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まえがき

敗戦直後のわが国にとって，ダムは電源開発と洪水防止のための救国の旗手

であった。その後，多くの河川に各種の高・低ダムが続々と建設され，ダムの

ない河川は珍しいといわれるまでに建設された。最近ではダムの悪い面があれ

これとやり玉にあげられ， 一部の人々からは「ダムはいらない，ダムはム夕、で

ある」と，乱設が非難されている。

ダムが非難される反面で，森林は水源酒養機能の面が高く評価され，「ミド

リの夕、ム」との賛辞を受けている。そして，「ミドリのタム」があればダムは

もう不要で，ダムに代わる治水や利水の対策として，もっと森林を育てようと

の提言も聞かれる。

本来，貯水池やダムは森林流域から流出した河水流を貯留するために作られ

たもので，森林流域機能の補完物として建設されたものといえる。このように

考えると，森林とダム等との聞には本質的な違いと機能分担がある。その後，

ダムの数及び規模は社会要請に応じてしだし、に増大し，今では河水調節の主役

の座を占めるようになった。

一方，森林の水源緬養機能とし、う言葉は心情的に理解され，万能的に解釈さ

れてきた傾向がある。森林流域はそれなりのすぐれた水源機能と特性をもって

L、るが，限界もあるはずである。それらのことを十分に理解し森林を活用す

べきである。その反省に立ち，この 3百余年聞に起きた森林の水源酒養機能に

関する論争を整理しそれぞれの争点と結末とを紹介する。そして，各争点を

小流域試験等の研究成果に基づいて検証した。

空気とともに，水は地球上のあらゆる生命を養っている根本資材である。水

源地帯を占める森林の効能は洪水や渇水方面ばかりが賛辞されてきたが，河水

源環境の重要な担い手であることに注目しその厳しい管理が必要と思われる。
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1章水源酒養機能論争の主題と年代

1. 河川流域の水文略説

1) 河川の水源

地表に到達した降水の一部分は水蒸気となって大気中に戻る。そのしかたに

は蒸発と蒸散との 2種類がある。蒸発とは降水が水面あるいは地物表面から水

蒸気となって大気中に放散することをし、う。蒸散とは草や木の根から吸収され

た水分が葉や表皮から水蒸気となって大気中に放散することで，草や木の生活

のために消費される水分である。森林地や草地では蒸散と蒸発との両現象が起

きるので，これらを一緒にして蒸発散，その量を蒸発散量と L、う。しかし地

球規模で考えると，蒸散量と比べて，蒸発量の方が圧倒的に多量であるし，両

者を分別することはできなし、。それで，大気科学や気象科学の分野では，地表

面より大気中に拡散する水蒸気をすべて蒸発，その量を蒸発量として取り扱っ

ている。

地球上の蒸発量の16%は陸上より， 84%は海洋上より蒸発する。そして，海

洋上の蒸発量のわずか 7%が陸上に運ばれて陸上外周部の降水となる。また，

地球上の陸地面積の79%のところでは，降水の一部分が海洋に流出し，残りの

21%の陸地では，降水は全く海洋に流出せず，降水の全部が水蒸気となって大

気中に戻っている。陸地では年降水量の37%が海洋に流出し，残余は蒸発量と

なる。地球表面では降水，蒸発，流出の現象を通して陸地，大気および海洋の

間を水分が循環し，相互に水分の平衡が保たれている。大気を取り巻く水蒸気

は，太陽から受けた熱源で、回転する大気のエンジンであり， 地球生物を養う根

源である。

2) 流域の水収支

河川のある場所の横断面を単位時間に流去する水量を流量とし、う。流量は普

通 1秒間あたりの立方メートルで、あらわされる。毎秒の流量を 1時間合計した

ものが 1時間流量，これを24時間合計したものが日流量，日流量を月毎に合計

したものが月流量，月流量を12か月合計したものが年流量である。流量を量水

地点から上流の流域面積の水の深さ，すなわち降水量と同じミリメートル単位



58 

であらわす場合がある。これを流出量，あるいは流出高とし、う。この表し方は

流域上に降った降水量とくらべるときに便利である。

河川の流量はいつも不足しない程度に流れ，大雨にも水害の起きない程度の

流量であれば，大変都合が良L、。しかし河川の水源はそれぞれの流域に降る

雨や雪であるから，どの河川も人々の望むような流れ方はしなし、。

梅雨や台風の季節にはしばしば豪雨が降り，この時は莫大な水量が流れる。

晴天が続くと流量は徐々に減少して水枯れの状態，つまり渇水となり，小さな

川の流れなどは止まってしまう。降雪地方では，年によっては冬期渇水が起き，

春には毎年融雪出水を迎える。これが自然状態の河川の流れかたで、ある。

洪水も困るが，潟水による水不足は炊事，洗濯，風呂はもちろん便所も使用

できなくなり，人々の日常生活に多大の支障と苦痛をあたえる。河川の日流量

や月流量の大きさはそれぞれの地方によって特徴があり，その大きな原因は雨

の降り方，もうひとつは積雪にある。各河川の渇水の特徴は年の最小日流出量

と最小月流出量の大きさとその月分布を見れば，その傾向がわかる。

ある河川を流れる水のみなもとは，その流域上に降った雨や雪などの降水で

ある。しかし降水の全部が河水となるわけではない。 一部は蒸発量となって

大気中に戻り，河水とならない部分がある。河水の利用とか洪水予報の分野で

は，河水となる降水部分を有効降水量，蒸発によって大気に戻る降水分を消失

分とか損失分，あるいは損失雨量などとし、う。ひとつの流域をとると，水収支

に関係する主要因子は降水量，蒸発量と流出量の 3因子で，長年の平均をとる

と，降水量は蒸発量と流出量との和にほぼ等しくなる。

土壌水分が十分にあるとき，樹林地からの蒸発量は可能蒸発量に近い量とい

われているが，雨不足の年とか保水量の小さい土地で、は水分不足のため，実際

の蒸発量は可能蒸発量以下となる。国立林業試験場岡山試験地での観測による

と，極端に雨不足の年の年蒸発量は年可能蒸発量の約70%，年流出率は 5%ま

でに減少している。

蒸発量を直接測定することはできないといってよし、。陸上では水面はもちろ

んのこと，土壌面や草，樹木からも，たえす。蒸発，蒸散がおきている。樹木は

水を生産することはできないが，多量の水を消費して有機物質を生産し，森林

とし、う生態環境を形成し，多種多様な生物に生活の資材と場所を提供している。
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2. 論争の主題と年代

昭和時代の前半までのわが国は農業を主産業とする，いわゆる農本社会の国

家で，日常生活の炊事や暖房に欠かせない薪炭から産業用燃料まで，森林の生

産物に依存していた。そればかりでなく，土木・建築用材や電柱，枕木，鉱木

の類に至るまで木材に大きく依存していた。

その後，急速な諸産業の振興とともに，鉄鋼材及び非鉄金属材，セメントや

石油系資材などの多量生産及び木材資材の大量輸入が始まり，国産木材の用途

と需要量は極端に減少した。また，石油や天然ガスの大量輸入により，薪炭な

どの木質系燃料の需要は急速に減少した。このような産業，経済事情の変化に

より，圏内林業は衰退し，山村の過疎化が急速に進行した。

一方で，草地の拡大や宅地の造成，あるいはコεルフやスキーなどのレジャー

産業の発達で，森林の伐採が急速に進み，森林の有する生態環境の消失が懸念

されるに至った。そして，人類の生存にかかわる自然生態系中の森林の役割と

重要性が改めて理解されるようになり，多様な森林の保護育成の機運が急速に

広がってきた。

各地方を流れる河川は，その上流にかならず森林や山岳，火山などの水源区

域を抱え，その水源区域に降った雨水と雪水が河水を養っている。河水に依存

する生活用水や諸産業用水の需要量はますます増加する傾向にある。さらに，

最近では急速に広がる河水の汚染問題が浮上している。一方で，年によっては

長期干天による雨不足が起き，都市部での水資源確保の問題は重要な社会問題

のひとつとなっている。

現代の日常生活において，ある程度の食物，燃料と電力，それに生活用水は

必需品である。このうち，生活用水だけを取り上げると，各家庭では毎月20～

50立方メートル， 1年では240～600立方メートルの水を使用している。河水に

依存している家庭の用水量はすべて河川上流の山林地が受けた雨雪水で、ある。

このような訳で，用水資源についていうと，多くの住民はある広さの集水地

を山林地区に抱えており，山地や森林地とは切っても切れない依存関係で暮ら

している。河川上流の広大な山地の地表は，普通樹木の群生した森林でおおわ

れており，多くの人は疑うことなく，洪水軽減及び渇水緩和の両方に大きな効

力を発揮しているとし、う森林の治水及び水源緬養機能（以下は水源調養機能ま

たは水源機能と簡略）説を信じてきた。しかしながら，この400年の聞には，
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表 1 論争の主題と年代

論争の主題

1. 田用水の確保

Z 水源保安林の設定

1 森林の湿潤抵抗の効果

4 水源保安林の解除要請

5. 洪水害の発生原因

6. 森林・河川緊急整備税の創設

年

江戸時代中・後期

代

1897 （明治 30）年～ 1923（大正 12）年

1925 （大正 14）年～ 1933（昭和 8）年

1933 （昭和 8）年～ 1936（昭和 11）年

1945 （昭和 20）年～ 1960（昭和 35）年

1983 （昭和 58）年～ 1987（昭和 62）年

森林の水源緬養機能に関する論争が関係者の間にたえず起きてきた。その論争

を主題と年代別に整理して紹介する。

この報告では有林地とか無林地とし、う言葉がよく用いられるが，有林地とは

樹木に被われた状態の土地で，いわゆる森林地のことである。これに対して，

無林地とは樹木の生えていない土地のことである。これには森林の皆伐跡地や

ササ，野草の茂っている山地，柴・野草を刈り取る山地などがある。土の露出

した裸地が含まれる場合もある。

有林地と無林地とを比べて，河川を流れる水量あるいは流れの状態に差があ

るのか，その程度はどれほどか，とし、う森林の水源酒養機能の問題は古くから

人々の注目をひき，また，論争の的となってきた。これについては多くの人が

いろんな意見を述べているが，その中には森林に対する期待と信念に基づく意

見もすくなくない。時には，森林の狂信者と思われる意見も見られる。

1600年代後半から現今までのおよそ350余年の聞に起きた森林の水源酒養機

能にからむ論争を，その主題と年代別に表 1のように整理してみた。

江戸時代中・後期の田用水に関する論争は，田用水のために水源山林を守ろ

うとする地元農民と周辺農民等との聞の争いであるが，田用水の確保というよ

りは，用材，柴や薪，野草などの林産物の恩恵を独占しようとする地元農民と

その，恩恵にあずかろうとする周辺農民との争いである。明治時代中期から大正

時代中期までの水源林論争は水源保安林の指定及び解除に関わる論争である

が，その背後には，明治維新後の近代国家建設にからむ圃，地方自治体の林野

整備政策の強行と地域住民との聞の利害が絡んでいる。

昭和時代初期の論争は 2件，少雨・多照地方として知られている岡山・広島

県の南部地方を背景に起きた論争である。その一つは林地の湿潤抵抗の効用に
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関するもの，もう一つは溜池集水地の水源酒養保安林は渇水を助長し，田用水

の確保に有害無益であるので，保安林指定を解除してほしいとしづ地域農民の

要請をめぐる，地方と国との聞の水源保安林の渇水効能の論争である。

敗戦後20年の期間は洪水害による受難の連続で，多数の人命が失われ，莫大

な個人財産及び社会施設が流亡した。洪水害のおこるたびに，その原因が追求

され，豪雨説と森林乱伐説などが有力な原因として話題となった。洪水災害の

発生とその原因論争の内容から見て，森林乱伐説をめぐる論争年代をおよそ昭

和20年～昭和35年と定めた。

また，森林・河川緊急整備税，略称水源税創設の主旨は，森林・河川を緊急

整備して水源機能の強化を図り，その整備費用は利水者に負担してもらうとい

う内容のものである。この整備税の創設が水源機能の強化になるかどうかは論

争されず，税負担及び税制度の両面から，世論と政府部内は賛否両論に分かれ

た。結局のところ，この法案は日の目を見ずに立案段階で立ち消えになった。

その代償として，森林・河川の整備，河川水の利用等に関する調査 研究，啓

蒙・普及等の事業を行うことを目的とする基金が設けられた。

森林の水源機能の理解のしかたと評価の程度は時代によって異なる。しかし

論争にはどの時代でも共通していることがある。それは，本題である森林の水

源機能の効果は真正面から討議されないで，土地所有権とか林産物その他をめ

ぐる関係者間の利害が論争の中心となってきたことである。

森林の水源機能の論争には，その裏側に必ず本音が見えかくれし，森林の水

源機能がだしに使われていることである。それと，森林に対する過剰な幻想と

期待を持っている森林狂信者の存在である。これらが森林の水源論争を一層複

雑怪奇なものとしてきたようである。

この報告では，上記の 6つの主題を取り上げ，その時々の人々が森林の水源

酒養機能をどのように理解し，どんな論争をしたのかを紹介し，現時点から過

去の論争を反省し，検証する。

2章 田用水の水源林論争

1. 水源；函養林の由来

山林史の解説によると，水源林は農用林に属するもので， 主として田畑用水
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の緬養を目的として発生した。秋田藩を例にとると， 1621年仙北郡南楢岡村に

設定されたのが始まりのようである。そして，その名称は今と異なり，各藩に

より，また，同じ藩でも時代によっても異なり，田山，水之目山，水林，水林

山，養水林，水持山その他いろんな名が付けられ，その数は51もあるとのこと

である。

最も古い名称は水之目山で，次いで田林，水林，水持林の順である。これら

の林は明治 9年の官林調査の前後に水源緬養林と名付けられ， 1897（明治30)

年の森林法制定の際に正式な名称と決まった。山林史の中の水源酒養林は，流

水，池水，地下水，浄水酒養林の 4項目に分けて記述されている。記述分量を

比べると流水酒養林が圧倒的に多L、。流水とは河川や谷・沢を流れる水のこと

である。

山林史中の流水漏養林は渇水を記述したものがほとんどである。農業社会の

もと，狭レ谷沢に生活する農民の関心はもっぱら米作の豊凶にあった。凶作の

主因は洪水害と冷温，日照りで，これらは最も恐ろしい出来事であったと思わ

れる。しかし洪水害のことは余り記述されていない。水源緬養林を必要とし

た村落は，洪水災害を受けにくい狭い谷・沢に位置していたか，農民にとって

干害ははるかに恐怖の出来事であったか，あるいは，洪水害は森林の影響のお

よばない天災と心得ていたのかもしれない。

冷害は人為，人智のおよばない気象現象であると諦めるより方法がない。干

害はまだ人為，人智で救う方法があり，軽減する方法がある。太古より関西方

面では多数の池が作られて日照りに備えられてきた。また，学者の説く道理と

人々の経験とを根拠とし，森林にその効用を見いだしその効用を役立ててき

たようである。

2. 江戸時代中・後期の思想、

わが国の場合，森林の水源緬養機能がすくなくとも科学的に考察されるよう

になったのは，西洋先進国をモデルにした東京帝国大学農科大学の創設された，

1877年以後のことである。それ以前の近世の農本社会での山林は，各藩の重要

な財源であった。また，農山村の住民には田畑と生活の用水，土木・建築用材，

薪炭材，山菜，牛馬の飼料，田畑の肥料など，生活に必要な資材の供給源であっ

た。その当時，一村，一山，一谷とある程度の広さの田畑は農村成立の基本条

件であった。そして，各層の人々の聞には山林のもたらす三益，樹山の持って
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いる五徳、に感謝し，山林のもろもろの，恩恵にあずかろうとする思想が浸透して

L、た。

近世時代の市民や農民は日常経験や伝承をよりどころとし知識人は中国の

儒教教典，とくに易教を思想の論拠としこれに経験と伝承を加え，森林の効

用を理解していたようである。

しかし支配層の藩庁や幕府の役人と農民とでは，森林にかかわる利害関係

が違うし，見かたも異なる。また，役人と農民とでは，森林の用－無用とその

軽重の度合いがからまって複雑となり，農民の間でも部落あるいは村が異なれ

ば利害は対立し，自己の山林を守るために，他の部落民，村民の入林をかたく

拒否したようである。このような社会にあって，各層の人々は森林の水源緬養

機能をどのように理解し，山林を取り扱っていたかを，当時の学者，藩役人お

よび農民に分けて述べる。

1) 学者の思想

a 山は地の陽なり

大学，論語，孟子，中庸の四書と易，書，詩，礼と春秋の五経をいわゆる四

書五経といって儒教の教典とされてきた。五経の中で，易経は東洋哲学の奥義

を啓示する書として教典の初めに置かれている。当たるも八卦，当たらぬも八

卦といって冷やかしに用いる，あの八卦の基になっている教義である。

解説書『易経』によると，易は陰陽の変化をもって天地人三才の道を述べた

もので，きわめて広大で天地聞のあらゆる道理がここに包含しつくされている。

山鹿素行や熊沢蕃山などの儒学者は易経を学び，その思想にも詳しかったよう

で，降雨や夕立の成因とか消長についても，易経の説く陰陽の思想、で考察し，

説明している。

山鹿素行は江戸時代前期の有名な儒学者であり兵学者であるが， 1661～72年

代に 「水の生ずること，その本山谷に出るものなり。山は地の陽なり。陽は陰

の伏する所なるが故に地脈至りて盛んにして地気甚大なり。気の至る所水随い

て登るが故に，草木の露したたり，地気に水上がりて泉流ここに出ず」と述べ

ている。

b 木がある時は神気さかんなり

また，熊沢蕃山は江戸時代前期の儒学者で多数の著書があり，倹約，山林保

護等でその名が知られている人である。 1684～87年代の著書『集義外書』と『大
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学或問』の中より森林の水源画養機能に関する論説を紹介すると，

「5月は苗代水の雨をくだせり。これ天気のぼり地気くだりて気化の雨

なり。 6, 7月は天地の気まじわらず気化の雨ふらざるを常とす。この 2

月は夕立をもって田畑を養い草木をめぐむ。夕立のいたること神気限りあ

り」

「それ山林は国の本なり。春雨五月雨は天地気化の雨である。 6, 7月の

聞には気化の雨はまれにして，夕立を以て田畑を養へり。夕立は山川の神

気のよく雲を出し，雨をおこすによれり。木がある時は神気さかんなり。

木なき時は神気おとろへて，雲雨をおこすべきカすくなし。しかのみなら

ず，木草しげき山は土砂を川中におとさず，大雨ふれども木草に水をふく

みて， 10日も20日も自然に川に出る故に，洪水の憂いなし。山に草木がな

ければ，土砂が川中に入り川床が高くなる。大雨を貯えるべき草木なき放

に，一度に河に落入り，しかも川床が高ければ洪水の憂いあり。山川の神

気うすく山沢が気を通じて水を生ずることも少なければ，平生は田畑の用

水すくなく，舟をかよわす事も自由ならず」「杉，ひのきならびに雑木が

山々に多き時は，夏は神気盛んになりて，夕立たびたひ、すベければ，池な

くとも日損なかるべし。山茂り山谷より土砂を出さずば，川はひと水ひと

水に土砂が海に落ちて深くなるべければ，洪水の憂えもなかるべし」

と述べており，これらのことは世間によく知られている。

1729年，熊本藩の儒学者太宰春台は，著書中に「山に木があれば必ず水あれ

また山に水があれば，山下に水沢ありて，そこの団地を養う。山に木がなけれ

ば必ず水なし。水は木を生かすにて，木は水を得て生ずる物なる故に，すでに

生じては，また木中に水を含む。母の気を具えるなり。故に山の木を伐り尽く

せば，山の気尽きて，山下の川沢必ず枯れるなり。川沢枯れれば回をつくる様

なし。山林を伐り尽くさば大いなる害を招くべし」と述べている。

蕃山のL、う天気と地気とは易教の乾坤二卦の教義にもとづいている。この教

義の解説によると，「天は雲行き雨施すところの空間であるが，その中に大い

なる一陽の元気があって，万物を生じるもととなり，造化の根源となって，宇

宙を統べるものである。これは陽が一切を包含するところの太陽であることを

いう。この天の陽気に対するものは，地の陰気である。地の陰気は単独で流行
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作用するものではなく，陽である天が主となって能動となり，陰である地は受

動となるのである。そして，天地陰陽の気が相交わって万物を生成し，その作

用は至妙で測ることができない。陰陽測ることができないものを神という」と

ある。蕃山のし、う神気とは今の水蒸気をいうものと思われる。

蕃山の説明によると， 5月の雨は天気と地気とが交わって降らした雨である。

6, 7月は夕立，すなわち雷雨からの降雨で田畑の用水がまかなわれている。

夕立は山川から昇った水蒸気が雲となり，雨を降らしたものである。木がある

時は水蒸気の上昇が盛んである。木のない時は水蒸気の上昇が衰えて雲雨を発

生させる力がすくない。山に草木が茂る時は，夏は神気が盛んになって夕立の

起こる回数が増すとし、う。このように，草木の有るなしと 6, 7月の夕立雨と

の因果関係を説明している。この説はその当時の全国各藩に伝わり，広く信じ

られていたようである。

蕃山によると河水，特に 6, 7月の河水は草木に酒養されていることになる。

草木の茂る土地からの蒸発量は，浅い水面からの蒸発量と同じく らい多く ，特

に夏期は森林地からの水蒸気の上昇が盛んである。しかし上昇した水蒸気が

その上空で凝結して雨となって再び地面に落下したとしても，それだけの雨量

で、河水を漏養することはできない。河水を酒養するには，海洋から内陸へもっ

と多量の水蒸気の移入が必要である。

2) 藩役人・農民の思想

a 伐り尽くされて裸山となる

山林史や蕃山の書によると，藩役人はもちろんのこと， 一般農民も水源酒養

の効用をかたく信じており，これを疑うことはなかったようである。そのため

か，水源酒養林の取り扱いは厳重であった。原則として伐木・採枝・入山・開

墾・火入れは禁止され，森林の保護につとめた。また，皆伐で立木のなくなっ

た山には植林し，水の出のわるい山は水源酒養林に編入して林木の育成保護に

つとめ，水源滴養機能の回復と向上を図った。

また，多数の村民が入林して乱伐あるいは伐り尽くし裸はげとなったとあ

るが，乱伐あるいは伐り尽くされた跡の林地はどんな状態を言っているのか，

裸はげとは野草も生えていない土の露出した状態であったのか，その辺は不明

である。これは山林伐採の土砂流出や雨水流出への影響を考察するとき，大変

大事なことである。これに参考となるような文献を探したところ，秋田県林政
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史の中にそれらしき記述を見つけた。

秋田藩内の小滝山という入会山林を伐り尽くして新田を開発したところ，流

水が減って団地が荒廃した。また，同藩内の入角山は相次ぐ乱伐のため，その

山麓の 4か村が水不足となり，田地耕作に支障がでるようになった。そこで，

村山に指定してほしいとの請願を村側から藩に出され， 1668年に岡山は 4か村

の村山に指定された。

その後，近隣5か村が藩に代金を納めて入山できるようになった。そのため，

山林は至る所伐り尽くされて柴と笹ばかりになり，田畑耕作の用水に不足し，

耕作を放棄した荒れ地がて、るようになった。そこで，水元 4か村では， 1712年

に留山，すなわち水源酒養林の指定を願いでた。この願いを受けた藩では，入

角山の 3分の 2を水源酒養林に指定した。この指定後水不足は解消され，村勢

が回復したとのことである。

入角山の場合，山林を伐り尽くされて出現した裸はげ山とは柴山とか笹山の

ことである。そして，伐採跡が柴や笹の生え茂る状態となると水不足が起こり，

岡山が水源酒養林に指定され，保護されると，水不足が解消されたようである。

岡山県とか九州地方では，立木のない野草地ばかりでなく，土や岩石の露出

した状態の林地も裸はげ山というようである。裸はげ山という用語は時，場所，

人によって，その内容は必ずしも一定ではない。

b 札山の制度

近世初期の秋田藩が山林経営のためにとった政策に留山と札山の制度があっ

た。留山とは，杉やその他の有用樹種を藩が独占して利用するため，藩の指定

で伐採を禁止された山林をL、う。また，札山は，山林の保護育成のため，伐採

や入林を禁止する制札を藩が交付し，その制札を掲げた山林をし、う。

留山の制度は藩財政の安定のために設けられたものと言われている。札山は

1621年に設定されたのが始まりで，それ以降の1829年までtこ設定された札山は

655件，その中の165件は水源酒養林，残りの490件はその他の山林である。ま

た， 655件の札山の 4分の 3は伐採地あるいは無立木地に人工造林または天然

更新で森林を育成するための，植林地の保護，盗伐と野火の防止などを目的と

した山林で、あったとし、う。

水源酒養林の件数は全体の 4分の lで， 1661～1735年の聞に設けられたもの

は112件，これは165件の約68%に達している。 17世紀後半に盛んであった新田

開発のための用水確保に設定されたと見られている。
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c 伐採すると用水不足し

弘前藩（1697）のある山林で藩御用の木炭を焼こうとしたところ，立木を伐

採すると用水不足して農業に支障があると郡奉行が上申し，岡山の伐採は中止

された。南津軽郡浪岡村（1782）の村民が「浪岡山は近年伐り尽くされて全部

裸はげとなり，浪岡川流域では用水不足し，薪も不足して困っている」と訴え

出た。

盛岡藩（1796）では「水源酒養林まで伐り尽くされたので用水不足となり，

致し方なく田を畑にしたということが聞かれるので云々」と山奉行を戒めてい

る。

秋田藩では1648～51年代に，山本郡岩川村にあった水源緬養林を水不足のた

めの禁伐の札林とした。仙北郡内の入角山（1620）は，他村よりの入林で伐り

尽くされたため水の出が止まって田が荒れ，関係村の訴願により伐採禁止の留

山となった。また，同郡内の小滝山（1667）が伐り尽くされて水の出が悪くな

り，関係村の訴願により入山禁止とされた。その結果，木が育ち水も出て団地

が復旧したとのことである。

東山地方の例としては，前橋藩内の赤城山麓の村々は団地の水が不足し，毎

年干害と野火害とに苦しんで、きたので，当時の前橋町外42か村の人々が， 1856

年より 7年がかりで，村落の水源地に松，杉やひのきを植えた。その結果，野

火が止まり，成林するに従って水源を増加し用水の不足がなくなったとし、う。

滋賀県下の大石村にある裸山林は植林されて林相が回復しその後は水源の

枯渇が止まった。また，岸和田藩の高田山は，従来より無立木地で団地の用水

は不足がちであったが，村民等の手で松が植えられ，その成林により用水は常

に余って，干害はなくなった。

山陰地方では，裸はげとなった岡山藩内の和気郡熊山を1657年に留山に入れ

た。その後木がだんだん茂るに従って干害も止まったので，その11年後に郡奉

行より雑木の払い下げ、と本林の保護の件を藩庁に上申した。

1709年，徳島藩内のある庄屋の上申メモの中に，水の出る場所の草木を伐採

して疎林としたので，日光の直射を受けるばかりでなく，水を蓄える力を失い，

6, 7日の日照りにも減水するとL、う事例が述べられている。

1867年，宇和島藩の矢野玄道は著書中に「山林を伐開，開墾するようになり，

奥深い林や大きな山麓もなくなり，自然と水源は枯れて，ちょっとした日照り

にも苦しみ，砂土が流出して貨物を船で運ぶこともうまく行かなし、」と記して
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いる。

佐賀藩の1772年の令達に「近年，疎林のところは雨水を含むことができず，

その上，焼畑耕作を許しているので，雨ごとに土砂が流出し，各谷は枯れて，

普段の水が少なくなった云々」とある。また， 1814～15年代，肥後国の小城藩

岩蔵谷より流出する祇園川上流の裸はげ山に植林し，山火に注意したところ，

その後6年で木が立ち， 20年後には太さ30～40センチメートルの雑木が茂り，

水も以前よりはしだし、に増加して耕作の便がよくなったとし、う。

熊本藩の大矢御山は，林政のゆるんだ1704～15年代に，乱伐と野火のため草

原に変わり，下流にある村々は毎年干害を被るようになった。そこで，岡山へ

下流4か村による杉とひのきの植林が1793年から始められ， 1809年までに130

万本が植林された。その後水利が増したとのことである。また，同藩清水御山

は昔より草原となり，毎年盛夏の水勢は衰え，下流の各村では干害の心配が絶

えなかった。御山支配人は郡奉行と相談し， 1815～47年までに， 240万本の杉，

ひのきを植えた。その山は後にうっそうと茂り，水源はこんこんとして尽きず，

下流の水勢は年々増加したとのことである。

d 山方御法

山林に対する見方，考え方はどの藩でも同様であるが，その数例をあげて，

山林に対する江戸時代の人々の見方，考え方の一端を紹介する。

相馬中村藩土今村秀輿はことわざを引用し「山林茂れば干ばつの心配はなく，

河海は深くて魚類は多く，一挙にして三益がある」と藩に上申した。福井藩で

は，山林は薪材の益だけでなく，田畑の用水の多少，干害等ももっぱら山林の

栄枯にかかっており，きわめて重要であるとして，山方御法を令達した。前橋

藩では「野火は天財を破るに等しし、」とし，今より野火を着けたものは厳罰に

するとし、う令達を出した。熊本藩の南部長恒は，樹山の五徳に「水多く出て常

に減らず」と記している。

3) 林相，樹種と水源機能

a 松は伐りて雑木にすべし

熊沢蕃山著の『大学或問』の中に「松山は下草が生えず，水枯れて出ずとか，

あるいは，土の良い山の松は用木に伐り，その跡は雑木とせよ。しかし松し

か育たぬ赤砂利山があるが，これはずっと松山としておけ」などと述べている。

この説が原因かどうかは明らかでないが，水源酒養に雑木は良いが，松は良く
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ないとの記述がところどころに見られる。

1727年，弘前藩に「松山がだんだん成立してきて清らかな湧水のあるところ

も今では枯れてしまった云々」と，ある郡奉行よりの上申があった。水源緬養

林の樹種は落葉樹種が選ばれていたようであるが，その中には松林もあって，

必ずしも雑木ばかりではなし、。秋田藩では「槍が大きくなって雑木が減少した

ためか水不足になったので，槍を払い下げて欲しL、」との願書が農民より提出

されている。水源緬養に効果のない槍の払い下げを支けて収入源とし，その跡

地は雑木林として水源酒養の実益を得ょうとしたものであるが，藩側ではその

ような理由はないと，農民の願いを却下している。

圧内藩では水源緬養林用の苗木は雑木と杉を用い，松は不良として用いさせ

なかった。新庄藩では雑木に栗を混植した水源緬養林もある。水戸藩では，松

は水を減らすといわれるのでこれを除外し杉，檎，桜などの植林を奨励した。

1808年，寺領林の松が近年著しく茂ってきたので出水が減り，村民は飲料水

や田畑用水に困っているとして，善光寺領の箱清水村より松林の伐採を願い出

ている。また， 1689年， 若林利朝は「池の辺あるいは山滴を用いる所に松を植

えてはし、けない。雑木は水に支障がなく，杉と檎，柏は松に等しし、」と述べ，

また，「男松の生える山には水がすこしあるが，女松山には水がなし、」と記述

している。

1698年，宮崎安貞は，「かしの木は水持ちが良い。水少なき山に松を植えて

はいけなし、」と記述している。水源地に松を植えるときは出水が自然、と少なく

なるとの意見は佐賀藩や鹿児島藩にも見られる。

熊沢蕃山著の『集義外書』中に，「今時諸国松を好めり，育ちやすきが故な

り。松山は多く茂りても神気のたすけにはなりがたし。却って神気を損ずるこ

とあり。松山には下草生ぜず水かれて出ず。松にかかりたる雨露田畑に入りて

毒となれり云々」の記述がある。この文中の神気とは水蒸気のことと思われる。

記録を読むと，樹種のなかでは松が嫌われ，雑木が歓迎される傾向があった。

実際の水源福養林は必ずしも雑木林ばかりでなく，雑木林に槍を植えた林，あ

るいは松林もあったようである。

岸和田藩のように，無立木地に松を植えて水源酒養林を造成し，用水が常に

余る程の出水をみるようになったところがある。はげ山よりは松山，松山より

は杉，檎の山，最も良いのは雑木林ということらしい。

b 松山には雷雨の実効あり
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自著の『大学或問』の中でも，蕃山は「松山には夕立雨も起きない。杉槍並

びに雑木の多い山々は神気が盛んで夕立が多く，池がなくとも干害はなし、」と

述べて，松は水源緬養としては適当でないとの意見を発表している。

岡山県人に，蕃山の遺訓に深く心酔し，県内のはげ山の砂防工に尽力した宇

野国三郎という人がし、る。この人は「岡山県では明治16年度よりはげ山に砂防

工を実施し乱伐を禁止したので，しだいに樹木が繁殖したため，最近夏季には

大体 1週間ごとに雷雨があり，田畑の干害がなく，まことに不思議なことであ

ると地方の人は感心している。他の村々でも多年を待たないでもこの効果が現

れているJと述べて，蕃山のいう気化の雨，または，夕立を以て田畑をやしな

い草木を恵む云々とは真実である，と大変感銘している。

また，宇野は「はげ山であったところに松樹が繁茂するにしたがって雷雨が

発生し，その効果の大きいことは人々の周知の事実である。松山は水源滴養の

役に立たないとの先生の言うことに疑問を感じたので，実地を確かめ，古老に

尋ねたところ，繁茂した松山に雷雨を発生させる効果があるとのことである。

松山に雷雨の多いことは，砂防区域内の松の繁茂するに従い雷雨が起きている

例から見ても明らかである」と，自分の経験を述べている。

c 木陰なければ融雪早し

積雪地帯での山林の伐採は雪解けが早くなり，そのための干害や水害が懸念

される。これについて言及したのは，奥羽諸藩にはなく，北陸の高田，金沢の

両藩だけである。

1743年，高田藩領の猿毛御立林で木炭を焼く話が出たとき，米山川の水総代

等より「この山林は深山のため人の通路も作ることが難しく，山が険しくそび

えて木も茂っているので，各谷には流水がある。積雪は深くつもり，融雪期に

木立は日陰をつくり，各谷の積雪は 6, 7月までゆっくりと消える。このため，

出水は絶えることがない。昔の団地開発の時，その用水は猿毛御立林の谷々か

らの流水を用いて開発した。それ以来，これまで用水に困ることなく団地を耕

作してきた。当御立林で木炭を焼くようになると，大雨のときは土石が押し出

して団地に入札損害を受ける。日照りのときは，木陰がないので用水以前の

3, 4月に雪が消えて出水が早まり，用水の必要期に水不足となる云々」と，

木炭を焼くことの中止を同藩に訴えている。
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3. 水源林機能の道理

江戸時代中・後期に流行した水源林機能の道理は，易の思想が基本となって

いる。易の思想では陰陽二気をもって万物の生成を説き，陰陽二気の調和によっ

て万物の発展と進化を予想する。この思想を習得した山鹿素行や熊沢蕃山は，

水の動きや泉流の形成，雲雨の生成を易の教義にもとづいて考え，説明してい

る。

たとえば，蕃山によると， 5月に降る田植え季節の雨は天気がのぼり，地気

がくだって生じた気化の雨である。これは天地陰陽が交わり和して万物の生命

が躍動する乾下坤上の泰卦による説明である。また， 6, 7月の夕立雨は陰陽

が相和しない乾上坤下の否卦をもって説明している。以上に述べた学者や藩役

人，農民などの思想や意見をまとめると，山林の水源機能は次の通りである。

①陰陽説によると， 5月の田植え季節の雨と夏季の夕立雨とは成因が異な

る。

② 6, 7月の夕立雨は山川からの水蒸気が雲となり，雨となったものであ

る。山に木があるときは水蒸気の発生が盛んで，雲雨を起こす力が大き

く，木がなければその力は少ない。

③山林がなければ，夕立の懸かる場所にも夕立がおきない。

④木無し山は水蒸気の発生が弱くて夕立が伝わらない。

⑤雑木は冬の聞に地中の水気を吸収しこれは夏に放出されて雨露となり，

枝葉に水滴がつもり，これが沢に流出して用水となる。

⑤生木は水を含むので山に木がなくなれば，山の水気がなくなって川水は

枯れる。

⑦木は水気を集めるので， 山に木がなくなると川水は枯れる。

③山林が茂ると，湿気を保って河水の根が強くなる。

⑨山林を伐採すると陽光が地面に直射し，山が乾いてわずかの日照りにも

水が止まるようになる。

⑩樹木は雲霧を捕捉する。

⑪山林を伐採すると，木の葉に含まれる雨が減少して出水が早まり，水害

を増す。

⑫山林を伐採すると，融雪が早まって用水の必要な季節に水不足となる。
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⑬山林を伐採すると，大雨が降るときは山の土石が押し出して川底が高く

なり，流れは土砂中にもぐって伏流となり，常時用水が不足し洪水が

起こりやすくなる。

以上の箇条で，①～④は森林がしげると蒸発散が盛んとなって雲雨が形成し

て降雨量が増すとし、う増雨説，⑤～⑮は陰陽説にもとづく森林の水源酒養の道

理，⑪～⑬は経験事実にもとづく森林の水源酒養および土砂流出防止の効果と

意見のように思われる。

現代の科学知識で見なおすとき，原因と結果とが混同し，表面的事象を真実

と見誤ったと思われる発言がある。これは何時の時代にも起こることがらであ

る。藩政時代の学者や藩庁役人と農民は陰陽説の説く教義を道理とし，長い間

の経験的実感をもって，森林の水源酒養機能を理解し，その真偽はともかし

これを実生活の面に利用してきた。

3章水源酒養保安林の設定に関わる論争

1. 森林法制定の背景

明治時代初期の森林の現状は実に憂える状態にあった。森林は日ましに衰退

し，木材の供給は不足し，材価は急に高まり，下層民は暮らしに困っている。

林地の荒廃は官林にも民林にも広まり，崩壊地は増加している。この林地荒廃

の原因は1853年，ペリーの来航に始まる。当時，幕府は諸藩に早急な国防警備

の強化を命令した。各藩は突然の出費に困りはて，その資金を森林の伐採によっ

て調達した。藩民もたびたびの徴税と強制労役に困り，官林を盗伐して納税資

金を作った。藩庁によっては官林の盗伐を見ても見ないふりをした。ペリーの

来航から戊辰革命までの期聞は国家的事件が多かったので，多くの藩では官林

を伐採して藩費を作った。

藩令のきいている聞は，乱伐，盗伐の程度もある程度にとどまっていた。と

ころが，明治初年に始まる旧弊打破の動向は，林政林業に関係する旧習と先例

は，善悪、を選ぶことなく，すべて廃棄されてしまった。このため，一方では過

伐と乱伐とが発生し，一方では盗伐，誤伐がひん繁に横行した。また，林地を

みだりに開墾し，境界を勝手に変更するなど，いろんな悪事が起きた。
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そして，官林においては1875（明治 8）年の別途事業のために大量の伐木を

行い， 76年には山火事によりかなりの森林を焼失した。また，旧土族への官林

の払い下げ，鉱山への多量の官木の売渡しなとーを行った。その結果，森林蓄積

の減少をもたらす一因となった。その他に，樹皮のはぎ取り，樹根の掘りとり，

牛馬の放牧なども，林地林相を悪化させた大きな原因である。また，伐木と造

材，運材については規則がなかったので，木炭や樟脳の乱造と副産物の乱獲が

横行し，森林を荒廃させる有力な原因となった。

民林では廃藩の際に従来の禁令がとかれて伐木は自由となったので，収入の

えられる林は真っ先に伐採された。社会の進展と産業の発達につれて用材や燃

料の需要量は著しく増加し，材価が大いに高まった。林主は伐木にはげんで，

山林を切り尽くすありさまであった。造林や手入れは放棄され，山林を焼いて

ソパやマメなどを作る焼き畑とか，森林と畑作りとを交互におこなう切り替え

畑が増えて，里山は無立木地となった。 森林荒廃の原因はこの外にもあるが，

このような森林荒廃は洪水害を助長し，明治初期の10年間にも洪水被害は莫大

な金額に達した。

全国の森林面積は2,231万ヘクタールと広大で，この森林を利用すれば，森

林所有者は年々収益を上げることができるし，木材は常に出回る。その結果，

材価の変動はすくないので，人民の必要とする建築用材や薪炭はいつも低廉で

入手できる。また，用材や薪炭の安定的供給は農・水産業や諸工業の振興を助

け，さらに貿易貨物の生産量を増やし鉱業用材，燃料を供給し，あるいは鉄

道の枕木，電信の柱材を供給し，船，車両，橋梁，築港，治水などの用材を供

給し，国家の経済向上と諸産業の振興に多大の貢献をすることになる。

森林の間接効果としては，国民の保健，国土の保全と危害を予防し多くの

河川は水利がひろがり，舟航が便利となる。人民の主食である米穀の生産まで

も森林の恩恵にあずかっている。その福利は広大，無限である。森林荒廃の現

状は富裕の門をしめて産業振興の道をふさぎ，危害の門をひらいて亡国の種を

まき散らすようなものである。

森林の取扱は従来の慣習，先例があるので，藩制時代の制度で十分である。

いまさら，新しい森林法を設ける必要はないとの意見があった。しかし，藩制

時代の森林は厳しい命令と罰則によって人民を押えつけ，守られてきた。盗伐

者は斬首，さらし首もしくは火刑などの厳罰に処せられ，軽いものは追放流刑

がおこなわれた。また，罪人を出した地元村落責任者は連座制により，それな
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りの厳罰をうけた。

維新後の森林の公利公益のため，広大な領域を占め，無限の生産力と無量の

財源をかかえている森林の力を発揮させるには，国家の力を借りなければなら

ない。法律を用いて一般林業に処罰を行い，森林の効用を保全して実益をあげ，

危害のおそれを取りのぞくことである。その当時，欧州大陸において森林法の

ない国は，森林の少ないボルトカールの 1国だけである。東洋では英領インドで

も完備した森林法をも っている。以上が森林法の早期制定と施行の理由である。

2. 保安林制定の経過

明治新政府は中央集権の統一国家の形成をめざし，これまで行われてきた諸

制度の革新に着手した。山林方面では，当時の森林面積は全国土の約6割以上

を占め，国中には民有林だけでも 1570万余の個所があった。この外に，柴草

の原野もかなりの面積が散在していた。

その当時の森林，原野は各藩庁や農山村民の主要財源であり，生活資源の生

産地であった。一般人民にとって，主要林産物である木材は重要な土木・建築

資材であり，薪炭は人民の日常生活と諸産業のための不可欠な熱エネルギー源

であった。

また，森林の荒廃は各河川の洪水害を引き起こし，流域住民の生命・財産に

多大の危害を与えてきた。そのため，政府山林局は早くから森林法を制定，施

行し，林業の振興と公共の保安維持をはかるための保安林の設定を企図してき

7こ。

1897 （明治30）年に定められた森林法は総則，営林の監督，保安林，森林警

察，罰則，雑則の 6章58か条からなる。その内容は森林の制度経済に関するす

べての法律事項を規定するもので，普通の法理上よりみると，諸種の法律を網

羅合成した法律で、ある。

森林法のし、う保安林に類する藩制時代の森林は，札山とか鎌止山などと呼ば

れていた禁伐林で、ある。保安林を定める目的は，森林の経済ではなく，社会公

共の利益を保持するためのものである。明治政府が保安林の調査に着手したの

は， 1876 （明治 9）年の仮調査条例をもうけたのに始まる。その後， 82年と84

年に太政官第3号を公布した。これらは森林法が施行されるまで法律として効

力をもっていた。

仮調査条例と太政官第 3号によって編入された保安林の面積は約21.3万へク
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タールである。その項目は水源緬養，土砂子干止など10余種を数えるが，保安林

としての効果はかなり疑わしいものであったようである。民有林に保安林を

まったく設定しない府県は16もあり，全国府県の 3分の 1は民有林の保安林が

皆無の有様である。

水害で有名な岐阜県は民有林が55万ヘクタールもあり，はげ山の多いことで

有名な兵庫県は民有林が39万ヘクタールをもっているにもかかわらず，保安林

は皆無であった。また，静岡，和歌山の両県は共に民有林27.8万ヘクタール，

三重，愛媛県は共に民有林23万ヘクタールをもっていたが，保安林は皆無であっ

fこ。

保安林を持っている県でも，島根県は35.7万ヘクタールの民有林中，保安林

はわずかに0.15ヘクタール，福島県も21.8万ヘクタールの民有林中の保安林は

0.16ヘクタールとし、う状態で，何の役にも立たない有名無実のありさまであっ

た。これに反して，滋賀県は民有林9.9万ヘクタール中の保安林は3.0万ヘクター

ル，鳥取県は6.7万ヘクタールの民有林中， 0.6万ヘクタールの保安林を所有し

ていた。

このように，保安林の配置面積は貧弱，不均衡のありさまであった。さらに，

保安林の現状は，柴地あり，草地あり，無立木のはげ山があり，全く保安林と

しての効用を果たしていないものがあった。国有林の保安林も同様であった。

保安林の種類，面積と配置について，農務省山林局は水源酒養，土砂拝止を

主とし，京都，大阪，神戸と奈良の畿内中山および山陽・山陰の山脈を最重点

に，次は四国・九州の山脈，その次はその他の地方を考えていたようである。

また，面積は森林面積の20～30%は必要と想定していた。 1887 （明治20）年の

政府訓令の調査に対する府県側の保安林編入見込みは17.6万ヘクタールで、あっ

た。その後， 10年の聞に森林の荒廃および水害の多発により，前回の編入見込

みより大幅に増加した。岡山県では当初の見込みの10倍，民有林5.0万ヘクター

ルを編入した。

3. 保安林指定に絡む問題

保安林の選定にとって厄介な仕事は調査業務と，これを行う技術者の確保，

調査費用と損害賠償の 4つである。調査業務は学理と実地実験とにもとづき，

現在と未来の利害得失を判定し，直接間接の利害も考え，予定林地を詳細に調

査しなければならない。しかしながら，林学教育は始まったばかりで学卒技術
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者は非常に少なく，森林気象は観測さえも始まっていない有様である。

こんな状態では保安林の要，不要を十分に調査して決定を出すには長年を要

する。そればかりではなく，調査費は国，住民，町村の誰が負担するのか，保

安林に編入する場合の所有者との争議の裁定，保安林に対する損害賠償は誰が

負担するのか，このような難聞を多数抱えていた。

保安林の選定には保安林機能の調査，調査員の確保，費用，損害賠償，編入

後の管理監督など，種々の難事と煩雑な問題がある。森林法の実施後に編入す

べき保安林の数は少々ではない。これまでにも選定を誤ったため，森林所有者

に多大の迷惑をかけた事例はすくなくなかった。

4. 林業教育・研究のはじまり

明治維新のはじめ，わが国の諸制度はその当時の英・米国を初めとする欧州、｜

先進国に見習って改められた。学術，技術，産業も同様に欧州先進国に学ぶこ

とになり，外国教師を招き，あるいは留学生を送って，もっぱら習得に努めた。

林業教育・研究の分野も，松野間というー留学生によって輸入された。

松野は， 1870（明治 3）年，伏見満宮般下の留学にお供してドイツ国にわた

り，ある人のすすめで山林学を学んだ。初めは，普通学と営林の実務を学び，

その後，エーベルスワルテ守山林学校に入り，そこで全課程を修了して1875（明

治8）年 7月に帰国した。

帰国後，松野はただちに内務省に入り山林の仕事についたが，林業知識の大

切なことを痛感して山林学校の設立に努力した。こうして， 1882（明治15）年

11月に東京山林学校が開設された。ここにわが国の林業教育が発足した。

その後， 1883年に山林学校と駒場農学校とは廃合され，新たに東京農林学校

が設立され， 1890（明治23）年に，東京農林学校は帝国大学農科大学に昇格し

た。 1893（明治26）年に帝国大学分科大学に講座の種類とその数とが定められ，

農科大学には13種， 20講座がおかれた。林学に関するものは森林経理学，造林

学と林政学の 3講座であったが， 1902（明治35）年には森林理水および砂防工

学の講座が増設された。

なお，東京農林学校の時代に修業年限 2年の林学速成科が併設された。 1887

年にはこれを簡易科と改名されて修業年限を 3年とし， 1889年には別科と改称

された。 90年に東京農林学校が帝国大学農科大学に昇格したとき，別科は乙科

と改称された。 98年には新たに林学実科が設置され，従来の乙科の学生募集は
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中止された。

1898 （明治31）年 1月 1日より森林法が施行された。その適用面積は約

2,975万ヘクタールで，この内，国有林野面積は約1,983万ヘクタールという広

大なものであった。旧藩時代から受け継いだ林野の整備業務は複雑多岐で，し

かも，森林の利害関係を判断し施業を指導できる技術者は極めて少ない時代

であった。

1897 （明治30）年までの学卒者は，本科生が109人，乙科生が148人で，その

内，国有林の管理・営林に従事する人材は本科生が60名，乙科生が100名とい

う有様で，技術者不足の状態であった。さらに， 45府県の公私有林724万へグ

タールの森林の監督，保護および調査業務を担当するとなると， 1府県あたり

23名の森林技術官を必要とした。このため，林業教育と技術者の養成はその時

代の急務であった。

明治30年代までのその他の林業教育の機関としては，札幌農学校，盛岡高等

農林学校，木曾山林学校などがある。札幌農学校は1876（明治 9）年9月に開

校されたが， 1886（明治19）年～1895（明治28）年の間，農学と工学，農芸伝

習の各課程中に山林の 1科目がもうけられて林学の大意が教授された。1899（明

治32）年に森林科が設置され， 1905（明治38）年には森林科は林学科と改めら

れた。

また， 1903（明治36）年には盛岡高等農林学校が新設され，同時に林学科が

発足した。木曾山林学校は，今の高校程度の学校で，その開校は1901（明治34)

年4月である。

5. 本多教授の森林の公益機能

以上は明治時代の初めから明治30年代までの林業教育機関の沿革のあらまし

を述べたが，その当時の森林気象や理水，砂防の分野の学術専門書を読むと，

記述内容は欧州先進国の知識を吸収しこれを著述し， 学生に伝授し，世間に

普及することが主であった。そして，自国での研究が始まったのは明治末から

で，自国の研究成果が報告されるようになったのは大正時代の半ば以降である。

森林法の制定にあたって参考とした欧州先進国とはフランス，イタリー，ス

イス，オーストリア，プロシア，バイエルン，ヴュルデンベルグなどである。

本多静六教授は農科大学教授で，造林学に関する多数の著書があり，この分野

はもちろんのこと，林学・林業全般にわたる大先生で，私的な利殖方面でも著
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名な先生であった。 1893（明治26）年農科大学に講座の種類とその数が定めら

れたとき，本多教授は林学第一講座の造林学を担当しそれ以来ずっと同講座

を担当した。

本多教授は林学全般に博識で，明治27年には『林政学』とし、う学術参考書を

著した。この書には「森林間接の効用すなわち森林の社会公安上における効用」

とし、う章をもうけて，今でし、う森林の公益機能を解説している。その内容は気

候，水源酒養，国土保安，国土生産力，漁業，衛生のそれぞれに対する森林の

効用を述べたもので，その当時の欧州先進国の実験資料を引用し，これに国内

の風評や自己の想像をまじえた解説である。この解説書はその当時の専門家の

拠り所となった本で、ある。以下に水源酒養の部分だけを取り上げ，その要約を

紹介する。

1) 空気中の湿度

林内の気温，地温および樹温は林外より常に寒冷で，その差はL、ずれも夏に

最大となる。このため，林内に流入する空気は冷却され，その湿度は増大して

飽和点に近くなる。飽和点に近い空気が林外から林内に流入するときはただち

に飽和点に達し 剰余の水蒸気は雨または霧となる。

夜間林内より出る空気は湿度が多いので常に多量の霧を生じやすく，森林に

近い牧場や農場には常に多くの霧を生じて土地に湿気を補給し，そのために作

物の生育は良好で干害を受けることが少ない事例がある。

プロシアとシワイツの両国においての観測によると，空気の湿度は林内が林

外より常に大きく，その差は年平均値にして3.5～10.0%である。夏季だけを

比べると，トウヒ林やブナ林では 7～11%の差がある。これらの林と比べると，

マツ林やカラマツ林はその差が小さい。このことから考えると，マツやカラマ

ツの林は増雨作用が劣るので，水源酒養に不適である。

2) 森林は増雨効果がある

前述したように，林内の湿度は常に高いので増雨作用がある。この作用は高

地にある森林の方が低地のものより大きし、。しかし林内の地面に達する降水

量は全降水量の約4分の 3，残りの 4分の 1は樹木の枝葉に付着して保留され，

その大部分はすぐに蒸発し，一部は枝幹を伝わって地面に流下する。

ドイツでの研究によると，樹冠による雨量の保留量はブナ，カシワ，モミジ
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が最小で， トウヒはこれらよりも多く，マツは最大である。要するに，湿地に

適する樹種は樹冠保留量が少なくて林内雨量が多く，乾地に適するものはこれ

と反対である。

森林およびその周縁の空気は寒冷・湿潤なので，多湿の空気が森林の上を通

過するときは湿度が高まって濃縮し，雨となる。また，森林の枝葉は表面積が

大きいので，空気のふれる面積も大きく ，したがって，多湿の空気を自体に引

き寄せる作用も非常に大きし、。このような原理で，森林は少なくとも雨を度々

降らせる作用がある。

フランスで行われた標高280メートル地点で、の比較試験によると，森林中の

牧場の年平均雨量は751ミリメートル，無林地の牧場のそれは648ミリメートル，

森林中の牧場の方が年雨量にして103ミリメートル多かった。この外に，南イ

ンドの中央部では年平均にして173ミリメートル， ドイツのリューネブルゲル

ハイデでも3.5千ヘクタールの荒廃地を造林して，年雨量は約 4%増加したと

し、う。プロシアでは，ある高原に 3千ヘクタールの森林を造成したところ，夏

季の雨量は増加し，干害は減り，大雪と暴風は弱ま って，気候は著しく温和と

なったという。

以上のことから考えると，わが国のような島国で海岸より高くそびえる山脈

の多い国では，森林は雨量およびその分布に大きく関係し，山脈の森林が雲を

引き寄せて雨を降らせる作用は非常に大きいものといえる。わが国では海岸山

脈を伐採したため，干ばつの際に山から発生する夕立雨が皆無となったとの事

例は非常に多いが，これは森林の増雨効果を証明するものである。

3) 水源酒養上の効用

森林は増雨，霧の効用を度外においても，大きな水源を酒養する理由がある。

以下にそれを説明する。

森林は地上水分の蒸発量を抑制し，雨水を長く保留してゆっくりと流出させ

る。実験によると，裸地より蒸発する水分量を100とすると，林地と農地より

の蒸発量割合と土壌に残留する水分量割合とは表 2のとおりである。

すべての植物は葉より蒸散する水分を根より吸収するが，農作物は雨水の地

表水分を吸収する。林木は，その根が深く地中に入るために，主として地底水

よりとる。森林は地面からの蒸発を妨げて下降する雨水の過半を地面に滞留さ

せ，そのごく一部分を根より吸収して蒸散しその他はゆっくりと泉源となる。
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表2 林地，農地よりの蒸発量割合

地 目 ｜地面蒸発量の割合｜ 土嬢に残留する水分量割合

ブ ナ 林

トウヒ林

カラマツ林

農地

40.4 

45.3 

41.8 

90.3 

59.6 

54.7 

58.2 

9.7 

樹葉より蒸散する水分が水源を減らさない理由はここにある。

ある実験によると，地面に残留する雨量は海面よりの高さに比例して増加

し，また，林地は無林地より多くの雨量を残留し，特に高山では，その雨量の

87～90%を地面に残留する。このように，森林は増雨作用があるばかりでなく，

雨水の蒸発を防ぐ作用が著しし、。昔から山岳の森林は湿気および河川のみなも

とであるとしづ諺があるが，これは本当のようである。

無林地と比べると林地は蒸散量が多いので，森林はかえって土壌水分を減少

させるので，正確な結果をえるには，蒸発量と蒸散量とを加算した蒸発散全量

で比較しなければならないという人がし、るが，この問題は次のように考えられ

る。

低地の森林でも高地の森林でも，蒸散作用のために樹葉が根より水分を吸収

することは同じである。蒸散によって失われる土壌水分は，気温が高くて樹木

の活動期間の長い低地の方がかえって多いはずである。それ故に，高地の山林

の地面に残留する雨量は低地の森林のものより多く，その差分は全部水源とな

るはずである。これが高地の森林がとくに水源酒養の効用の大きい理由である。

林内の落葉，蘇苔は森林の水源酒養に大きな作用を持っている。エーベルマ

イエルの実験によると，林地からの地面蒸発量は無林地のそれの 4割 7分，落

葉，選手苔で被覆した林地からの地面蒸発量は，無林地の蒸発量の 2割 2分であ

る。要するに，地面からの蒸発量は無林地の方が林地の4.5倍も多い。このよ

うな訳で，河川のみなもとに造林するとき河川の平常流量は著しく増加し，反

対に，そこの森林を伐採するとき水源は急に枯れることになる。

水源酒養に適する樹種は源地に適する陰樹がよく，サワラ，スキ＼ブナ，グ

ルミ，サワクールミ，カシ類は最も水源酒養に適した樹種である。

4) 国土保安上の森林の効用
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昔と比べると，近年は洪水が非常に多し、。この原因を多くの人は森林の乱伐

によるといっている。洪水はわが国の一大問題であるので，その原因を慎重に

検討しなければならないが，要するに，流水量の集中増大による。その原因は

多数あって，この30数年の聞の交通機関の発達，土地利用の進歩，住宅地の拡

大などは著しく，これらは皆河水を集中増大させる原因となっている。

しかしも っとも根本的な原因は水源地の森林にある。すでに，雨量のとこ

ろで説明したように，高山地方は雨量が常に多く， 1日の雨量が百数十ミリメー

トルになることがある。このような強雨が無林地に降るときは異常な勢いで流

下して大水害を被ることになる。しかし，山脈が密生した森林で、覆われている

と雨水は直接地面に落下せず，葉枝より幹を伝わってゆっくりと下降し，一面

に広がっている樹根は土壌および岩石を保持して土砂の流出を防ぐ。

落葉と蘇苔の層は地面を保護するだけでなく，多量の水分を吸収して保留す

る。ドイツ国の実験によると，マツの落葉はその量の 5倍，雑木の落葉は 7倍，

蘇苔はその 7倍の量に相当する水分を吸収する。これを容積で表すと， 1立方

メートルの翼手苔は278リットルの水分を吸収することができる。

さらに，森林の樹木は雨量の 2割4分を枝葉に保留して地上に達する雨量を

減じる。また，幹根は山腹の地表流を多数の細流にわけで流勢を弱める。これ

ら森林にもとづく各種の作用は共合して著しく雨水の流出を緩慢とする。それ

故に，林内ではどのような大雨の後でも流水は徐々に流出しその水は常に清

浄で土砂を含まない。したがって，下流の河底を高めることはないので，洪水

が氾濫するというような心配はない。

これと反対に，もし山腹の森林を伐採して無立木地とすると，遮断される枝

葉がないので，雨の全量が地面に降る。地面には雨水を保留する落葉や蘇苔の

層がないので，地面上の雨水は一時に流下して河川の水量を増す。莫大な水流

は土砂や岩石を混じて濁流となって流れ，下流の緩やかなところに堆積して河

底を高め，洪水氾濫の災害を引き起こすことになる。

森林の洪水に対する関係は以上のように甚大である。森林を乱伐したために

山地の崩壊，洪水氾濫の災害がしきりに発生するようになり，政府および人民

があわてて造林をおこなった事例は各国に明白な事実として存在している。我

我も現にそれを見ており，経験しているところである。
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6. 欧州先進国の研究状況

森林と水源との関係に対する研究は， ドイツ，フランス，オーストリア，ス

イス，プロシアなどの欧州先進諸国では，およそ1860年噴から多数の森林測候

所を設置して観測にもとづく研究に着手し， 1870年頃までには，かなりの知識

を蓄積していた。 1903年に発行された本多静六著『増訂林政学』の中に， 1901

年のオーストリア林猟週報に掲載されたドイツ国のエーベルマイヤア教授の論

文が紹介されている。この論文は既往30年間の森林と水源関係の研究成果を評

論したものである。これからその当時の欧州先進諸国の研究水準と森林機能の

評価を知ることができる。以下にその概要を記す。

①林内に落ちる雨雪の量は林外より少なL、。樹木の梢頭枝葉部分を樹冠と

いうが，この樹冠によって林地に落下する水量の減少割合は，年齢中庸

のブナ林では18～24年間の平均は全水量の20%, トウヒ林は30%，立木

の密生した林では40～50%に達する。

②森林内の水分の年蒸発量は空地の34%で，林地は湿潤であるということ

はできない。

③近隣の空地と比較すると，林地土壌は 1年を通して著しく乾燥している。

土壌水分は深さにより異なる。地表付近では伐期に達したブナの老齢林

が最高で，壮齢林は著しく少なく，幼齢林では一層少なL、。地中やや深

く根の分布する範囲の土壌水分量は壮齢林が最低，幼齢林はこれより多

く，伐期に達した疎林の土壌水分は最大で，これは無立木地の水分量と

等しい。

④林地土壌の含水量は受光量の程度に影響される。山腹の日あたりの良い

ところは土壌水分が非常に少なく．日陰の林地と比較すると，地下 1メー

トルのところまでその湿度は著しく少ない。一般に，北向きの山腹は最

も湿潤で，次は西と東向き，南向きは最も乾燥する。

⑤落葉 ・蘇苔等の地被物は土壌湿気を保ち，林木の生長に有益であること

が証明されているが，地被物が雨水におよぼす影響の研究によると，落

葉の吸水量はブナやカラマツの落葉が最少で，これらは地被のない砂質

土のように容易に雨水を透過する。トウヒ，モミ，マツの落葉はこれに

より多く雨水を吸収して徐々に土壌に給水する。解苔類の地被物はなお
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一層の雨水を吸収する。また，落葉層が厚さ 5センチメートル程度にな

るまでは土壌の湿気は増加するが，約20センチメートル以上になると多

量の雨水を吸収し，却って有害となる。

⑥樹木は根より水分を吸収して大いに土壌水分を減ずる。植物の年生長量

（乾重量）と水分吸収量との関係の実験によると，生長の盛んなクロ－

4ーの水分吸収量は，降水量に換算して約140ミリメートル，ブナの高

木林は同じく約218ミリメートルで、ある。このように森林は土療水分の

大消費者であることは疑うことのできない事実である。うっそうとした

森林で・覆われた土地は，ほとんど皆が乾燥するものである。このような

理由により，森林を仕立てて湿地を乾燥させ，健康地に改造した事例が

多い。

⑦浸透水，地下水と水源は互いに密接な関係があるので，森林が一方を減

少すれば，他方もまたこれに従って減少することになる。オツトツキー

の研究によると，平地森林内の地下水位は，周囲の平原地と比べて常に

著しく低く，原野より林地に近づくに従って下水位は次第に低下する。

また，森林が密になるほど地下水は低くなり，幼齢林の地下水は最も高

く，林齢が60～80年の中齢林では最も低い。

既往30年の研究によると，森林が地下水を増加して水源を酒養するとの想像

は，少なくとも平地においては，最早正当であるということはできなくなった。

その上，森林は井水，河川の流水を減少するものであると断定しないわけには

ゆかない。

このように学術的研究がすすむに従って，これまで森林について人々の抱い

ていた多くの想像説はやや減退したが，一方において，森林は土壌の崩壊と流

出を防ぎ，気候を調和し，霜の発生を軽減し，融雪を遅らせ，洪水の危害を予

防し，泥砂で河川が埋まるのを防ぐなどの諸効能のあることも明らかとなった

と，エーベルマイヤア教授は結論している。

以上に紹介したエーベルマイヤア教授の森林と水源関係の研究成果の評論

中，森林は土壌水分の大消費者であるので，井水，河川の流水を減少するもの

であるとの評定部分は，わが国の林学・林業界からは無視された。



84 

7. 水源j函養保安林の乱設

1904 （明治37）年，当時の東京大林区署は水源酒養試験を正式に取り上げ，

茨城県久慈郡内の国有林に太田・笠間の 2試験地をも うけ， 1906 （明治39）年

6月から量水観測を始めた。こうしてわが国最初の森林の水源酒養試験が発足

した。翌年4月には栃木県足尾町内の国有林に足尾試験地が追加され， 1908（明

治41）年から量水試験が始められた。これらの量水試験地の成果は1914（大正

3）年12月発行の『林業試験場報告12号』に「有林地と無林地とにおける水源

酒養比較試験」とし、う題名で報告されている。この報告は森林の水源緬養機能

に関する研究報告としては，わが国最初のものである。

同報告のまえがきに，この比較試験が行われた社会背景が述べられている。

それによると，「明治維新のとき一時林政がゆるんだために水厄が各地に発生

し，水源酒養ならびに治水が社会問題となっている。世間の人々は森林の水源

酒養機能を高く評価し，治山の必要性を主張しているが，その機能の根源、の理

は明らかにならないままになっている。水厄の回避を過度に期待して水源緬養

保安林を乱設してきた形跡があるが，このままでは国家百年の大計を誤ること

になるので，この試験がとりあげられた」と解説してレる。

森林法の施行と水源酒養保安林の指定に際して，水源酒養保安林は乱設状況

にあったことが伺われる。また，その当時，水源酒養保安林に期待した機能は

洪水害の軽減で，渇水対策ではなかったようである。

8. 部落有林野の統一と入会の整理

後に述べる平田博士と山本技師との聞の水源論争の背景には，明治時代の林

政の重要なひとつである部落有林野の統ーと入会の整理の問題がある。

明治新政府は， 1869 （明治 2）年各府県に命令して官有林の反別個所を報告

させ， 1871 （明治 4）年には官林規則を発布し，その後10年間は土地の官民有

区分の事業を行った。 1881 （明治14）年，政府は国土保安およびその他公益上

の理由により必要のある場合には，官・民林を問わず，伐採の停止または禁止

できるとしづ制度を告示した。 1897 （明治30）年には森林法が公布され，同31

年 1月から施行され， 1899 （明治32）年に国有林野法が定められた。

明治の維新以来40年の聞は国有林の整備に重点がおかれ，公・私有林の方は

放置されていた。このため，公有林野の多くはかなり荒れた状態にあった。公
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有林野の荒廃は地域林業に不利であるばかりでなく，治水上にも大きな影響を

およぼすので，政府は早くからその整備統一の機会をねらっていた。 1907（明

治40）年に森林法を改正し，公有林の一大整理に着手した。

ところが， 1907（明治40）年から1910（明治的）年にかけて全国各地に激甚

な洪水害が次々と発生しこの対策が国政上の大問題となった。時の桂総理大

臣は洪水のもたらした惨害をひどく憂慮し，政府に臨時治水調査会を設置し

この調査会に河川の改良，砂防の実施，森林の増殖，その他治水に関するいろ

いろの計画の審議を付託した。調査会では行政，工学および林学の各分野から

すぐれた学識経験者を集めて周到な審議をおこない，恒久的な治水策の成案を

とりまとめ，これを総理大臣に提出した。

臨時治水調査会に提出した農商務省の原案は「森林行政上治水に関係する施

設に関する件」で，これには 7項目が含まれていた。この原案は同調査会の審

議において多少の削除と追加修正がおこなわれた。新しく追加されたのは保安

林開墾禁止地区の標識建設と森林気象観測所の設置であった。

桂内閣は， 1910年12月開会の国会に，必要な予算とともに上記の成案を骨子

とする治水事業費特別会計法案を提出した。この法案は，先ず国会の予算委員

会で討議されたが，ここでは全会一致の賛成がえられた。 本会議でも同様で，

ちょうど春風春水が一時にやってきたという感じで本案は通過したとのことで

ある。

治水に関する森林行政上の国費事業は既開墾地森林復旧事業，荒廃地復旧事

業，森林組合設立奨励，公有林野の造林奨励の 4事業である。 1910年代，全国

林野の中で，最も荒廃していたのは市町村有その他の公有林野と農民が共同で

使用してきた公有林野，いわゆる入会権のある公有林野であった。

入会権のある公有林野では従来より柴・草の採取の慣行がつづいてきた。こ

のために広大な林野は無立木のまま放置されてきた。林野によ っては良い緑肥

牧草をとるために毎年火入れがおこなわれてきた。この火入れは表土の流出や

山火事の原因となり，国土の保全を害し，林業の振興を妨げる大きな原因と見

られてきた。それで，政府としては，公有林野のこれまでの事情を調査して入

会権の取りやめ，制限あるいは使用区域の割り当て方式をとり，入会権にもと

づく公有林野の悪い習慣と荒廃とを改善しようとしていた。

政府は1910年より補助金を支給して公有林野の造林奨励を実施したが，予算

が少なくて各地の要望を満たすことはできなかった。これを明治44年度より治
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水事業に組み替え，治水事業費から予算を倍増して補助することとなった。

ただし公有林野の奨励規則は「部落有林を市町村の所有としたもの，市町

村有のもの，府県郡町村組合またはその他部落の所有するもの」の 3つの土地

に市町村または町村組合が造林し，防火線または造林のための地盤工事をおこ

なったとき，市町村または町村組合に補助金を支給するというものである。

このように，公有林野の造林奨励は，たんに水源保全のための荒廃山林の緑

化をねらったものだけではなく，既存の部落有林をその土地の市町村有林に統

合しようとする，政府の別の積極的な意図があった。

というのは，政府は1889（明治22）年に市制・町村制の実施にそなえて町村

の合併を強行した。その結果，約7万という数の町村はその 5分の 1, 1万5

千余に減った。しかし強い反対があったので，町村合併を強行した政府も部

落有林に手はつけられなかった。

その当時でも園や府県の財政は税金に依存しており，これに余り多くの期待

はできなかった。一方で‘，国や府県の出費は年ごとに増加していた。このよう

な事情で，町村の財政はなるべく各自の基本財産からの収入でやりくりしても

らい，国や府県の支出負担を軽くしたいと，当時の政府は考えていた。

町村の基本財産の造成は，国や府県から見れば，町村財政をゆたかにして自

治能力を高めると同時に，国や府県税の税源をふやす効果もあるので， 一挙両

得の政策であった。ある政府役人は「部落有財産の町村統ーは町村自治のため

の一種の藩籍奉還である」と述べている。明治時代の農村部落が持っている財

産といえば，山林原野だけであるといっても過言ではなし、。政府は真っ先にこ

の部落有林に目をつけ，その整理統合の機会をねらっていた。

たまたま， 1911 （明治44）年からの治水事業が始まったので，政府は荒廃し

ている公有林野の造林奨励事業を推進すると同時に，これに便乗して部落有林

野の統一と入会権整理を強行した。各地の部落農民は旧来の習慣，愛着と利害

などのいろいろな理由をあげて，部落有林野の統一と入会の整理に強い反対を

した。しかし政府はその必要性と反対理由の薄弱なことをあげて説得に努め，

一方では補助金をえさに，強い姿勢で府県と市町村を督励してこれを強行した。

治水事業の初めにおこなった各府県の調査回答によると，荒廃地あるいは無

立木地と思われる林野面積は全部で約100万ヘクタールと推定された。そして，

当初の計画は全体の半分を公共団体の自主造林に期待し，差しあたり約49万ヘ

クタールを補助事業による造林として18年で完了するというものであった。こ
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の当初の計画はその後数回変更された。

1919 （大正 8）年現在での部落有林野の統一面積は317.4万ヘクタール，こ

のうちの完了面積は103.1万ヘクタール，入会整理の林野は238.0万ヘクタール，

その完了面積は94.2万ヘクタールで、ある。林野統ーと入会整理の合計面積は，

1919年までに554.4万ヘクタールに達しており，このうちの完了面積は196.4万

ヘクタールで，未了の358.0万ヘクタールは治水事業の終わる 1930（大正19)

年までに完了するとし、う計画であった。

政府は，部落農民との聞に意見や利害の対立がある中で，広大な面積の林野

整備を短い年月で強行しようとして画一的な事業をすすめた。これが少雨地方

に属する山陽道南部の農民の反感を買うことになった。

9. 現地農民の不平不満

ある統計によると，明治・大正時代は，国土の11%が草地で，水田面積（9

%）より広い草地が全国に散在していた。田畑に用いる肥料といえば人糞と野

草－落葉，主要な農耕動力である牛馬の飼料も野草とし、う時代を考えると，無

立木地は野草の生産地・採集地であり，それなりの有用な土地であった。また，

少雨地方の山陽道南部では，田用水を得るために，わざと無立木地にしておい

たとの記述もある。

山陽道南部の少雨地方で，稲作農民の多くは森林の水源酒養とは雨量増加の

作用と理解してきた。植林して30年後の荒廃不毛の山は一変してうっそうとし

た美林となり，土砂と洪水の防止には多大の効果が現れたが，水源滴養には反

対の結果がおきた。

水源保安林造成の効果に疑問を抱き，反対したのは農民ばかりでなく，岡山

県では県庁内の砂防，林務及び農業関係の実務担当者の聞からも反対の声があ

がった。その代表者が林務技師山本徳三郎である。有数の少雨地帯で岡山県南

部での経験と農民の証言，古来の記録，外国文献などから割り出した結論とし

て，山本技師は柴草山を松山にすると，渓川の水量は増えることはなく，却っ

て減るとの意見を持っていた。

山本技師は森林の流量調節とか土砂流出防止の効用はあるが，森林の水源緬

養の効用は流水の利用側から考えるべき問題で，流水を利用する側に有利か不

利かによって森林の効用は否定あるいは肯定されるもので，森林の水源酒養の

効用を全国一律に定義することは不合理であるとの意見を随時発表してきた。
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こうして山本技師は森林の水源枯渇論者と見なされ，水源保安林の造成に反対

する農民の扇動者と見なされた。これに関する詳細は 4章の「山本徳三郎技師

と思想」の項で述べる。

地元民の不平不満は，水田などの水源枯渇のことである。森林のために地下

水面は低下し降雨時の流量および平時の湧泉量は， 20年前と比べて半減した。

このため，溜池に流入する水量は減り，流入時聞はおそくなり，溜池付近の水

田は皐害にかかりやすく，収穫は30%から40%の減少となった，との不満であ

る。

要するに，森林の成立と共に渓流は枯れ，山麓の泉水は消滅し，山村の井戸

水位は低下した。これらの原因は近年の気象その他の関係もあり，森林の繁茂

だけによって発生した現象ではないが，理屈より考えると，森林との関係が密

接であると考えないわけにはゆかない，と農民は反論した。

（元国立林業試験場北海道支場長－農学博士）
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