意味，

森林と環境因子との聞の因果関係という暗々の意味，回帰方程式の上に現われる意

味，およびクレメンツ（Clements(1916））のいう reactionすなわち環境形成作用の

意味などに解釈されてきたのではないか，あるいはそう考えるのは誤りであるかを問

うてみたいのである。

第 1図は，森林影響を一つの立方体になぞらえ，われわれがその森林影響を見るに

は，立方体の側面に現われている，その く効用〉，〈因果性〉等々と重ね合わせて見な

いわけにはいかないのではないか，と L、う仮説的な考えを示したものである。立方体

と同じ高さのいろいろの視点の一つからは，四つの側面に現われる森林影響のうちの

一部しか見えないことも，図によって示唆される。 しかしこれはあくまで比喰であっ

て，森林影響は結局このように日に見える ものではない。
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3. 2 森林影響と森林の間接的効用

さて森林影響とは，森林のいわゆる間接的効用，たとえば防災などの効用のこと

か，または く森林影響〉とく防災などの効用〉とは同じものではないならば，両者は

どのように違うかを考えよ う。「森林の影響」とし、う語を使つであるが，その実際の

意味としては，森林があることの，く効用〉を考えながら使ってあるものは，多いの

ではないだろうか。

たとえば，薗部（1940）では，「森林の間接的効用 森林の福利作用」と L、う小

節の題目のもとに，種々の く森林の影響〉が述べてある。また吉田（1961）が，林学

各論のうち，森林の第二効用に関するものを，「森林影響学」と呼ぼうとしたことは，

すでに2.3に述べた。

フラ ンソワ（FAO(1962）の第6章 p.248）は，「森林影響」と「森林影響の効用」

とを一応言葉の上では区別していて 「ある特定の林分からの収穫の経済的価値とは

別に，その個々の林分について，森林影響の効用を評価する根拠はない，ということ

を繰り返し強調する」としながらも，結局，論文全体としては，森林影響というもの

をその効用の面から考察している。

以上の諸例では， 「森林の影響」と「森林の間接的効用」とが，あるいは「森林影

響Jと 「森林影響の効用」とが，全く同義に用いられているわけではな く，両者の間

には，ある種の階層関係または対応関係を維持させながら，使われていると考えられ

る。ただその階層関係または対応関係は説明されてはL、ない。フランソワのみは両者

が別のものであることを指摘している。

効用を論じようとする場合に，森林影響の物理量として表わされたものを根拠にす

る風潮のようなものはあるが， 一方では，測定された森林影響の（物理量的な）数値

があっても，その効用が認められなければ，森林影響の数値にも意味がないとする考

え方が潜んではいないだろうか。効用というものは所詮主観的なものと L、う見方をす

れば，物理量的数値が小さいか，または空気や水が常に使える時のように，供給量に

極端な変動がなく作用が恒常的で，とくにその効用を感ずることがなくとも，実際に

は後述の環境形成作用などを通じて，影響が及んでいることがある，と考えなければ

ならないのではないだろうか。

数量化法の基礎にある問題にもかかわることと思われ，大変むつかしいので，効用

についてはこれだけに留めておく。

4. 森林影響には因果性が認められるか

まず，森林影響にまつわる因果性ないし因果関係について， 言及している三つの例

を挙げる。

(I） 薗部 （1940）は，（その p.32で）つぎのように述べている。文化の進展に伴
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って一方では諸種の災禍凶荒が増しその程度も大きくなり，他方では伐採，焼き払

い，開墾などによって森林が次第に減少することがあり，両者は相併行する。そし

て，「故にこの両現象の間に因果関係の存在を信ずるに至るは自然の成り行きであ

り， ・・Jと。

(2) また，フーパー（Hoover)(FAO (1962）の第 2章）は，つぎのようにL、う。

「森林がよく繁茂しているということは，そこが湿潤気候であることを意味し

ている。森林樹木は水が豊富に得られる地域で，もっともよく生育してしる。こ

れらのことから，人々の心の中では，林被があることと，頼りになる水供給があ

ることとの聞に連想（association）旬、起こる。原因結果の関係について，この連

想がどのように関わるかが，激しい論争を起こすもとになった。 ... ・J 

’注） ass町 出ionは「連合」と訳すべきかもしれない。

(3) 災害の場合には，しばしば，《この災害の原因を究明しなければならなしうと

し、われ，洪水災害では，その原因は誘因と素因に分けられ，その素因の中に森林の荒

廃状態などを含めて考えることは珍しくない。佐藤武夫（1968）は（その pp.141-

172で），水害発生の原因についての諸説を述べているが，その中に，「森林乱伐が水

害原因だという説」について説明しているところがある。

以上引用または言及した三つの場合は，まさに森林が影響すること，すなわち森林

影響について，その原因結果の関係を考えようとする心理作用や，それについての説

があることを述べたものである。しかし，直接には「森林影響」とし、う語を用いては

おらず，いずれも 〈森林影響には因果性が認められる〉ということを，みずから主張

するほどにはく森林影響〉を考察の主題（Thema）としては捉えていないようであ

る。

考察を少し細かくするために，「因果性」その他の用語について，その方面の学者

の語の用法を参考にすることにする。ブンケ（Bunge(1979））によれば， causality（因

果性）とL、う語は，三つのものを表わすのに使われているが，プンゲは混同を避ける

ため，その三つを区別して表わすための語をつぎのように定めた。（併記した日本語

の用語は，黒崎（訳） (1972）を参照した。）

(a) causation （因果連関）：因果の結合を表わす。個々の因果結合の場合も， 一

般的な因果の結びつきの場合も使う。

(b) causal principleまたは principleof causality （因果原理）：同じ原因は常に向

じ結果を作り出す，というような形で述べられるもの。因果連関の法則。そし

て， causallaw （因果法則）という語は，そのうち，「炎は常にやけどを引き起
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第2図 森林影響の多重因果連関

C1、

ぷそミ三ミ三C2－ーー 一＼＼ E2 

E c 
c，ー「ー／／ E3 

c.~ E. 

原因の複数性，たとえば 結果の複数性，たとえば
原因C1 ：直前の降雨量 原因C 流域の森林性窓

C2：先行降水量 結果E1 地面蒸発量
c3 ：流域の森林性献 E 2 ：遮断損失量＋蒸散量

c.：流域の地形要因 E3 降雨直後の流出量

結果E ：流域出口でのピーク流量 E4 渓流に出る水の清澄度

忘柱）： 「森林性」の定義は本文第5節中の柱を参照

こす」といった，ある特定の因果的な確言をしている命題にのみ用いる。

(c) causal determinism （因果的決定論）すなわち causalism（因果論） しばし

ば，因果原理の普遍妥当性を主張する学説を表わす。

一般にし、う「因果関係Jは，ほぼ上の「因果連関」の意味に，「因果律」は「因果

原理」の意味に使われていると理解される。ここでは上記に相当する具体例を挙げる

わけではないが，因果についての言及に際して，参考とするために引用した。

観念的には，《森林またはその一部が，その周りまたは森林の内部において，気候

要素，土壌，水循環過程，侵食，および景観などの，有様の変化の原因となり，した

がって，それら因子の有様の変化はその結果である》と L、う因果連関を想定すること

はできる。ただしここでいう く気候要素〉とは小気候，徴気候についていうものとす

る。しかし，森林の存在という同じ原因が，常に同じ結果を生ずるという，因果原理

が成り立っかといえば，それを認めるためのデータを得ることは，むつかしいだろ

う。なぜならば， A とL、う森林の存在も， Bとしみ森林の存在も，ともに「森林の存

在」という同じ語で表わされるという意味では，同じであるが，森林 Aと森林Bと

は一般にはその性質たとえば水文学的性質は違うものであるからである。

われわれは，ある森林の環境因子（林内の照度，林内地温，水分，土壌など）の変

化の原因の一つが，その森林の存在であることを裏づけるデータが，流域試験とか森

林徴気象学的観測によって得られることを，種々の研究方法開発への期待と合わせて
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期待する。しかし，これら野外試験の置かれた条件下では，室内実験的な厳密な意味

の実験条件は到底得られない。森林影響を，原因結果の関係として観る見方が，ない

とはいえなレにもかかわらず，それをはっきりとは掴みにくい理由の一つは，森林と

その環境因子との聞の因果連関は，ほとんどすべての場合，多重因果連関（multiple

causation) ＊であるということである。それは，第2図に示すように，原因の複数性

と，結果の複数性とがあって，繰り返しの利く，実験室的な作為された条件下のもの

のように把握することができない，ということである。

事注）これらの語は Bunge(1979）と，黒崎（訳） (1972）に準拠した。

因果性を考えるときの実験の持つ意味について，下村（1988) (p. 132）はつぎのよ

うに述べている。

「－－ 単なる観察からは事象の必然、性t主導出されない。 Aなる原因と Bなる結

果との必然的関係は単に BがAに継起することではなく， Aから Bが，あるい

はAによって Bが成立すること，極言すれば， Aから Bを出させることである。

これは単なる観察によっては不可能で去って操作を侠って始めて可能となる。単

なる観察からは，いかにこれを繰り返すにせよ，単なる前後関係が，しかも単に

実然的な関係が，想定されるに止まる。実験において一定の作為された条件から

帰結を導出することによって始めて必然的な因果性が定立される。因果律は実験

的方法を離れては充実した意味を持たない。 」と。

予想した因果性が必然的に定立されるほどの，実験装置が可能な（物理学などの）

問題では，くこれこれの法則を見出した〉とか，くこうし寸法則が成り立つ＞というこ

とはし、われるが，その法則については「原因」とか「結果」と Lづ語はもはや使われ

なくなるかもしれない。しかしそうだからといって，因果律というものを否定したこ

とになるTころうか。

森林影響の問題では，非常にむつかしいこととはし、ぇ，因果連関を突き止めるため

の手段を講じてゆくことが必要で，そういう追究をしてこそ，「森林影響とは，森林

の存在が何々に及ぼすところの effectのことである」というキトリヅジその他による

定義も生きてくるはずである。私は森林影響の因果性を否定しようとは思わない。

5. 森林影響は回帰方程式の上に現われるか

森林影響とは，森林とその周りの因子との何らかの関係であるという考えがある。

たとえば「森林と気象の関係」，「森林と水の関係」，「森林が土砂崩壊の防止に対する

関係」などという題目の下に，しばしば森林影響のデータないし防災事蹟が引用説明

された（たとえば川瀬（1903）など）。
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関係とは，これをきわめて一般的にいえば，「複数個の存在物について，それを個

別的にではなく，同時に把握しようとする際に，人間の認識が，存在物の聞に与える

一種の形式をいう」。（山崎 市川（1970）：現代哲学事典，講談社現代新書）ここで

は，森林影響のいろいろの関係のうち，回帰方程式の上に現われるものがないかどう

かを考察する。

森林影響を回帰方程式に関係つけて考える場合，その関係のあり方には， 2種があ

ると思われる。第 1は，説明変数のうちに森林性＊を表わすものを含み，その変数に

かかる係数に，森林影響のあり方が現われる場合である。第 2は，説明変数には森林

性は含まれないが，森林性は観測時の条件のーとして記述され，複数の回帰方程式の

中の，計算で得られたノミラメーターに，森林影響が相対的に現われている場合であ

る。

指注） ここで森林性とは，（暫定的に定義すれば）一定時点または一定期聞の， 一定面積（たとえば流域）当り

の森林の葉量，葉面積，根系量，土壌に供給した有機物量，および土壌中の生物相の豊かさなどの，一

つまたは複数を適宜の方法で単一の数量に表わしたものとする。（ただ L，それらの要因の採り方によっ

て，森林性として得られるものが異なるから，この定義はまだ未確定のものである。）

第 1の例

アンダーソンとトロヒッツ（Andersonand Trobitz (1949））が，重回帰方程式の中

に森林性を説明変数として用いた例では，得られた一個の方程式中の一つの項の係数

に，森林影響が現われたと見てよい。具体的な方程式は，拙稿（野口（1985）本誌

161号）で引用し，その意味理解の問題点も述べたから，ここでは繰り返さない。原

著者は，その数値はその流域の，その時の状態にしか適用できない，と述べている

が，それは回帰方程式の価値を低く見たものではなく，重回帰分析の持つ意味を不当

に評価しないように，また検証は流域ごとになされなければならないことを言ったも

のと理解される。

第2の例：

村井（1970）は遮断についての研究で，回帰方程式（単位は m mで）

/A=0.081 P8+1.581 

/8=0.145 P8+2.946 

を得た。ここに，

IA：アカマツ高木のみの A区の遮断損失量

ん：アカマツ高木層の下に低木類を含む B区の遮断損失量

Ps’1回の降雨量（雨量階級別平均値）

また，

/R =0.065 P8+0.760 

IQ=0.106P8+1.018 

を得た。ここに，

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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IR：カラマツ林間伐区の遮断損失量

IQ：カラマツ林無処理区の遮断損失量

またへノレビーとパトリック（Helveyand Patric ( 1965））は，米国東部広葉樹林にっ

し、て（単位はインチで）

Il0=0.059 (IP) +0.020 (n) 

Ih=0.083 (IP) +0.036 (n) 

を得た。ここに，

II0：休眠期間の遮断損失量 （総量）

Ih ：生育期間の遮断損失量（総量）

IP それぞれの期間の降雨量合計

n：それぞれの期間の降雨回数

(5) 

(6) 

（因子および森林状態についての詳しい説明の引用は省略するので，それぞれ原著

を参照して頂きたい。）

これらの回帰方程式は，共通的にI=aP+bの形になっている。（1）と（2)' (3）と

(4），および（5）と（6）とをそれぞれ相互に比較すれば， aおよび bの値は，奇数番

号の式におけるものよりも偶数番号の式のそれが，より大きL、。そのことと森林状態

との対応を見れば，それらのパラメーターカ・森林性に対応しており，かつ目的変数に

影響する（森林影響を表わしている）ことが看取される。（ただし bは幾分かはaに

よっても左右されるので，例外的な場合一一二つの回帰方程式の表わす 2直線が，

P>Oの範囲で交わる場合一一ーは除外して考えなければならない。）

上述は森林性と遮断損失量との間にあると予想される関係（すなわち遮断損失量に

対する森林影響）が，回帰方程式の上に現われた一つの例である。森林性の異なる複

数流域における，年降水量の上の年流出量の回帰方程式の組にも，同様に森林影響が

現われることがある。一般には回帰方程式中のどの値が，如何なる条件の下に，如何

なる森林影響を表わしているか，という判断をしなければならないだろう。

ある目的変数（従属変数）に対する森林影響のあり方が，常識的かつ直感的に考え

易いものでは，それが回帰方程式の上に現われているのを，看て取るのも易しいが，

森林影響が複雑で，ちょっと考えても分からないものでは，回帰方程式の説明変数の

採り方もむつかしいと思うのは，私だけだろうか。

6. 森林影響のどの部分に環境形成作用があるか

ここで，く環境形成作用〉というのは， クレメンツ（Clements(1916））のいう

‘reaction’の訳語であり，「反作用」または「逆作用」ともいわれる（そのように，い

ろいろの訳語がある）。それは，‘action’（作用または環境作用と訳される）とひと組

になっている概念である。キトリッジもパパリ（Pavari)(FAO (1962）の第 1章）も，
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森林影響とはこのく森林の reaction）のことであると（見てよいところがあると）い

うことをいっている。この環境形成作用（反作用または逆作用）の考え方について

は，生態学の本たとえば宮地・森（1953），沼田（1957），依田（1972），岩城 (1986)

なとVこは容易に見出すことができる。

クレメンツの原著は，今世紀初期のものであるが，彼による‘reaction’の定義を引

用しておく。

By the term reaction is understood the effect which a plant or a community exerts 

upon its habitat. （引用者仮訳環境形成作用とは植物あるいは群落がその生育

場所に及ぼす効果のことであるといってよい。）

森林影響を，第 1次森林影響と第2次森林影響とに分ける，私の考え方（野口

(1981）の p.64参照）は，上のクレメンツの環境形成作用に相当するものを第 1次森

林影響と呼び，森林がある場所（上記の habitat）の外側とか，または下流地域に対

する，土砂流出防止・洪水防止などの森林の効果を，第 2次森林影響と呼ぶのであ

る。森林が成長するのに要する期間中の，林木とその立地との関係を考慮に入れれ

ば，第 2次森林影響のほとんど全部が，第 1次森林影響があることに基づいて生ずる

ものと恩われる。

なお森林生態学（たとえば，堤（編） (1989））では，ここでいう第 1次森林影響に

属する林内雨量関係のことは，物質循環という視点での「内部循環系」の項目の下

に，またここでいう第 2次森林影響に属する土砂流出関係のことは，同じく「外部循

環系」の項目の下に，それぞれ取り扱われていて，対応関係が見られる。

「環境形成作用」とし、う語を用いてなくても，ここでし、う環境形成作用を観ている

と恩われるものがある。近藤（1987）につぎのような文がある。

「輝く太陽光のもとで，大地に広がる植物群は自らの生存に適した気候環境を

構成する。豊かな気候環境は無数の植物群の存在によってつくられたものであ

る。その環境で，個々の植物は光合成によって生長する。J

これはまさに，ここでいうところの環境形成作用と環境作用とがあることを，それ

らの語を使わないで，述べたことにならないだろうか。これは到底私だけの，解釈に

過ぎないとはいえないだろう。

以上第3節から第6節まで，森林影響の意味を，時にそれと重ね合わせになる効

用，因果性，回帰方程式に現われるもの，および環境形成作用としての，考え方を聞

い，また関連する資料について述べた。今日の森林影響学として，上のような種々の
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考え方をとることは，学問の方法としての特徴がないものになる，とL、う批判を免れ

ないだろうか。議論の余地があるところであろう。

7. 森林影響の研究方法は？

7. 1 個人の研究方法

森林影響について多くの研究報告があることは，すでに1.3で述べた。それら研究

報告の著者達は，すべてその研究を行なうに当って，彼等自身の研究方法を持ってい

たわけて－ある。それゆえ1000編の研究報告があれば， 1000の研究方法があったことに

なる。しかし個々の報告では，その著者は必ずしもそれを研究方法という言い方では

述べていないかもしれなし、。実験の装置とか材料とか，または流域の地形とか森林状

態，および測定期間の長さや区切り方（たとえば水年）などの記載の複には，著者が

それを選択した理由がある。さらにく考察〉とかく結論〉の中から，読者はその研究

方法を読み取ることができる場合もある。

言葉を換えていえば， 一編の研究報告はその著者自身の研究方法の開陳にほかなら

ない。それゆえわれわれは，森林影響の研究方法を知るためには，森林影響の研究報

告を読むのが一番よL、。ただし自分の方法は臼分自身にしか分からなレ。

7. 2 研究史的な見方から

「森林影響の研究方法は？」という聞いには，さらに《森林影響の研究史の上では

どう L、う方法が論じられたか？》とし、う意味が含まれているかもしれない。これも簡

単に論じ尽すことはできなL、。各々の時代に属する各研究者は，一応それまでの研究

方法の知識の上に立って，またはそれに対する批判の上に立って，自分自身の方法を

見出しているのであるから，その意味で、は前項で述べたことに含まれるともいえる。

ただ考察の便宜上，二三の例を挙げることはできる。ここでは，先人が挙げたことを

下記のように項目的にして，簡単に引用するに留める。

(1) ゾンの場合

ゾン（Zon,R. (1927））は，河の流れに対する森林影響を明らかにする方法として，

つぎの二つを挙げている。

「（a）調I］水による法：本質的には降水量，地質構造，地形および土壊が，ほぼ同

等であって，林被量だけが異なる複数流域の河川について，総流出量，高水位，

低水位の相当に長い期間に亙る測定値に基づく法。」

「（b）物理的方法（個々の因子を測るもの）：河の流れに関係していると思われる

個々の因子に対する森林影響を別々に分析し，これらの影響（効果）の組み合わ

せから，河の流れに対する森林の総合的効果を導くこと。」
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これによって，ゾンの報告の初版の時（1912）の考え方が分かる。この報告の時は

まだ，スイスの流域試験のエングラーによる報告書は出ていなかったのである。しか

しゾンは（a）の方法て‘は，森林以外の条件が正しく同等であるような複数流域を得るこ

とは，実際上できないのであって，理想的にはつぎのようにしなければならないと，

今日いうところの対照流域法の考え方を，上記に続けてすでに示している。ただし対

照流域法を含む流域試験の意味について，われわれは今日みずから再考しなければな

らないだろう。

(2) キトリッジの場合

キトリッジ（Kittredge(1948））が述べた所を箇条書きにすればつぎのようになる。

「（a）室内実験的方法（厳密科学として）

(b) 生物測定学的方法

(c) 植生状態が異なる所での（水その他の）測定値を比較して，植生の効果を評

価する方法（具体的には流域試験や森林測候所の方法のこと）

(i）：林地と空地の諸因子の比較（相互に相手側の影響がないことが必要）

(ii) 樹冠下と塔上の降水量の比較（高度の影響が問題）

制：単一流域での伐採前後の（水文量の）比較（気候要素の変動が問題）

制：（i）と（ii）との組み合わせ（引用者注：後にL、う対照流域法）

(v): (ii）と刷との組み合わせ

(d) 関数関係の誘導」

(a）に関連して，厳密科学としての室内実験の満たすべき条件について詳しく論じ，

森林影響の問題では，その条件を満たす装置の設定や実験の実行はきわめて困難であ

る理由を，こまごまと考察している点が，森林影響学の特性を述べたことにもなって

いる。

また，キトリッジは上記を述べるに先だってつぎのようにL、う。

「植生にはほとんど無限の変化がある。したがってその影響にも同じ程度の変

化があるはずであると考えられる。また非常に複雑で変化に富む環境というもの

に対して，（変化のある）植生が環境形成作用を及ぼすのである。森林影響学と

L、ぅ領域での，科学的な発展にとっての最大の障害は，上のように相互に作用を

及ぼし合ってし、る変数（variables）の，複雑な集まりから，結論的なものを得て

それを応用することはむつかしい，ということであった。」

このようなことは彼の著書の序文でも述べてある。キトリッジは，上記では因果関
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係という語を使っておらず，変数という語を使っている。したがって当然，関数関

係，回帰関係などを考えていると思われるが，本稿第4節因果性のところで，多重因

果連関について考察したことと，同じ趣旨のことを述べたことになる。

ついて、ながらアンダーソンその他（Andersonet al (1976) p. 6）も同様なこと

個々の林分の水文学的なはたらきは，時と所の違いで，大いに異なること を述べ

ている。これらは，キトリッジやアンダーソンその他が森林影響の検出について，悲

観的であるということではなし、。むしろ森林影響の本質的な性質を見誤らないための

注意を述べているのである，と私は理解する。

(3) 丸山の場合

丸山（1970)(pp. 27 42）は森林水文の研究方法をつぎのように区分している。そ

の場合は題目が「森林水文」となっているので，それをここに引用するに当っては，

一つの問いが前提となる。それは，そこで森林水文の研究方法として挙げられたこと

は，そのまま森林影響の研究方法になるのか，それとも森林影響学と L、う立場から

は，さらに付け加えなければならないものがあるのか，という聞いである。

「（a) 流域試験（ i.平行法， ii. 単独法， iii.対照流域法）

(b) 実験室的方法

(c) 多数の流域をとる法

(d) 熱収支とシミュレーション」

丸山はさらに問題点として，統計的方法と物理的方法，基礎研究と応用研究，およ

び土砂流出研究上の問題点について論じている。

以上従来の文献に現われたものの例を見た。まだ他にもあるが割愛した。ここで，

項目的ー箇条的な引用をしたことが，研究の手法を並べたものと誤解されてはならな

し、。引用を省略したが，丸山が「問題点」として述べたところにも「方法」が含まれ

ているであろう。

一つ付け加えたいことがある。流域試験における対照流域法は，伐採の影響を正し

く出すために考えられたものであり，それはく森林に対する（実は森林の地上部であ

るところの林木に対する）人間行為の影響〉を求める方法として重要な方法である。

しかしく森林影響〉は単にく伐採の影響〉を逆にしたものではなL、。森林影響という

ものは種々様々な因子に対する影響を含むのであるが，対照流域法はそのうち，蒸発

散の総量に対する影響という一つのことを，正確に掴もうとするための方法て‘あると

L、う見方ができる。

流域試験は単に伐採の影響を求めるためだけのものでなく，データを世界各地のそ

れと比較して得られる，地核の水文特性把握に貢献する意義が重要である。
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科学者に分かっていないことは沢山ある。実際に用いられた森林影響の研究方法

は，その方法が講じやすい対象に対してのみ講じられたものである。科学的方法が講

じられていないことについては，科学者は沈黙している。ただ，まだ分かっていない

ことが沢山あることを真に知っているのは，科学研究者だけかも しれない。

8. 森林影響学の専門用語は？

たまに使うある語について，「この語は学術用語でしょうか」と聞かれたと仮定し

よう。実際に私はある語についてそう聞かれたことがある。そのとき，私はその語の

意味というよりもむしろ，く学術用語の範囲は何によって決まるものか〉が分からな

くて，すぐに答えることはできなかった。

森林影響学の専門用語（学術用語）は何々かという聞いに対して，完全には答える

ことはできないだろうが，一応の答えに近付くためには，まず一般に専門用語・学術

用語とは何かを明らかにしておかねばならない。

8.1 専門用語とは何か

広く人々の聞によく知られた分野たとえば医学，工学，法律，経済学等々において

は，その分野に特有の専門用語，または術語というものがあることは，常識になって

し、る。本屋の店頭や図書館などで，何々学用語辞典などという名前の本を見れば，容

易にそれを確かめることができる。

しかし森林影響学のように，その名をもった一冊の（日本語の）本もなく，その名

の一冊の用語辞典もないものでは，その分野の専門用語は何々か，という聞いには簡

単には答えられない。それでは専門用語とは何か。

広辞苑には，

［専門語］ 学術 技芸など専門の分野でのみ用いられる語。術語。

［術語］ (technical term）：学術上で，特に限定された意味で用いる語。学術語，

専門語。

とあるが，今すこし詳しく述べたものを見ょう。

野元菊雄（国語学会編（1980)p. 562）によれば，

「専門語 jargon スラング（slang）と同じように，特定の社会で人為的に作ら

れた言語，主として語で，特に，職業や専門を同じくする人の聞に使われるも

の。術語（technicalterm）ともいう。広義では職業語と同じであるが，狭義で

は芸術家・科学者・哲学者・宗教家・法律家などが，同じ専門家どうしで話すと

きに使う特定の単語をL、う。すなわち，知的職業に従事する者の職業語である。
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この意味で学者語・学術語（学術用語）に近いが，芸術用語－法律用語・宗教用

語などを含むから，学者語・学術語より広い概念を表わす。...…」

「専門用語」とし、う語は手もとの辞書中には見出せないが，宮島（国立国語研／宮

島達夫（1981) p. 5）の考察から，「専門語」の「ー語」には，く言語〉の意味も， 〈用

語〉の意味もあるから，「専門語」はく専門言語〉の意味にも， ；専門用語〉の意味に

も使われる可能性はあることが伺われる。しかし，実際に用語のみを問題にする場合

には，「専門語」が「専門用語」と同じ意味に使われているものと解してよかろう。

したがって「専門用語」は《とくに用語についていう専門語》をさすものと解される。

前記（野元の）定義づけによって，専門語 学術語の意味は明らかになった。（た

だし英和辞典には，英語jargonの意味は，第 1に「ちんぷんかんぶんで，わけの分

からない語」が挙げてあり，第2に「専門語Jとしみ意味が挙げてあることには注意

を要する。）前記の引用文中の，「同じ専門家どうしで話すとき」という言い方にこだ

わると，森林影響学について，そうし、う話相手がどれだけあるかということも，気に

はなるが，実際には，私は森林影響学の対象のかなりの部分を，砂防学，水文学とくに

森林水文学，森林気象学，森林立地学，森林生態学などの対象の一部と重復させて考

えているので，それらについての話相手には恵まれている。またこの場合の「話す」

は広義に解して， 《学会誌などで発表する》ことも含めてよいのではなかろうか。

私はこれらの分野から一部の専門用語を借りてきて，それらを森林影響学の専門用

語として，使うことを考える。しかし，その際に問題になるのは，「任意の分野の専

門用語の定義は， 一義的に定まっているべきである」とは言えると しても，「実際に

それは一義的に定まっている」と言ってよいかどうかということである。

8.2 専門用語は常に一義的か

宮島（国立国語研／宮島達夫（1981)p. 10）は，専門諮（とくに学術用語）の特徴

として，多義語をきらうこと，類義語をきらうこと，意味が文脈に左右されないこ

と，その他を挙げている。これは見方を変えると，専門語といえども実際には多義で

あり，類義語が多く，意味は文脈に左右されていることを，物語るものである。

多義語をきらうといっても，実際には専門的な良い用語辞典ほど，一つの語が実際

に（専門家の聞でも）使われている複数の意味を併記してあるのである。たとえば，

Ford-Robertson (ed.) (1971）の『多国語林学用語辞典』の英語版では， forest, forest 

cover, forestry, interception，および run-offの意味は，それぞれ四つ，三つ，三つ，

二つ，および二つが記載してある。

また類義語（ここでは，むしろ同義語に近い意味）が多い例として，私が調べたと

ころでは，「遮断損失量」と同じ意味に使われていると思われるものに，わが国の文

献中には，つぎのような語があった。「降雨の阻止総量」，「降水遮断」，「降水阻止」，
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「遮断雨量」，「遮断蒸発量J，「遮断損失」，「遮断量」，「遮断降水量」。

しかし，測定法の違いに応じて，または水文現象と水文量との区別に応じて，これ

らの語の意味を区別して使う可能性も，残されているのではないだろうか。

また「流量」と L、う語は，ときに「流出量」の意味にも，「流動量」の意味にも使

われることがある。

以上，専門用語とは何か，その性質はどうかということについて，やや一般的にみ

てきた。それでは森林影響学の専門用語はあるか，またそれらは何々かという問いに

は，どう答えればよいだろうか。項を改めることにする。

8.3 森林影響学の基本用語試案

前に述べたように，森林影響学の対象のかなりの部分を，砂防学，森林水文学，森

林気象学，森林立地学，森林生態学などの対象の一部と重複させて考えるとすれば，

それらの分野の専門用語を取り入れて，森林影響学の専門用語とすることができるも

のがあろう。ただしそのうち基本となるものとしては， 100個を選ぶか200または300

個を選ぶかによって異なるであろう。いずれの分野から借用するにしても，それを森

林影響学の専門用語として使うのであれば，当然，直接にではないにしても，森林影

響に繋っているところが，なければならない。ここでは私なりに，森林影響学の基本

的用語と考えられるものを，一覧表にしてみた（第3図）。

第3図では，用語選定の便宜のため，四つの群に分けて考えたが，その結果がかえ

って誤解を生まないとは限らなし、。「森林影響J，「森林影響学J，「環境形成作用Jな

どの語は，いうまでもなくすべての群に共通的なものである。第3図ではそれらを便

宜的にどれかの群に入れてある。

なお，専門用語について論じている佐竹秀雄（佐藤喜代治編（1982)pp. 191-212の

うち p.211）の，つぎの言葉には注意を払っておかなければならなL、。

「ーー専門用語は厳密に定義された語だと考えがちであるが，現実にはさまざ

まな用い方をされる語があったり，意味にずれがあったりもする。専門用語だか

らといって，決して文脈から独立して存在しているわけではないので，語だけを

切り離して形式的に処理するだけでは不十分なのである。J

専門用語だからといって，語だけを切り離して一覧表にすることが，誤った印象を

与えることがないように，第3図は作業過程のー断面に過ぎないことを書き添えるも

のである。用語を分類したり，意味の階層関係で整理しようとすると，必ずその方式

に当てはまらないものがでてくるようであり，用語問題は簡単でなし、。
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9. むすび

以上森林影響および森林影響学について，八つの聞いとそれに対する答えの準備と

なる若干の考察を行なった。

八つの間L、の他に，なお二つの問題が残った。それらの一つは森林影響と（または

森林影響における）時間のことであり，いま一つは森林影響学と他の科学分野との関

係である。とくに時間の問題は第3～第6の問いにも関係しているのであるが，本稿

ではことさらそれを避けて，将来へ残すことにした。

森林影響のことは，林学の諸分野と密接に関係しているはずであるが，本稿では直

接には技術や経済の問題を取り扱っていない。しかも専門分野以外の文献からも引用

を行なったりした。私の誤解や誤用がなかったかどうか危倶している。上記いずれの

意味からも読者の御批判または御指摘を頂くことができれば幸いに思うものである。
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