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森林－表土の荒廃－再生と治山の歴史分析
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7 おわりに

森林・林業基本法が新しく制定されて，日本の森林－林業政策は木材生産か

ら，大きく方向転換をした。新しい方向は森林がもっ環境保全機能の活用，特

に水土保全を重視する方向である。これは長い歴史をもち，森林法の根幹を作っ

てきた保安林的考え方への回帰と著者はみている。日本の森林政策は，明治の

森林法における保安林で始まり，今回再び保安林重視へ戻ったことになる。森

林の生産物質（バイオマス）への過度の依存を強いられた時代が，森林の略奪

に走って表土荒廃と土砂災害を起こしそれを防ぐために保安林の制度を入れ

たのが明治の森林法で、あった。平成の基本法では，科学技術の発達がバイオマ

スの代替物を作ると同時に，輸送革命によって海外の木材資源を利用すること

を可能にして，国内の森林が回復した（人工林の手入れ不足に問題があるが，

これは数百年ぶりに森林が日本の山地の隅々まて、を覆った結果で、きた問題で、あ
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る）。一方科学技術が工業化・都市化を促し，都市とその周辺の環境を悪化し，

緑がつくる環境・心の癒し・清浄な水などへの強い要望が社会に生まれた。都

市時代の今日は人聞が精神的側面において森林を強く必要とするようになっ

た。また地球環境の悪化が森林への期待を更に大きくしている。このように森

林・表土と社会の両面における大きな変化のなかで治山事業は進められてき

Tこ－。

本報告では森林の荒廃，表土の荒廃，渓流荒廃とその結果起こる土砂災害，

それへの対策としての治山事業について，ハゲ山モデル（塚本2002a,2002 b) 

を使って，それらの相互関係の歴史を整理し，治山の問題点などについて考察

してみようとするものである。

2. 斜面の植生状態と侵食

ここでは自明のことではあるが，植生，雨水流，侵食の関係を整理しておく。

2.1. 斜面の植生と雨水流・侵食型

斜面の表層物質が削剥・除去される侵食現象は，雨水の場合には，く地表面

被覆タイプ→雨水流型→侵食型〉の順序で決定される。また雨水流には地表流

と地中流があり，それによって侵食型が異なり，次のように決まる。

裸地（植生破壊地）→地表流→表面侵食型（面状侵食， リル侵食，ガリー

侵食など）

植生被覆地一一一一一→地中流→崩壊型（表層崩壊，深層崩壊，地すべりな

ど）

崩壊には，主として表土が崩壊する表層崩壊と風化・破砕基岩が崩壊する深

層崩壊とある。表層崩壊は森林根系の劣化・消失により，その発生が大きく加

速される。

2.2. 森林の変化（荒廃）と侵食

人為が加わらない時代には，日本の陸域は森林（一部草原）と水面（湖面・

川面）だけで構成された。日本の山地は，特殊なところ例えば雲仙普賢岳周辺

や三宅島の雄山のような火山活動による裸地を除いて，その地域の潜在植生（森
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図1 健全な森林が荒廃して，表l：荒廃に進む過程とハゲ山モデル構成域の名称

林）によって覆われていた。森林から各種の地表状態への変化の大枠と侵食型

の関係を整理すると図 1のようになる。健全な森林地で起こる深層崩壊と表層

崩壊は発生密度が小さく，散在的な単発型ではないかと著者は推測している。

深層崩壊発生に対して，森林の変化は殆ど影響を与えないが，表層崩壊に対

しては根系劣化によって表土の力学的強度補強が減少・消失するとき大きな影

響が出る。表面侵食に対して，森林地では落葉や下草が地表被覆として働き（両

者は互いに補完関係にある），強い防止効果を発揮する。森林が伐採されて伐

採跡地，幼齢人工林地，草地，若齢広葉樹林地などに変化するとき，根系劣化

が起こり，豪雨があると表層崩壊多発を起こす。落葉掻き，芝草刈などが過剰

に行われるときには地表が裸地化して表面侵食が起こり易い。地表被覆を破壊

するだけでなく，表土を撹乱する樹根掘り起こしや焼畑などは表面侵食発生を

著しく加速する。

荒廃とし、う用語は暖妹なところがあり，専門用語としては相応しくなし、。使

うときは内容を明確に説明する必要がある。森林荒廃，山地荒廃などはその例

である。後者は治山においてよく使われるが，その場合は表土の有無や状態が

的確に表されていないと，意味不明になる。また山地荒廃で、は人為が原因て、起

こったものか否かも重要となる。
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3. 森林・表土の荒廃・再生のモデル化一一ハゲ山モデル一一

このモテ‘ルは森林荒廃と表土荒廃が激しかった小起伏山地（標高500m程度

以下）を対象としている。それ以外の山地については，その山地の特質を考慮、

しながら適用できる。

日本の森林荒廃と表土荒廃は人為によって始まった。タットマン（1998）に

よると，日本の森林が荒廃した時期は，歴史上2回あり，古代の略奪（600～

850年），近世の略奪（1570～1670年）としている。これに太平洋戦争前後の近

代の略奪を加えると 3固となる。特に近世の略奪は広大なハゲ山と表土が荒廃

した山地をつくる激しいものであった。この時期の荒廃に対処するために，森

林伐採禁止や治山工事の原型がで、きた。現在の山地は山腹緑化や植林・育林に

よって森林・表土の荒廃から立ち直っている。このような森林と表土の変化を

侵食現象から整理して，日本の山地における森林・表土の荒廃・再生の空間

的・時間的（時代的）変化を追跡できるそテ‘ルをつくることを試みた。これに

治山事業を重ね合わせることにより，治山の歴史と問題点が明瞭になると考え

Tこ。

モデルはノ、ゲ山の形成・回復の過程を基礎にしているので，ハゲ山モデノレと

呼ぶこととした（塚本2001a）。モデルの基本的考え方は次のようである。

1) 森林の択伐地・皆伐地，伐採跡地やその後でできた幼齢林地，草地 －

潅木地などでは根系の腐朽・縮小による劣化が起こり，表層崩壊の発生

が加速され，豪雨時の表層崩壊多発につながる。

2) 森林の落葉・下草や草地は地表が雨滴の衝撃力に爆されて流亡するの

を防いでいる。過度の繰り返された落葉掻き，焼畑，根株掘取りなどの

ように，地表被覆が破壊された上に表土が撹乱されて浮き土砂ができる

と，表面侵食の発生が加速される。

3) 雨水による侵食は前記の植生地の崩壊型と裸地の表面侵食型以外には

ない。現在の森林地では崩壊による裸地が形成されても，いつかは植生

が侵入して自然復旧する。その後次第に表土が蓄積されて，森林，表土

共に元の斜面状態にもどる。人為によって，少々裸地が形成されても雑

草で覆われるのが，日本の斜面である。それでは，どうして表土の全く

無いハゲ山まで荒廃が進んだのだろうか。著者は，森林地上部の伐採・
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根系腐朽・劣化による表層崩壊多発と，地表被覆の破壊・表土の撹乱に

よる表面侵食の同時発生を促進する特殊条件が，ハゲ山形成当時存在し

たと考えている。繰り返される落葉掻き・芝草刈，急斜面での根株掘り

起こし・焼畑などがその原因である。このような社会条件が広がった地

域と脆弱な地質である花闘岩や新第三紀層などが分布する地域とが重

なったために，ハゲ山とし、う表土が流亡してしまった山地が形成された

と推測する。

4) 健全な森林が長い時聞をかけて，幾つかの過程を経てハゲ山まで荒廃

するハゲ山形成過程を，地表状態から森林健全域，ハゲ山フロント予備

域，ハゲ山フロント域，ハゲ山域の 4つの状態に分類し，ハゲ山からの

回復過程をハゲ山回復途上域，ハゲ山フロント予備域の 2つに分類した。

これらをハゲ山モテールの構成域と呼ぶ。

／＼ゲ山形成過程

森林健全域：森林根系の劣化－消失が起こっていない状態での侵食で，深層

崩壊と表層崩壊が自然、の作用で発生する。発生は単発的である。

ハゲ山フロント予備域：森林の択伐・皆伐地，その後の草地，無立木地，ま

た人工植栽幼齢林地で，根系劣化によ って表層崩壊の多発が起こり易い状態で，

激しい豪雨時には殆どの 0次谷流域が崩壊することもある。ハゲ山フロ ント域

の前段階である。

ハゲ山フロント域表層崩壊の多発と同時に，斜面では表土の撹乱によ って

表面侵食が激しく起こる。両作用の同時進行によって表土が大雨毎に激しく流

亡する状態で，ハゲ山形成の最盛期 ・最前線（フロント）である。

ハゲ山域：表土が殆ど流亡してしまった状態で、ある。

このハゲ山形成過程におけるハゲ山モデル構成域の名称は図 1の上段に記さ

れている。

ハゲ山回復過程

ハゲ山回復途上域：ハゲ山に植生が再生し，植生と同時に表土が森林健全域

に向かって回復しつつある状態。

ハゲ山フロント予備域：健全な森林の伐採地や植栽幼齢林地などで，この時

代は地表被覆破壊が起こらないので，表層崩壊多発に留まり，ハゲ山フロント

域のような状態に進むことはない。
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森林が 1つの場所で，時間的に上記の変化過程をとるのと同様に，森林を空

間的にみると，集落を中心として最も荒廃したハゲ山域状態から健全な森林状

態に順次移り変わって行くと考えられ，上記の時間的過程は空間的変化過程と

みることもできる。空間的変化過程が図 2に示されてし、る。

ハゲ山は，江戸の末期から明治初期に面積的に最大になり，その後山腹緑化

によって減少に向かい，太平洋戦争終了直後まで存在した。それ以後はハゲ山

からの回復期で，ハゲ山は緑化され，ハゲ山回復期に入ることになる。

このハゲ山モデルで、重要なことは，ハゲ山形成の 4構成域を経ないで，途中

の構成域から再び森林健全域にもどる場合が多くあることである。例えば，“森

林健全域→ハゲ山フロント予備域→森林健全域”の経過をたどるもので，表層

崩壊を発生しでも，しなくても，根系が劣化したハゲ山フロント予備域から森

林健全域にもどるものである。明治－大正の時代に草地へ転換されて，その後

植林によって森林地にもどったものや，太平洋戦争後多量にできた伐採地・幼

齢林地が壮齢林にもどったものがそれに当たる。

4. 森林・表土の荒廃と土砂災害一一時代を代表する事例

森林荒廃－表土荒廃が， どのような原因で起こり， どのように拡大し どの
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ような土砂流出と土砂災害が発生しそれにどう対処したか，などについて幾

つかの時代における典型的事例を示して，考察を試みる。

4.1. 諸国山川の提

1666年に徳川幕府老中から畿内の幕府領の山林と河川管理について出された

通達（諸国山川の提）を例にして当時の表土侵食の状況を見てみよう。これは

徳川幕府が出した一種の保安林通達とみてもよいのではないだろうか。タット

マン（1998）を引用して解説すると次のようになる。

近年山の草木が根ごと掘り取られている。その結果，豪雨や嵐があると

土砂が川に流れ出し，水の流れをせき止めている。以後，このような草木

の掘り取りを禁止する。

1.土砂の流出が起こらぬよう今春より上流の無立木地に苗木を植えるこ

と。

2川原に新しく田畑をつくらないこと。また，川原に竹，木，葦，萱を植

えて新たに土地を張り出し，川道を狭めないこと。

附，川筋にある山中で焼畑・切替畑をやってはならない。

以上の条文はしっかり守らなければならない。来春には調査官を派遣し

て違反が在るかどうかを調べさせるので，代官たちに必ず伝えること。

1666年 2月2日

老中久世，稲葉，阿部，坂井

（アンダーラインは著者記入）

この文章を侵食面からみると，山地で木や草が伐採・刈り取られるだけでな

く，「根ごと掘り取られている」状態であった。木が無くなって表層崩壊が起

こり易くなっただけでなく，木や草の根を掘って，表土を撹乱して浮き土砂を

あちこちにっくり，表面侵食が非常に起こり易くなり，侵食現象からは最悪の

状態をつくっていた。これに加えて，山中の焼畑を禁止している。焼畑といっ

ても当然粗放な取り扱いであるから，大雨時には土壌流亡が激しかったと推測

される。表層崩壊と表面侵食の同時発生が起こっていたとみられる。この状態

は，ハゲ山モデ、ルで、は「ハゲ山フロント域」の状態にあたる。「諸国山川の提」

以後，日本各地の藩において同様な命令が出されていることから推察すると，
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「ハゲ山フロント域」の状態が畿内から日本各地に広がっていったと考えられ

る（全国治水砂防協会1981，日本治山治水協会1992，広島県1997）。

多量の表土流出が川の流れをせき止めて天井川をつくり，扇状地における土

砂と洪水の氾濫災害を激増した。これに対する対策としてアンダーラインの事

項が命令された。

この規制が発布されても事態は一向に改善されないため， 1684年には同じ畿

内を対象にして私領も含めて， 1666年の法令を改定して再び法令（再度山川の

提）を出した。新しい法令では，「木・草の根を掘ることを厳重に禁止するJ

ことに加えて，「川筋にある山畑や川原の新田畑は無論のこと，古くからある

石高の決まっている田畑であっても，土砂流出の恐れのある田畑はこれを取り

つぶして，その後に木，竹，葦，萱，芝を植えること」を新しく入れている。

石高の決まっている田畑を取り潰すことは，当時としては大変なことであった

と考えられる。それを実行しなければおさまらないほど，土砂流亡が激しく，

事態が切迫していたことを物語っている。

千葉（1973）は草・木の根株掘り取りについて，その禁止命令が出された地

域年代を「日本林政史資料」で調べている。根株掘り取り禁止が1665年まで

は近江・京阪地方に限られていたのが， 100年後には東北から九州、｜の各地に及

んでいる。根株掘り取りの原因が農民の「夜なべ仕事」にあることを「徳川禁

令考」から当時の農民社会の状況に照らして考察している。

今日の治山は，この「草と木の根が掘り取られる」とし、う厳しい状況下で起

こった侵食，それはハゲ山を形成した山地荒廃に対処するために始まったもの

である。「草木の根の掘り取り禁止」と「焼畑の禁止」及び川原の中に草木を

植えて（幼稚な水害防備林），自分の田畑を増やさないこと，とし、う消極的対

策と，「荒廃地に植林する」とし、う積極的対策の両方が原点になっている。こ

の時代は河川については，「川原に新しく田畑をつくらないこと，川原に木，

竹などを植えて川道を狭めないこと」のように，水・土砂の疎通を妨げる行為

を禁止する消極的対策の他は，当時一般河川では有効な技術がなかったとみら

れる。全国のハゲ山は「諸国山川の提」がでた1600年代から1800年代にかけて，

その多くが形成された（塚本2002）。この時代は，ハゲ山モデルで、言うと，

ゲ山フロント域が活発に土砂を出し，下流の扇状地に天井川をつくった。

4.2. 市川義方が見た淀川水源の崩山
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明治の初期から中期にかけて活躍した京都府技師の市川義方（1897）は「水

理真賓」上下 2巻を著している。この時期は招聴オランダ人デ・レイケの活躍

が有名であるが，市川も現場の現象から自分の砂防工（神助砂防工と彼は呼ん

だ）を確立した技術者として知られている。上林（1999）の記述から推察する

と，両者はあまり仲がよくなかったぐらい，比較的よく知った間柄であった。

彼の下巻の記述から当時の淀川水源山地の状況を見てみよう。著者が重要と考

えるところを抜き取り，分かり易い文章にしてある。

第 l章崩山は元は樹木が繁茂していた

崩山（くずやま，ハゲ山のこと）はその昔は木が繁茂し，細密な黒土で

覆われていた。しかし中腹が崩失して骨の部分の苦土が出てしまった。こ

れは白地に黒点が混じり，堅剛な花崩岩の形質とよく似ている。全山の皮

膚が厚さ 3寸堅く凍って春にとけ，粟粒を積んだような粗砂山となり，大

雨のとき渓聞に押し出す。年に 3寸ほどずつ削られて，痩せ滅り，松の上

根が 7～ 8尺今の地表面より上に，堅根 1本で支えられているもの，また

横に倒れてはいるが未だ生気をも っている ものなどある（図的。山頂の

黒土のところをみると，樹木・雑草が生えている。これから考えると，太

古は崩山ではなく，樹木が生えていた。

第 2章崩山の実況

淀川の支川｜，木津川の水源に山城国棚倉村の奥に 1里四方の崩山がある。

嶺に登ると，白雪が降ったように，また白布で包んだように見える。皮相

は堅硬な花崩岩で爪も立たないが，鍬を打ち込むとようやく少し入る。こ

れも冬凍り春溶けて，組砂となる。大雨のときは幾万坪かわからない無量

の土砂が川底を埋める。尋常の設計では洪水を治めることはできない。

第3章崩山となった理由

山岳が崩山となる理由には 2つの原因がある。天意の崩れと人為の崩れ

である。天意の崩れは，大木が伸び茂って脆く弱し、地質を幾重にも樹木の

根が結びつけたまま，大雨，強風，地震のときに，全体の維持が出来なく

なって崩れ落ちるものである。人為の崩れは，全体に繁茂している樹木を

山中の人が利を貧り，乱伐して市に引き出すことによる。年月を経るに従っ

て，山体深く入った根が朽ちて，其の跡に雨水が流れ入り，体内に多量の

水を含み，黒土は泥となり，元来が脆い山質のため，僅かに残る木の根で
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図3 崩山の図（市1111897)

注）本文に記されているように，松の上根が浮き上り，

直根 1本で支えられるもの，倒れているものがよく

表されている。

は山体を維持することが不可能になり，大雨・大風・地震のときに山体が

裂けて崩れ落ちる。また山中の貧人が自己の耕回を拡大するために土砂山

を掘って渓聞を埋めて平坦な田をつくる。また片方に渓流を追いやって崩

山の麓に突き当てて，山を欠き崩して耕地とする者もいる。

以上は市川が見た明治初期から中期までの淀川流域花樹岩のハゲ山の状況を

よく表している。何処かの山で、彼が見たノ、ゲ山の形成における山地の状況から，

“崩れ”としづ言葉が入ったと著者は推測している。市川の見た山は，ハゲ山

モデルではハゲ山域の状態であり，表土が無くなった状態で，ハゲ山フロント

域は既に過ぎつつある。日本全体でみても，この時期はハゲ山フロント域に相
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当する荒廃が進行中のところは少なかったと著者はみる。明治15年に出された

太政官布達 7号「民有林森林伐木採鉱停止ノ件」に関する解説の中で若江（日

本治山治水協会1992）は，「森林の公益機能のうち土砂流出防備に先行して，

水源かん養機能を強調している点に注目したし、」と述べている。これは上記の

ように，この時期には土砂を活発に出すハゲ山フロント域は既になく，ハゲ山

域の渇水が問題で，水源かん養機能となったことを示唆すると著者はみる。ま

た市川の文章中の農地の拡大は，たとえ少しの面積でも増やそうとする困窮農

民の姿がよく表されて，当時の社会・経済状況をうかがわせる。

4.3. 地図に記録されていた広大な荒れ地

前記市川の著書が出たときは森林法が成立し，国家としての治水事業が動き

出した。市川の記述からも分かるように，この時期は広大なハゲ山が広がって

いた。ハゲ山の山腹工事が急務であった。しかしハゲ山だけでなく，その背後

に草原や粗悪林で構成される大面積のハゲ山フロン卜予備域が存在した。

氷見山ら （1997）は国土地理院の 5万分の l地図に記入されている土地利用

分類をもとに近世末（1850）まで遡って土地利用を調べている。分類で「荒れ

地」と定義され，全国に広く点在し，田畑用の草肥の供給源となっていた面積

（東北では馬の放牧地）を調べると， 1850年： 440万ha,1900年： 418万ha,

1950年： 292万ha, 1985年： 137万haとなり， 1900年以降で281万ha減少して

いる。鈴木（2000）は，この間の森林面積が変化していないことから，この「荒

れ地」がその後人工林となっていることを喝破している。これにハゲ山，焼畑，

松林（これは当然粗放な赤松林とみられる）を地図上で加えて概算すると，

280万haの2倍近い面積となる可能性がある。分類における「ハゲ山」は面

積が少ないので，「荒れ地」にはハゲ山に相当するものがかなりの面積含まれ

ていたと考えられる。内山（2002）は1842年に広重・英泉によって描かれた「木

曾街道・六拾九次」の69枚の絵から，当時の里山の風景を描写し，「見ていて

まず感じるのは，景色の中に森の描かれている絵の少ないことである。それは

驚くほどで，ところどころに木は描かれていても街道や集落近くには森がない。

山の裾野は森ではなく，草原として描かれている」と記している。当時の集落

は，かなりの山奥まで散在していたことを考えると，この風景は街道沿いの山

裾だけでなく，小起伏山地全体に広がっていたのではないかと著者はみている。

第 1期治水事業の開始時に公有林野の無立木地が100万ha（山田2000）とさ
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れたことから考えて， 280万haは妥当とみる。第 l期治水事業（1911～1935 

年）では，この荒地やハゲ山を対象に造林が行われ，それは第 2期治水事業（1936

～1947年）に引き継がれた。これらの事業では，荒廃地復旧，公有林野造林奨

励，開墾地復旧などが中心で，特に第 2期には荒廃地復旧が70%を占めている

（治山治水協会1992）。ハゲ山モデルからみると，この時代はハゲ山とそれを取

り囲んで広大なハゲ山フロント予備域が存在し，そこは各地に表層崩壊多発を

起こして，表土が相当に荒廃した状態て、あったとみられる。この時期は洪水・

土砂災害が多く起こり，森林荒廃が原因であるような表現をしている書き物が

多い。この荒れた広大なハゲ山フロント予備域が土砂・洪水災害の発生に大き

く関わっていたと著者はみる。

4.4. 七夕豪雨災害

昭和47年 7月7日の七夕を中心にして，南は熊本県天草，中部は愛知県小原，

北は神奈川県丹沢の 3地域で，殆と。同時に集中豪雨による表層崩壊・土石流災

害が発生した。著者はこの 3つの災害山地を調査したが，地質は花崩岩と新第

三紀層で，森林は林齢20年以下の広葉樹林とスギ幼齢林地の小起伏山地であっ

た。今から考えると，ハゲ山フロント予備域に相当する山地であった。このよ

うな集中豪雨災害が昭和30年末期から50年代末期にかけて多く発生し，多くの

犠牲者を出した。集中豪雨という用語もこの時期にマスコ ミでつくられた。土

千ha
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図4 日本の人工林の林齢別面積 (1995年3月31日現在） （日本林業調査会1999)
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石流の実態も，この時代に初めて映像にとられ，理論的な研究も進んだ。

この時代は幼齢林大面積時代であった（図 4）。図 4は人工林の林齢分布で

あるが，この他に広大な里山の萌芽再生林の若齢林があった。このため根系劣

化山地が各地に広がり，表層崩壊が各地で多発し，多数の土砂災害が発生した。

しかしそれがハケ、山へと進むことはなかった。地表被覆破壊・根株掘り起こし，

焼畑などによる表土撹乱がなかったことが原因であると著者はみている。

この時代はハゲ山は山腹緑化によって復旧に向かい，緑が回復しつつあった。

森林伐採地や跡地への植林による幼齢林が広大に広がったが，表土と地表被覆

は破壊されなかったので，侵食は崩壊型で崩壊・土石流によって発生するタイ

プに変化していた。

4.5. 2002年初夏 島根県吉田村の山と森

吉田村の菅谷タタラの高齢にたって周囲の山と森を眺めたとき，ふと芭蕉の

句 「夏草や兵どもが夢の跡」が浮かんだ。芭蕉は藤原三代の栄華の地を訪れた

とき，この句を詠んでいる。茂った森林と古び、たタタラの高殿が，“夏草”や

“兵どもが夢の跡”となって著者の脳裏をかすめた。タタラは，洋式高炉製鉄

が出来るまでは日本の製鉄産業を支え，菅谷タタラはその中心で，高殿は華や

かな往時を偲ばせる。司馬 （1998）から換算・推定すると，菅谷タタラ lつが

必要とする木炭のため，年々 120町歩の山の木が切り払われている。中国山地

の森林はタタラの最盛期には荒廃の極にあったと言われている。現在村の各地

で見回すと， 20年生程度の広葉樹や植林した杉で覆われ，今後20年もすると立

派な森になるように見えた。旅人の私には炭焼き跡も鉄穴流しも，全くその面

影を発見することはできなかった。司馬（1998）はこの地を訪れたとき，タタ

ラのように大量の炭を必要とする産業は，日本の山地のよ うに緑の復元力の大

きいところでないと成立しなかったで、あろうと言っている。山荒らしと言われ

たタタラの山で，森林がここまで回復したことを考えると，表土を失わなかっ

た日本の山は現在，森林健全域にもどったと考えてもよいだろう。表土を失っ

たハゲ山回復途上域も，少しずつ森林健全域に向かつて回復している。

5. 土砂災害と対策の時代変遷

ハゲ山モデルと上記の事例を参考にして，日本の土砂災害とそれに対して取

られた治山分野の対策の概要について考察してみる。



表 1 土砂災害の時代区分
ー

時代の標準的構成域の空間配列と表の顔・裂の顔
中

時代の名称
その時代を代表する構成域

（表の顔）と侵食型
標準的構成城配列，第 2番目の土砂発生域（裳の顔）および侵食型

ハゲ山フロント域時代 ハゲ山フロント域
集落 ＋ ハゲ山域 ＋ ハゲ山フロント域 ＋ ハゲ山フロント予備域 ＋ 森林健全域

〈～ 1900} （表面佼食＋表層崩壊多発）
（表耐侵食） （表層崩壊多発 （表附崩壊多発 （深層崩壊単発

と表而侵食） と土石流） と表層崩壊単発）

ハゲ山域時代 ハゲ山城
集落 ＋ ハゲ山域 ＋ ハゲ山フロント予備域 ＋ 森林健全域

(1900～ 1950} （表面侵食）
（表面侵食） （表層崩壊多発 （深層崩域単発

と表面侵食） と表層崩壊単発）

ハゲ山フロント予備域時代 ハゲ山フロント予備域
集落 ＋ ハゲ山［HJ復途上域 ＋ ハゲ山フロント予備i域 ＋ 森林健全域

(1950～1990) （表）脅崩波多発）
（表層崩島富 士石流？〉 （表層崩壊多発表面侵食） （深層崩壊単発

と表層崩壊単発）

森林健全域時代 森林健全域
集務 ＋ ハゲ山回復途上域 ＋ 森林健全域

(1990～〉 （深層崩填単発＋表層崩壊単発）
（表層崩嬢・土石流？） （深層崩壊単発

と表層崩壊単発）

注） アンダーラインは第 2番目（裏の顔）の上砂発生域，ハゲ山フロント予備域時代と森林健全域時代は第 21昨日はないと考えた方がよい。
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ハゲ山フロント域時代 ハゲ山域時代
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1990 I年）

ノ、ゲ山回復途上域寸一一

毛主

崩壊型仁代表される時代一一一一一一

人為の影響なしー
（自然の崩壊）

一一一一一一一一表面浸食型に代表される時代

人為による森林・表 l荒廃の時代

末 、‘、、、、、、 森林の影響範囲

（斜線の入った方lf>J全域が森林劣化をうけている）

図 5 ハゲ山モデル構成域の土砂災害発生割合の時代変化（塚本200lc)

5.1. 土砂災害の歴史

ハゲ山モテ、ルと前記の「諸国山川の提」から始まる 5事例を順次並べると，

1600年代以降の日本の山地における森林・表土の荒廃と土砂災害の平均的な姿

が浮かび上がる。ハゲ山モデ、ルの 5構成域のと：:nがその時代を代表する侵食タ

イプであったかに着目して，土砂災害タイプの歴史的変遷を整理したものが表

lと図 5である。表 lと図 5は，イ）それぞれの時代に 5構成域のどれが出現

していたか，ロ）どれが時代を代表する景観であったか（表の顔），ハ）表の

景観の裏で，どのような災害が起こっていたか（裏の顔），ニ）構成域全体の

相対的土砂災害寄与度はどのようであったか，などを考慮して著者の推測でつ

くられた。 1600年以前については，資料が少ないので議論できないが，それぞ

れの地域で，長い時聞をかけて健全な森林（森林健全域）から択伐や皆伐が繰

り返されて粗放な低木林や草地などのハゲ山フロント予備域になり，更にそれ

らが焼畑や根株掘り起こしが行われて，崩壊と表面侵食の激しいハゲ山フロン

ト域へと進み，地質条件によってはハゲ山まで荒廃が進んだ。その後治山砂防

の努力によって，現在の森林状態まで回復した。

1) ハゲ山フロント域時代く～1900)

「諸国山川の提」の時代は，まさに畿内におけるハゲ山形成の時代で，代表

的侵食タイプは表面侵食と表層崩壊の同時発生で，活発に土砂を下流に出して
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扇状地の氾濫災害を繰り返し，天井川をつくった。この時代は土砂災害と洪水

災害が一体となって発生し，両者は区分できず，土砂災害・洪水災害同時発生

時代であった。畿内のハゲ山フロント域は，その後日本各地に広がった。荒廃

を抑制するための各種の規制によってハゲ山フロント域の活性度－拡がりは減

速したが，ハゲ山フロン卜域時代と呼んでもよい状態が江戸末期から明治初期

まで続いた。この時代のハゲ山フロント域は，前面にハゲ山域，背後にハゲ山

フロント予備域が控え， 3地域がそれぞれのタイプの表土荒廃と土砂流出を行

い，全体では広大な土砂流出域が存在した時代で‘ある。

2) ハゲ山域時代 く1900～1950)

前記「市川の崩山」が表の顔とすると，裏の顔は「荒れ地」で，ハゲ山フロ

ント域に近い荒廃状態のハゲ山フロント予備域であった。 表のハゲ山景観と裏

の崩壊多発による荒れ地の景観が，この時代の特徴である。明治中期以後は活

発な土砂を出すハゲ山フロント域は消滅し，広大なハゲ山とその背後に粗悪林，

採草地，雑木林，幼齢林などの貧弱な植生と無立木で構成され，各所に崩壊跡

地が散在するハゲ山フロント予備域が広がっていた。この時期の災害は，ハゲ

山域からの土砂流出は災害となるほどのものではなく，緑のダムの消失による

洪水・渇水災害がハゲ山周辺で起こったと考えられる。特に渇水災害が重要で

あった。土砂災害はハゲ山の背後に広がる大面積のハゲ山フロント予備域で崩

壊多発と残存土砂の流出で荒廃河川が各所にあり，山腹から渓流 －河川全体が

荒廃の極にあったと考えられる。

3) ハゲ山フロント予備域時代く1950～1990)

太平洋戦争終了時から10年程度で，山腹緑化によってハゲ山は貧弱でも緑に

覆われた。しかし戦後復興のために大量の森林が伐採され，その跡地に広大な

幼齢林ができた。戦前・戦中の伐採と戦後復興後の拡大造林が幼齢林面積増加

に拍車をかけて，今日の人工林1000万ha時代の始まりをつくった時期であっ

Tこ。

図 4の林齢別面積をみると，今から20年前には莫大な面積の林齢20年以下の

林が存在したことになる。昭和40年頃から昭和末期まで，根系が劣化して表土

の力学的強度が低下した森林が日本各地に大面積に存在した。ハゲ山フロン卜

予備域最大面積の時代であった。これが豪雨時に崩壊・土石流災害を多発さぜ

た（塚本2001c）。前記の七夕豪雨災害のような表層崩壊多発による土石流災害

を起こす危険な小起伏山地（今日里山と言われるところ）が各所にあった。
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図6 南木曾花岡岩山地の表層崩壊多発斜面を利用した森林状態と相対斜面安全率

の関係の模式表現（塚本2001a)

この説明が図6に行われている。図は南木曾山地における豪雨時の表層崩壊

発生個数と潜在表層崩壊個数を決める 0次谷の数から，植生状態と斜面安全率

の関係を求めたものである。斜面安全率を決める表士の力学的強度が士本来の

強度と根系の力学的強度の和で決まると考えるとき，図 6の安全率分布は皆伐

地と森林健全斜面の聞に，幅広い根系劣化斜面が存在することを示唆する。こ

れが森林地から転換された草地で、あったり，萌芽再生林であったり，竹林であっ

たりすると著者はみている。昭和40年代初期から60年代にかけて小起伏山地で

発生した表層崩壊・土石流災害の殆どは，この根系劣化と関係していたのて、は

ないかと著者は考えている

4) 森林健全域時代く1990～〉

1990年代に入札広大なハゲ山フロント予備域の森林の多くは，林齢30年以

上の壮齢林になり，根系劣化状態から抜け出して森林健全域に移行した。今日

では，かなりの大雨があっても表層崩壊多発・土石流災害を起こすことは殆ど

なくなった。これは根系劣化森林がなくなったことが原因であると考えるのが

妥当とみる。これからの森林健全域時代は，表層崩壊が起こっても，森林根系

劣化地のように，表層崩壊多発は起こらず，どちらかと言うと崩壊は単発的発

生で，表層崩壊，深層崩壊のどちらも起こるが数は少なくなると著者はみてい

る。深層崩壊が目立つようになるだろう。土砂災害も，深層崩壊・土石流型に

変化するので，予測が一層難しくなるだろう。
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以上のように見てくると，過去数百年の歴史を通して日本の土砂災害（その

殆どは小起伏山地で起こっていた）は森林に大きく影響されていたことになる。

特に根系劣化が起こした表層崩壊による荒廃が，いつの時代でも災害で大きな

役割を果たしていた。ある時は表層崩壊多発からハゲ山へと激しい土砂を出し

ある時は表層崩壊多発・土石流が突然に集落を襲って災害を起こしていた。

5.2. 土砂災害対策の歴史

土砂災害対策にはハードな手法とソフトな手法とある。どちらも技術システ

ムとして機能する。技術はその時代の総合力によって決まるが，特に科学レベ

ルと深く関係する。表 lと図 5の土砂災害の歴史に沿って，取られた対策を概

観してみる。

1) ハゲ山フロント域時代

技術レベルが低く，森林の伐採禁止，根株掘り起こし禁止，焼畑禁止などの

“禁止令”による消極的対策と無立木地と表土荒廃地への植林とし、う積極的対

策がとられたが，どちらも植生活用とし、う程度の技術以外に打つ手がなかった。

この時代の禁止令は保安林の原型で，荒廃地への植林は山腹緑化の始まりとみ

ることができる。これ以外の技術的対策としては，広島県（1997）の砂留め工

や各地における山腹工法開発など現在の治山工法の原型がスタート した。

全体的にみて，治山技術の原型がこの時代に形成された。当然低い技術レベ

ルのため，実際の災害対策は避難が主役となり，それは個人・家族・部落単位

などで，団結して行われたと考えられる。

2) ハゲ山域時代

この時代はハゲ山の山腹緑化対策が主役であり，前記した“神助砂防工”を

始め，各地で工夫された工法が実行された（全国治水砂防協会1981）。山腹工

を補助するガリーの谷止め工なども行われた。治山技術における山腹復旧技術

の大枠は，この時代にほぼ完成したと著者はみている。広大なハゲ山フロント

予備域の「荒れ地」などの無立木には第 1期治水事業で大規模な植林が行われ

たが，これは根系力の回復による崩壊防止工事を行ったことになる。森林法に

もとづく保安林制度が実施に移されたのもこの時期である。下流の扇状地とそ

の上流では渓流砂防工（建設省）が各地で進められた時期て、もある（赤木1963）。

3) ハゲ山フロント予備域時代

大面積のハゲ山が緑化されて，ハゲ山回復途上域に移行した。これは森林と
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表土が同時に回復しつつある山地で，我々が一度も経験したことのない森林と

表土の状態である。侵食は崩壊型であるが，どのような状態のとき崩壊が起こ

るかなど不明のことが多い。

この時代の最大の特徴は，大面積の幼齢林と萌芽更新広葉樹林で構成される

根系劣化地のハゲ山フロント予備域である。大面積に分布していたために，伺

処かに豪雨があると，必ず表層崩壊多発・土石流災害を起こした。この災害に

対して我々は，避難以外の対策は持ち合わせていなかった。頻発する災害の復

旧工事と昔からある崩壊性の荒廃地復旧に終始した。砂防分野では避難と危険

地の抽出・調査，簡単なハード対策が始まった。

4) 森林健全域時代

私達の経験したことのない災害時代にこれから入る。推測されることは，崩

壊は単発的で，表層崩壊と深層崩壊が共に起こるが，深層崩壊が目立つ時代に

なると著者はみている。崩壊の予測（場所・規模・時間）は極めて難しくなる。

殆ど不可能に近いように著者には思える。これを予防するには，どうしたらよ

いかの技術が問われる時代に入っている。

6. ハゲ山モデルが教える幾つかのこと

ハゲ山モデルで、土砂災害の歴史を考察するとき，治山技術や保安林のあり方

について，いろいろな事が浮かび上がってくる。ここではそのうちの重要とみ

られる幾っかについて指摘・考察してみる。

6.1. ハゲ山時代の治山から崩壊・土石流時代の治山への転換を

土砂災害の時代区分は，ハゲ山フロント域時代から始まり，ハゲ山域時代，

ハゲ山フロント予備域時代，そして現在の森林健全域時代へと移り変わった。

この間，前2時代は表面侵食型が中心的役割（表の顔）を果たし，崩壊型はそ

の陰で土砂災害を起こしていた（裏の顔）と著者はみている。しかしハゲ山緑

化が終了するハゲ山フロント予備域時代以後は，表面侵食型の土砂流出は殆ど

なくなり，崩壊型がその時代の土砂災害の主役になり，表の顔となった。両者

は土砂災害対策においては全く異なる。この認識が治山分野で十分できている

か，著者は少々心配である。

表面侵食型と崩壊型（土石流も入れる）の主要な相違点は，侵食では常時発

生・短周期型（大雨の度に起こる）と間欠的発生・長周期型（数十年，数百年
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表 2 侵食型と災害対策の関係

現象の特性 災害対策の特性
侵食型

発生周期 水災害と土砂災害の関係 災害対策システム 災害の複旧と予防の関係

表面侵 食型 常時発生短周期型
洪水・渇水・ l砂災害

逐次修正型 復旧と予防が一致
同時発生

崩壊・土石流型 間欠的発生・長周期型
洪水・土砂災害

初期完成型 復旧と予防が分離
分離発生

に l度）で，災害発生は土砂洪水同時発生型（ハゲ山域時代のハゲ山域では異

なる）と土砂洪水分離発生型となり，土砂災害対策では災害復旧・予防一致型

と災害復旧・予防分離型となる。このような両者の相違を表2に整理した。

表面侵食型の土砂流出では，災害土砂の流出が頻度高く起こるので，ある災

害の復旧工事をすることは次の来るべき災害の予防工事として機能していた。

このため復旧と予防の区別の必要がなく，治山工事において両者を意識する必

要はなかった。崩壊型では発生周期が長く，復旧と予防は完全に分離される。

崩壊型の復旧は破壊された生活・生産基盤の回復工事で，防災工事と位置付け

ない方がよい。崩壊型の災害予防対策は，落石災害対策に置き換えるとよく分

かる。斜面の不安定な岩塊が落石となる。落石は斜面崩壊の特異形態で，両者

は同一現象である。両者の差は落石は地上部分で起こるが，崩壊は地表下部分

で起こる。落石対策は明瞭で，イ）何処に不安定な岩塊があるか，ロ）どの程

度不安定か，ハ）対策の構造は，ニ）対策の効果は十分か，などの順序で決め

られる。先ず不安定箇所が分からないとスタートが切れない。対策システムか

らいうと，崩壊－土石流型は長周期の，いつ発生するかわからない， 一発勝負

への対策で、あるから，何処で，どのくらいの規模で発生するかの予測の上に立っ

た，最高水準の精度をもっ対策システムでなければならない。最高レベルの調

査に基づく初期完成型システムが必要である。 一方表面侵食型は短周期の，頻

度高く発生する土砂流出への対策であるから，初期に全てが分かっている必要

はなく，先ず実行から始まり，実施しながら逐次修正を重ねてゆく対策システ

ムでよい。

歴史的にみるとハゲ山フロント予備域は，どの時代にも存在して表層崩壊多

発を続けてきたとみられる。しかしハゲ山フロント予備域時代までは陰の存在
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で，社会の「表の顔」（その時代を代表する大きな災害として）になることは

なかった。ハゲ山フロント予備域時代になって始めて「表の顔」となったとき

に，我々は避難以外に有効な対策が立てられなかった。森林健全域時代になっ

て深層崩壊単発型になると，一層対策は難しくなると著者はみている。表面侵

食型の時代には調査よりも実行が大切であった。実行した対策の良否は次の災

害ですぐ分かり，修正できたからである。このため崩壊・土石流の予測（発生

場所，規模）ができないと，先に進めない。崩壊型では，対策の効果を計画段

階で確度高く予測できないと，対策工は意味がない。対策立案のための調査，

研究が非常に重要になってくる。実行よりも調査である。

6.2. 社会と共に変わる水源かん養保安林

保安林制度は，健全な森林が持っている機能が森林破壊・表土破壊によって

失われることを防ぐ目的で森林の施業，主に伐採に制限を加えるものである。

明治の保安林制定当時は，「市川の崩山」や「荒れ地」が広大な面積を占め，

これらと健全な森林地を比較すると，一目瞭然で森林の効果が分かった。ハゲ

山は表土（緑のダム）が殆ど消失しているので，土砂流出による災害よりは，

洪水・渇水の害，特に小起伏山地周辺の水田農業では渇水災害が重要であった

と考えられる。これが水源かん養保安林の始まりであった。

昭和40年代以降（ハゲ山フロント予備域時代以降）都市化が進み，汚染によ

る水環境の悪化が顕著になった。都市の上水を都市周辺の小中河川に求めるこ

とは量的にも，質的にも不可能になった。大河川の中上流域に多くの大ダムが

つくられた。都市化の進行と共に山の森林は回復し，表土も元ハゲ山であった

ところを除いてほぼ回復した。人工林の手入れ不足に問題があるが，数百年ぶ

りに日本列島全体が緑で、覆われた。森林と表土が無いハゲ山で始まった水源か

ん養保安林を森林健全域時代の現在，洪水・渇水の緩和の機能ということで認

識してよいのだろうか。著者の考え方は次のようになる。

1) 森林と表土が回復すると，森林がもっ洪水・渇水緩和機能は十分発揮

される。森林技術者が行うことは，昔のような森林破壊・表土破壊を起

こさないことである。

ハゲ山が緑に回復した後，日本で森林破壊だけでなく，表土破壊が一

時期起こったことがある。それは高度成長期以後の森林地の乱開発で、あ
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る。これに対応するために，「林地開発規制」がつくられた。著者はこ

の規制を「昭和の諸国山川の提」とみている。この乱開発の延長線上で，

現代のハゲ山（新開発都市とその周辺）ができ，ハゲ山洪水（都市水害，

例えば神奈川県鶴見川）が起こった。

2) 森林は大気から流域に降下する窒素，燐などを吸収して，流出量を減

少させる水質浄化作用があるが（国松1994），それより重要なことは森

林流域以外に清浄な水を流出させるところが無くなったことである。丹

保（1998）は下水研究者の立場から，森林面積確保の重要性を次のよう

に解説している。都市は上水として清浄な水を200～4001・1人.1日

必要とし，そのための森林が300～500m2・1人必要である。これが利用

されて下水となる。下水は生物化学的処理によって BOD 10 ppmまで

低下できるが，河川環境基準の 3ppm以下にするには，いろいろの問題

がある。森林からの清浄水で希釈するのが得策である。このためには上

水の 3倍の希釈水が必要で，そのための森林が更に900～1000m2 ・ 1人

必要になる。上水用と下水希釈用を合わせると， 1,200～1,500m2・1人

の森林面積になる。関東 6県の人口を3,600万人とすると，森林面積が

125万 ha必要である。関東の全森林面積を合わせても，この25%に満た

ない。

3) 人工林の手入れ（間伐，除伐，枝打ち）は立木本数，葉量を減少させ

て蒸発散量を減少させ，河川の低水期間の流出量を増加させて，水資源

にプラスに働く。一方林床を開放して有機物の分解を促進し，窒素など

の流出を増加させて，マイナスに作用する。両者の調和を図ることが大

切である。人工林の手入れは，これら両面を超えたレベルで，森林の健

全性維持，生態系保全の観点から重要である。

森林の手入れによって洪水緩和の機能を増加することはできなL、。緑

のダムは森林土壌がもっ機能で，土壌孔隙構造と土の厚さによって決ま

る。両者は地上部の森林の取り扱いによって簡単に増加の方向に変化で

きない。一方土壌を破壊して緑のダムの容量を減少させることは簡単で

ある。

4) 現在日本でも世界でも，清浄な水が少なくなった。汚染されていない

森林地からの水が貴重になってきた。水を汚染するのは人間である。水

源森林地に多くの人聞を入れて，人間活動を盛んにしないと山村は活性
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化しない。清浄な水の獲得と農山村の活性化は棺反することになる。日

本は森林が国土の60%以上を占める森林国である。森林技術者は森林管

理だけに留まらず，森林地の汚染を防ぐ技術・行政に積極的に関与し

清浄な水の確保に少しでも貢献すべきである。このような方向が森林成

熟時代の新しい森林技術であると著者はみる。

6.3. これからの治山技術

崩壊は落石と同じ現象で，斜面の不安定物質が滑落して，斜面白身は安定化

する現象で，崩壊跡地とその周辺から崩壊後に災害を起こすような土砂が流出

することは，大量の残土をもっ大崩壊以外は少ない。このため崩壊地緑化は災

害対策のためだけなら行う必要はない。生態系の早期回復のためで、あると著者

はみている。人聞が森林を荒廃して，崩壊と表面侵食を多発させたハゲ山フロ

ント予備域時代までは，崩壊跡地や裸地をできるだけ早く緑に返して，負の遺

産を後世に残さないために応援（緑化）することは，現代人の責務であった。

森林健全域時代に起こる崩壊は自然、の現象として，日本列島でこれから永久

に発生し続けるもので，出来るなら自然の推移に任せるのがよい。出来ない場

合が多々ある。崩壊地が発生したとき，崩壊地を自然の推移に任せたとき，ど

のようなことが崩壊地周辺に，渓流に，そして下流河川に起こるか，を予測す

ることが治山技術者の第ーに行うべきことである。山地を治し，下流の渓流を

治すことは，この予測の後に行うことである。このとき，どこまで，どのよう

に山を治すのか（自然に手を加えるのか）は技術者と地域住民・市民が協議し

て決めることである。また森林健全域時代の土砂災害は表面侵食型の時代と異

なる崩壊・土石流型で，発生予測が何らかの形でできなくては，対策は立てら

れない。このための調査と調査方法の確立が第ーである。森林治山技術者は山

の自然に対する奥深い知識を持たなければならない。この知識を獲得するため

に，各種の調査と大量の資金を使うべき時代である。これが自然との共生時代

の森林治山技術ではないだろうか。同様のことは，自然そのものが起こす火山

活動に伴う土砂災害防止のための治山についてもいえる。

7. おわりに

1960年頃から治山砂防分野の研究にたずさわり，その問幾つもの土砂災害を

経験してきた。 1990年代に入り，土砂災害の傾向が少し変わってきたのではな
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し、かと感じ始めた。以前と同じような大雨があっても，大きな土砂災害が起こ

らなくなった。同業者が同じような感じを持っていることを知った。災害に関

係する素因で，この聞に変化したものを検討してみると，森林が幼齢林や萌芽

再生林から壮齢林に変化したことであった。ハゲ山モデルで、は，ハゲ山フロン

ト予備域が森林健全域に移行したことになる。森林健全域時代は，これまでと

異なる全く新しい土砂災害の時代であることを森林治山技術者は強く認識する

必要がある。

この論文は既報の幾つかの論文（塚本2001a, 2001 b, 2001 c, 2001 d, 2002) 

を整理し，解説的にしたものである。
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