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6章森林の洪水緩和機能論争

1. 従来の定説と異説

雨水や融雪水が地面上または地中を流れて河道に入り，河川の水嵩がますこ

とを出水とし、う。 出水の中でも，死傷者がでたり，田畑や家屋，道路その他の

諸施設の損壊 ・流失を起こすような大きな出水を洪水とし、う。多くの場合，洪

水流には多量の土石と材木や樹被が混入しているので，洪水流とは莫大な水，

土石と木材との混合流であるとも言われている。

洪水害の発生には莫大な洪水量と水筈を受ける人間社会の諸施設のあり方と

が密接に関係しているが，洪水害が起きるたひYこ，その原因には激しい豪雨の

他に，森林の乱伐や過伐， 治水事業の欠陥 ・不備などがあげられてきた。

森林の洪水量に及ぼす影響について，少数意見を含めると，従来より 3つの

説がある。その一つは，森林の洪水緩和説である。この説は，落枝葉とその腐

朽物で－被われた透水性の土壌層から成る森林は地表流の水量と速度を減少させ

る機能があるので，洪水のピーク流量を減らすのに有効であるとの意見である。

これを逆に考えると，森林を乱伐し，あるいは過伐すると， 地表流及び洪水の

ピーク流量は激増して大水害をもたらすということになり，森林乱伐説，森林

荒廃説が生まれてくる。森林の洪水緩和機能，これと裏腹の森林乱伐説，荒廃

説は，昔から一般にほとんど無条件で認められてきた定説のように受け取られ

てきた。

二つめの意見は，森林に洪水防止の作用はないとL、う意見である。平田博士

は1925（大正14）年発行の著書「森林と気象との関係」の中で，「森林が洪水

を防止する作用のあることを主張する人もいるが，森林のために出水が緩和さ

れるということはこじつけの傾向がある。わが国の洪水は大体融雪期，梅雨期
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及び秋の台風期に起きる。これらの洪水はどれも山地は十分に飽水し河川の

水位も高くなっているときに強雨が降って出水するのであるから，森林のどの

ような作用も通用しなL、」と述べている。 しかし大きな洪水には効用がない

ということで，平常の河水の調節効用を十分に認めた発言であるので，平田博

士の説を森林の洪水緩和無効説と呼んでおく。

三つめの意見は，林地がすでに充分吸水して飽和状態になってから，さらに

相当の降雨が続く場合に土壌層からの中間流出と地表流出とが重なって洪水の

ピーク流量を増大させると L、う意見である。 これを森林のピーク流量増大説と

呼んでおく。この説は河川関係のごく 一部の技術者に支持されている。

以上の 3つの説で，森林の洪水緩和説をよく読むと，森林は洪水流量を緩和

する作用があるということで，森林は洪水流量を常に水害の危険以下に抑制す

るとiH、っていない。また，森林荒廃説及びピーク流量増大説は，森林荒廃や

森林そのものによりピーク流量の増大を主張しているが，その量的なことには

まったく触れていない。洪水のピーク流量の大きさは，森林状態の影響を受け

るよりも，その時々の降雨条件によって大きく変化するものである。降雨因子

と対比した森林因子の影響度については，どの説もあいまいな説明に終始し，

量的評価はしていなし、。

2. 論争の時代区分

明治時代の中期から大正時代の初期にかけて，しばしば大洪水が起きた。そ

の中で， 1910（明治43）年 3月，利根川はこれまでにないような大洪水に襲わ

れた。その原因には利根川上流の森林荒廃が関与しているとして， 1911 （明治

44）年から始められた第一期治水事業には植林事業がもり込まれることになっ

た。

大正の中頃から昭和の初め頃までの間，大河川の洪水量は減少傾向にあった

が， 1934（昭和 9）年の室戸台風を契機に，やや大規模な洪水が頻発するよう

になった。 1945（昭和20）年から1965（昭和40）年くらいまでは，毎年のよう

に強い台風が襲来し各地で甚大な風水害が発生した。高橋浩一郎著「災害の

科学」中の1915（大正 4）年から1974（昭和49）年までの死者・行方不明数，

全壊流失家屋数及び埋没－流失田畑面積などの経年変化をみると， 1945年から

1965年ころまでの期間，すなわち昭和20年から昭和40年ころまでの期間，風水

被害高は明らかなピークを形成している。
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敗戦後は言論の自由時代を迎え，洪水害の原因に対する見かたも多様化し，

その中には戦時中と戦後の過伐，乱伐との関係の有無についての論争が見られ

る。それで，森林荒廃説論争の時代区分として， 1945（昭和20）年から1965（昭

和40）年と定めた。

3. 洪水災害の概略

森林荒廃説論争の時代に起きた特記すべき洪水災害とその特徴を略記する。

1945 （昭和20）年は枕崎，阿久根という二度の大きな台風に襲われて米作は甚

大な被害をうけ，敗戦直後の物資窮乏と混乱した世相の下，多くの国民は極度

の食糧不足に苦しい耐乏生活を味わった。 1947（昭和22）年9月には，房総半

島をかすめて北東進したカスリ ン台風は，荒川｜，北上川及びその支川，関東東

北一帯に大水害をもたらした。

この台風で，北上川水系の支流，盤井川沿いの一関市街は完全に水没した。

1948 （昭和23）年のアイオン台風でも，前年と同様に水没した。利根川の場合

は，上流地帯，特に赤城山南麓山地の崩壊による土砂の流出が激しかった。雨

量は秩父，奥利根などでは合計で600ミリメートルとし、う大雨であった。

1948年にはアイオ ン台風， 1949（昭和24）年はデラ，キティ台風， 1950（昭

和25）年にはジェーン台風， 1951 （昭和26）年にはルース台風が襲来した。 台

風の通過地区では毎年のように洪水害が発生した。昭和20年代の最大の水害の

発生した年は1953（昭和28）年である。この年は 6月末の西日本水害， 7月17

日から19日にかけては紀伊半島を中心に梅雨前線による大水害が発生した。 9

月末には台風13号の襲来で，東海地方沿岸は大きな災害を受けた。 1953（昭和

28）年の商日本水害のとき，筑後川の久留米市とその上流夜明ダムの聞の約40

キロメートルの両岸で、約1,000ヘクタールの水田が流失または埋没し，そして，

久留米市域の 8割が浸水した。また，白川の氾濫で深さ1.5～4メートルの泥

流が熊本市内に流れ込み，市民はまれに見る悲惨な災害を被った。

1957 （昭和32）年 7月25日，九州，長崎県の諌早，長崎，大村， 島原半島を

中心に，梅雨末期の集中豪雨が降って大きな水害が発生した。特に諌早市では，

市内を流れている本明川に多数の流木を乗せたノト山のような濁流が押し寄せ

た。この濁流で全壊家屋は985棟，流失家屋は579棟，死者・行方不明の数は，

諌早市だけでも519名に達した。翌年の1958（昭和33）年9月26～27日にかけ

て，伊豆，南関東に豪雨を降らした狩野川台風は，狩野川流域の伊豆温泉街と
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その周辺に甚大な水害をもたらし東京と横浜では到るところにがけ崩れが起

き，台地に食い込んだ侵食谷尻の平地が水害を受けた。

1959 （昭和34）年 9月26～27日，紀伊半島潮岬に上陸して北東進した伊勢湾

台風は，名古屋市西方を通過し富山湾から日本海に抜けた。秩田県に再上陸，

28日に北海道の南をかすめて東方海上に去った。この台風は堤防決壊や山崩れ

を引き起こし，通過地区の各県に甚大な災害をもたらした。名古屋市南部の低

地帯では高潮や内水氾濫により，死者と行方不明者は5,000余名という多数の

痛ましい犠牲者を出した。

1961 （昭和36）年 6月24～から 7月10日にかけて，北上した熱帯低気圧が本

土南岸沖の梅雨前線を刺激し，これに台風6号が加わり，関東から九州、｜の各地

に豪雨をもたらした。この一連の長雨で横浜では多数のがけ崩れが起きた。ま

た， 6月29日～30日にかけ，梅雨前線が天竜川上流の伊那谷地区に豪雨を降ら

し天竜川支流に多数の山崩れ，土石流を引き起こした。同年9月には第二室

戸台風が関西を通過し浸水災害が発生した。

1964 （昭和39）年 7月17日～19日にかけて，梅雨前線豪雨は山陰から北陸方

面で山崩れを多発させた。この水害は「39・7梅雨前線豪雨」と呼ばれている

が，島根県東部では無数の山崩れが起き，斐伊川水系の堤防は到る所で決壊し

た。 1965（昭和40）年6月下旬から 7月中旬には，停滞した梅雨前線が九州，

山陰及び東北の各地に豪雨を降らし，球磨川の上流部，五木村は甚大な水害を

被った。 1966（昭和41）年9月下旬には，台風24号に26号が重なって静岡，山

梨の両県に豪雨をもたらし特に山梨県西湖畔の足和田部落は土石流に押し流

されるとし、う甚大な山地災害が発生した。

以上は敗戦後20年の聞に発生した大洪水のあらましを列記した。これらの大

洪水は梅雨前線または台風による集中豪雨，あるいは台風の影響を受けた梅雨

前線によって誘発された集中豪雨によるものである。これらの豪雨時には，土

砂の混入した莫大な洪水量による水災害の発生と，山地区では多数の山崩れと

土石流が起き，都市部ではがけ崩れが発生し豪雨災害を一層大きなものとし

た。

4. 森林荒廃説の論争内容

これらの大水害が起きるたびに，関係官庁や報道関係， F震災市民からは水害

の原因が追及され，治水のありかたと被災者対策などが話題となってきた。水
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害の原因としては，天災説と人災説との論争がある。天災説の論拠は，莫大な

洪水流を誘発した異常豪雨や人知の予測し得ないような大規模の山崩れの発生

である。

人災説には森林荒廃，戦争による国土荒廃，治水技術の欠陥，工費不足，流

域の出水機構の変化などがあげられてきた。また，洪水害の原因は豪雨などに

よるものではなく，すべて人災で，その根源は現行の独占資本主義社会体制に

あるとの主張もある。

洪水が森林乱伐と関係があるとする意見としては，筑後川水害直後の雑誌「世

界」 1953（昭和28）年9月号の 「日本の水害」とし、う座談会の記事の中に，次

のような発言がある。この座談会の出席者は東大河川工学教授安芸岐一，建設

省河川局長米国正文，朝日新聞調査研究室長田中慎次郎の 3人である。出席者

の2人，安芸教授と米田局長とは，当時のわが国の河川工学と河川行政の分野

を代表する人々である。この両人は洪水と森林との関係をつぎのように発言し

ている。

米田局長「水源全部の植林の問題，林相を含めての話であるが，終戦前の状

態をみると，年々非常な過伐で，ほとんど50%近くが伐られていた。終戦後も

悪化していて，なかなか回復には時聞がかかる。そうしづ意味で山との関連は

重要である」。

安芸教授「水源全体の状態と流出との関係が現在どうなっているかを，緊急

に調べなければならない。現在，九州が日本の木材需要に果たしている役割は

非常に大きし、。筑後川の上流は，日本でいま活発に動いている林業地帯だとい

うことを考え合わせると，こんどの洪水との関連を充分推測しうる」。

田中室長「し、ま森林法で、やたらに木は切れないようになっているが，その制

限を受ける前に急いで切り出したとし、う場合が多いのではないか」。

米田局長「その通りです。 1944（昭和19）年には 3億5,000万石伐っている

が，この伐採量は蓄積材600億石の 5%に当たる。植林は伐採の69万ヘクター

ルに対して， 29.8万ヘクタールとし、う調子ですから，水源を荒廃した速度とい

うものは大変なものです。それが河川に非常な負担をかけている」。

安芸教授「雨量が非常に大であったことも事実ですが，問題はやはり，改修

計画が流域全体の事情に適合しえないようになっていたので、はなし、かと考える

わけです」。

米国局長「お話のように，改修計画は現在の非常に悪化した流域状態を基本
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にして考えなければならない。雨量と流水量との関係は，現在ではいまお話し

たような，山の悪化した状態で係数をとって洪水量を算定する。次ぎにこの新

計画の洪水量を現在の川幅内に容れうるかどうかが問題です。下流部はどこに

行っても，日本国中開けた土地で＇ ・Jll幅を現在よりあまり広くすることはできな

し、。そこでわれわれの重要な方針にしているのは，上流にダムを造ること。下

流ではかすみ堤を出来るだけつくることです 」。

こうした発言は，河川工事は過去の最大洪水流量を基本に設計・施工されて

いるが，上流域の森林が過伐で荒廃が進むと地表流が増えて洪水のピーク流量

が増加し計画洪水流量を上回る洪水量となるので，水害になると発言してい

る。つまり，計画洪水流量を定めた根拠は反省しないで，これを越える洪水災

害の起きたのは山林の過伐，乱伐にも一因があると見ている。

また，安芸教授は自著 「水害の日本」に，地被状態が洪水に影響をあたえる

ということは一般に認められるところであって，戦争以来，木材の需要に迫ら

れてむりやりに森林を伐り，ところによっては松根油をとるため根まで掘って

しまい，その跡に植林をしてこなかったということが，戦後10年，水害を大き

くさせている有力な原因のひとつになっていることは確かであると思われる，

と述べている。

前記の座談会「日本の水害」の掲載された同雑誌同号に，地質学者小出博の

論文「水の性と国の性」が掲載されている。この中で，次の 3点から森林乱伐

説を批判している。

その 1は，水害の原因としての森林の乱伐説は，ほとんど無条件で認められ

た定説のように見える。その実態を調べると，巧妙な責任転嫁の場合もある。

山林の乱伐が水害の原因かどうかということは，昔からの問題である。その究

明のための試験もかなり行われてきた。森林の内外で‘の降雨量の比較試験とか，

広葉樹と針葉樹とでは雨水を保持する能力にどんな相違があるかとし、う試験，

さらに，伐採の前後で流出量や水の出方がどう相違するかとし、う大掛かりな試

験が，岡山，鳥取・群馬－山形などで行われた。

これらの結果は，山林に出水を調節する能力があるということになっている。

しかしこれは日雨量60とか70ミリメ ートルの範囲内て、の話で，数十年に一度

とし、う大水害がおこるような降雨条件の下で，はたして山林に同じ効果がある

かどうか，多くの疑問を残している。

その 2は，日本の地質や気象の条件のもとで，特別の地質を除くと，少々乱
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伐してもそう簡単にはげ山になることはない。 伐採しても数年後には草木が

茂ってしまう。

その 3は，天然林でおおわれていた時代にも大洪水が繰り返して起きてきた

ことが，史実や地質地形の上に記録されている。

このような角度から水害を見れば，乱伐説は無条件で受け入れられない。そ

れにもかかわらず水害の原因が山林の乱伐にしわ寄せされるところには，技術

的なものよりも政治的なものを感じる。森林乱伐が水害をっくり出すという説

は，治水上の欠陥を山に責任転嫁するものであると述べている。

天竜川上流では1945（昭和20）年と 1953（昭和28）年に水害が起きているが，

水科学者佐藤武夫は， 1953年の天竜川調査から， 1945年に発生した大水害は，

立木を伐採したことによるものではなく，造材会社がし、L、加減な林道をつくり，

伐採して玉切った木材をころがして山腹を傷つけたことが山崩れを起こしそ

れらが大洪水の原因となった，と述べている。

また， 1953年に天竜川の上流には 3度の水害が起きているが， 7月水害のと

き下伊那郡の林道は， 149路線の54%の林道が災害をうけて使用不能となった。

これは，名古屋方面のノ勺レプ会社が粗悪，急造の林道をつくり，木材の搬出で

山肌を傷つけ，山地の崩壊を加速させたことによる。これから，森林の乱伐と

は過伐のことではなく，粗末な林道の造成や乱暴な伐採，搬出による山地崩壊

を誘発して洪水の容積を増大することで，林木の除去で洪水量が増加したとい

うのとはまったく違う，と結論している。

1953年の和歌山水害を調査した近畿各大学連合水害調査団の報告中で、も，造

材業者の利益本意に無計画的に開設された林道の災害が指摘されている。

1953年 6～ 7月に起きた和歌山県有田川上流の洪水災害調査報告によると，

国立林業試験場の武田技官らは，長雨の後に 2時間190ミリメートルという異

常豪雨と，この時発生した大小無数の山崩れと崩落土石で埋まってできた天然

ダムの決壊による洪水流量などから考えると，本災害は予想される森林の洪水

緩和機能の限界をはるかに越えた災害で、ある，と述べている。

1971 （昭和46）年発行「国土の変貌と水害」によると，著者の河川工学者高

橋裕教授は，利根川や筑後川は大洪水のたび、ごとに次々と洪水計画量が拡大さ

れてきた理由を大略以下のように説明している。

洪水流量の大きさは，降水量だけで定まるものではなく，降水が流域内の各

地面に落下してから河道に到達するまでの地表状態，河道に入ってから下流へ
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と流れてゆく河道状況によっても大きな影響を受ける。地表状態や河道はたえ

ず人為的に変化させられてし、る。

たとえば，植林，伐採，開墾，宅地化などが流出に影響を与えるのはもとよ

り，改修工事そのものが河道条件を変え，河道への降雨の集中条件を一変させ

てしまう。明治以来の国土の急速な変貌と， 川幅の拡張と堤防の増強を基本と

する河川改修とは河）｜｜に集まる流水の出足を早め，洪水流量を常に増大させて

きた。これが昭和20年代に利根川や筑後川など，多くの河川に起きた想像を絶

する大洪水の本質的原因である，と述べている。

高橋教授は，国土の急速な変貌による流域の流出機構の変化が大洪水の本質

的原因と考えている。その変化をもたらした一因には各流域内の植林，伐採が

ふくまれている。植林，伐採の流出機構の変化に与えた影響の程度はあきらか

にされていないが，森林荒廃説と同様に，植林，伐採が洪水流量の増加に加担

しているとの見かたが提示されている。

5. 論争の結末

洪水害の原因に関して，河川工学者の安芸教授や建設省河川局の米田局長な

どは，森林の乱伐や伐採は，大洪水の原因にかなり関与していると考えている。

河川工学者の高橋教授は，あいまいな表現ではあるが，植林や森林伐採も流域

内の流出機構の変化に影響を与え，洪水流量の増大に関与していると見ており，

森林荒廃説を是認している。

これに対して， 地質学者の小出博と水科学者の佐藤武夫は，森林の乱伐が洪

水の一因であるという説に反対している。 小出は，森林乱伐が水害をつくり出

すという説は，治水上の欠陥を山に責任転嫁するもので，無条件で受け入れら

れないと述べている。佐藤によると，豪雨一洪水一水害とし、う論理の中には嘘

があり，水害を大きくするのは社会体制で，経済の発展といわれるものが水害

をつくるもので，水害は人災である。また，森林の乱伐とは過伐のことではな

く，粗末な林道の造成や乱暴な伐採，搬出が山地崩壊を誘発して洪水量を増大

させていると見ている。

このように， 小出と佐藤は森林乱伐説を無条件には是認していない。むしろ，

積極的に反対を表明しているものと受け止められる。平田や武田は森林の機能

には限度があり，豪雨の降り方によっては洪水調節機能の限界を越える場合も

起こるとし、う考えて、ある。ただし，森林の機能限界についての具体的な説明は
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ない。

以上に説明したことを整理すると，大洪水には森林の乱伐や伐採がかなり関

与しているとし、う森林荒廃説，これを否定または条件付き否定の荒廃無関係説，

洪水調節限界説とに大別される。そして，林業関係者は森林の洪水関与を否定

し，河川関係者がこれを肯定していることである。

森林に対する期待は洪水流量の軽減と，山崩れや地表侵食の防止による流出

土砂量の軽減及び山崩れ災害の防止とに大別できる。林地や野草地では地表侵

食がほとんど起きないので，この効果は明白である。

一方，山崩れ抑止効果に関しては，山地斜面の安定理論や根株聞の士アーチ

作用理論によると，森林の山崩れ防止効果は根系層の範囲ではかなり有効であ

る。しかし豪雨時の山崩れには根系層より深いところから起きる場合もある

し根系周辺の土壌が流失する場合もある。また，地すべり性の滑落もあるの

で，森林が茂っておれば山崩れは絶対起きないと安心することはできない。災

害予防上，日時は特定できないが，森林斜面でも山崩れは必ず起きると見た方

が安全である。

林道開設にからむ問題は，局部的には山地災害を誘発し，拡大する一因と考

えられる。立地条件の悪いところに施設される林道は豪雨に破壊されるおそれ

のあることは当然である。林道側溝からの溢流水が林道を破壊するばかりでな

く，その下の斜面崩壊を誘発しこれが水災害を増大したとし、う事例もある。

しかし大局的に見ると，林道施設は加害物より，被害施設とみるのが実情に

合っているように思われる。

これまでの森林の治水機能は，森林土壌の透水性，孔隙量，浸透能などの個

別因子の優位性を説明したものが主である。各国子の洪水流量を調節するメカ

ニズムと，その程度についての説明は，適切な洪水資料がえられないなどの理

由で，あいまいなままに残されてきた。そして，関係者の思いこみで森林の機

能効果が評価されてきた傾向がある。ここに森林の洪水緩和機能に対する賛否

論争の起きてきた原因がある。

1998, 99年は西日本の各県，岐阜県や栃木県北部の各地方は豪雨洪水に襲わ

れたが，この両年の大水害では森林荒廃説は一言も話題にならなかった。所得

倍増政策のもとで進められてきた造林事業の成果で、荒廃林地が無くなったから

だろうか。そんなことはないはずである。次章の水源税論争の中で説明するが，

林野庁関係者によると，かなりの森林荒廃地が現存しており，水源酒養上この
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ままに放置しておけないとのことである。したがって，荒廃林地が無くなった

とは言えない。それならば，この 2年の豪雨水害は予測を越えた豪雨か，洪水

対策事業の不備ということになる。

7章森林 ・河川緊急整備税創設の論争

1. 整備税創設の経緯

林野庁は緊縮予算のもとの一般財源だけで森林の水源機能を維持することは

むずかしくなってきたと判断し水の恩恵を受けている人にもある程度の負担

をしてもらい，今後10年間に緊急の森林整備を進めようと，水源税の創設を計

画した。そして， 1985（昭和60）年10月25日，自民党の農林合同部会に水源税

案を説明して了承されたので， 1986（昭和61）年度の実現に向けて準備を進め

Tこ。

林野庁の水源税に対し，建設省は流水占用料を徴収し，これを治水事業にあ

てようと計画した。流水占用料はそれまでにも河川法に基づき，電力業界等が

220億円を負担してきた。 1986年度からはこれを 4倍に引き上げるという内容

のものである。これらの新税制は，林野庁の水源税構想、と建設省の流水占用料

等による財源確保構想とを一本化し，森林－河川緊急整備税の制定を国会に要

求した。

しかしながら，森林・河川の整備により利益をうける者に対して，その受益

の程度に応じて課税する両目的税は，財界・産業界・水道関係者等利水者側か

らの強い反対を受けることになった。10月30日の国会においても論議がなされ，

農林水産大臣と建設大臣とは，それぞれの立場からの整備税創設の必要性を主

張し通産大臣と厚生大臣は反対意見を述べている。この整備税の創設に対し

て，世論は賛否両論に分かれ，日が経つにつれて反対意見が強まり，目的税の

導入は国会の審議を見ずにつぶれてしまった。

2. 整備税の必要性

整備税の創設は取り下げられたが，その必要性について，林野庁の担当者は

次のように説明している。

わが国の森林は荒廃が進んでいる。荒廃地および荒廃危険地のうち，全く整
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備に着手していないものが107万ヘクタ ールある。このような現状にかかわら

ず，きびしい緊縮財政のあおりを受けて治山事業費の伸びは見込めない。現行

の治山事業も，山地災害対策で手一杯であり，水源酒養上重要な奥地水源林の

整備は一段と遅れている。奥地水源林には緊急に復旧を要する荒廃地等が約10

万ヘクタールもある。この外に，造林・間伐等の整備を要するものが約70万ヘ

クタールある。こうした森林荒廃の現状を放置すれば， 10年後には荒廃地等が

約16万ヘクタールに増加し，造林－間伐等の整備を要する約70万ヘクタールの

3分の 1が機能低位な森林に移行する。

荒廃劣悪な森林に移行すると，森林土壌の流亡，土壌孔隙の減少等による水

源酒養機能の低下は急速に進み，約30%の降水貯留能力の減少となる。これは

貯水量約 5億トンの低下に相当する。また，流出土砂量が増加し， 10年間で約

3.5億トンに達する。これは全国のダムに積もっている土砂量9億トンの約4

割に相当する。

このような荒廃森林を放置すれば，その影響は甚大で，これを見逃すことは

できない。今後10年間で事業費6,000億円を特別財源として確保し，約80万ヘ

クタールの奥地水源林を緊急に整備する。この整備事業により，森林の降水貯

留能力は飛躍的に向上し土砂流出防止機能も向上し，奥地水源林の水土保全

機能の強化が図られることになる。

これを放置し 10年後の時点で整備を行うとすれば，その費用は約 3兆円と

なり， 現在着手する費用の 5倍となる。 この外に，災害の多発と規模の増大に

よる貴重な人命財産が失われることになる。したがって，少ない費用で効率的

に奥地水源林を整備し水源林機能の改善と災害防止を図るためには，今，緊

急に実施する必要がある。

3. 整備税事業による期待効果

林野庁によると，森林整備で期待される効果は次の通りである。

森林・河川緊急整備を行い，水の安定的供給を図る必要が生じてきたのは，

近年における流域の都市開発及び都市用水の需要の急速な増加に対応するため

である。

森林・河川整備の直接の目的は水供給の安定化を図ることである。整備事業

によって，林地の土壌孔隙量が増加することはあきらかである。その結果，地

面を流れる雨水は減少しより多くの雨水が地中に浸透して地下水流量が増え
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る。降雨後，水の流出する期間が長くなり，無降雨期間の水の流出量が多くな

る。このようにして，水供給の安定が図られることになる。

このほか，地表面の落葉や草木により，土壌侵食は抑えられ，樹木の根が発

達して土砂崩壊を防ぐ。こうして，河川やダムに流入する土砂量を軽減し，水

の利用上，重要な効果が期待できる。

4. 整備税の課税内容と使途

今回の事業は通常の森林整備を行うものではなく，水源酒養機能の維持向上

によって，水供給の安定化を図ることを直接の目的とする整備事業である。こ

の森林整備を行うと安定的な水利用が確保されることになるので，河川法上の

排他的権利に基づき水を使用できる特別の地位にある利水者は，格別の受益を

受けることになる。これらの利水者に限定して，時限10年の森林整備の費用を

負担してもらう。

課税対象となる利水者は水道用水，工業用水，電力事業など，水の使用形態

は多岐にわたることから，整備税では水使用の実態に応じてきめの細かな取り

扱いをする。

ただし，農業用水については，水田は地下水を緬養したり，河川に還流した

りして，大きな水源緬養機能をもってし、るし，今回の整備事業は農業側からの

要請ではなL、。農業用水については古くから踏襲されてきた慣行水利権が多く，

水使用の実態は各地ごとに異なるので，河川水の使用量の計測，把握は困難で

ある。これに課税しようとしても，徴税コスト及び徴税技術の面からも困難な

問題が多い。以上の諸点を総合的に勘案されて，農業用水だけは課税対象から

除外されている。

整備税は，河）｜｜から取水される水道用水，工業用水，発電用水等の水の使用

者に対し，水の使用量に応じて課税する。税率は使用水量 1立方メ トルあた

り1円，ただし，発電水量は0.1円とする。試算によると，税収額は水道水90

億円，工業用水100億円，発電用水360億円の総額550億円である。これは， 一

所帯 1月あたり水道代24円， 電気代14円程度の負担になると見込まれる。なお，

1986年度は準備期間であるので，総額240億円の要求となっている。

整備税の使途は，水源滴養保安林等における荒廃林地の復旧，間伐，複層林

造成，奥地水源林の整備にあてる。ただし総額550億円の 4分の lに相当す

る140億円は，地方譲与金として都道府県に配布する，とL、う内容のものであっ
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Tこ。

5. 整備税事業による実際の効果

整備税創設の主旨によると，森林－河川整備の目的は水供給の安定化にある。

整備事業によって，林地の土壌孔隙量は増加し，地面を流れる雨水は減少し

より多くの雨水が地中に浸透して地下水流量が増える。降雨後，水の流出期間

が長くなり，無降雨期間の水の流出量が多くなる。このようにして水供給の安

定が図られることになるとの説明である。林地の土壌孔隙量を増大することで

地下水流量が増え，水供給の安定が図られるとの説明であるが，ほんとうのと

ころはどうか，疑問のあるところである。

森林土壌は鉱物と有機物との固体，水分と空気とから成り立っている。これ

らの成分を容積比率で表すと，固体は30%，水分と空気の占める比率は70%と

言われている。さらに，土壌中に含まれる水分は結合水，吸湿水，皮膜水，毛

管水，重力水の 5種類に分けられる。この順序は土壌と水との結合力の強さを

示し， 結合水は土壌との結合力がもっとも強い。重力水は結合力がもっとも弱

く，土塊とか土粒子の聞の空隙を重力の作用で自由に移動し，流れ去る水分で

ある。

自然状態の土壌を水中にしたし 十分に吸水させたときの土壌水分量を最大

容水量とし、う。最大容水量に達した土壌をしばらく放置すると，土壌水の一部

は流出してしまう。この流出水が重力水で，この部分は用水及び水災害に直結

する水分である。土壌に残留した水分は草や木の生活用水に消費される水分で

ある。

土壌中には大小様々の孔隙があり，この孔隙は粗孔隙と細孔隙とに大別され

ている。粗孔隙は重力水及び空気の通路の役目をしている孔隙である。土壌の

粗孔隙量を土壌容積の百分率であらわしたものが粗孔隙率 （%）である。 本州

の地域－母材別について，地表面からの深さ10, 30と50センチメ ートル前後の

ところで、調べた資料によると，粗孔隙率は，第三紀層堆積岩では142%，中 －

古生層堆積岩では17.1%，変成岩では19.3%，花崩岩では203%，火成岩では

16.8%，火山岩では20.9%である。以上の資料から推定すると，土壌の構造と

か堆積様式及び母材の違いによりかなりの差異はあるが，森林土壌の深さが50

センチメ ートルまでの平均粗孔隙率は18%程度となる。

土壌層の深さは場所によ っても異なるが， A層と B層とを含む表土層の深
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さはおよそ20～120センチメートルまでの聞に広く分布し，大略の平均深さを

求めると， 50センチメートル程度で、ある。したがって，表土層に含み得る貯水

容量を水深で表すと90ミリメートル程度となる。表土層の下方には， c層と呼

ばれている下層土が存在する。この C層の厚さは，平均50センチメートル程

度で，粗孔隙率は 5%程度である。したがって，森林土層全体の貯水容量は

120ミリメートル前後と推定される。

この120ミリメートルと L、う貯水容量は，たとえるならば，側面に孔口のあ

いた円筒型ノミケツのようなものである。パケツの口から一定の割合で多量の水

を注ぐと，注水の一部は側面の孔口からたえすー流去するが，パケツ内にも水が

たまり，最後には上面から水があふれるようになる。この時の水深が120ミリ

メートルで、あるとし、うことである。

森林土壌におおわれた斜面上に降った雨水は，一旦は土壌内に惨み込んでも，

より抵抗の少ない，孔隙の多い層を通過して河に流出することは自然の理であ

る。土壌内に穆み込んだ雨水が地中深く浸入し，すべて地下水流出に回るとの

説明は流水物理学の基本を無視した単なる思いこみである。地下水流出の多少

は地質構造・地形条件に強く左右される性質のものである。森林土壌の組孔隙

量を多少多くしても，その効果は知れたものである。

野外調査の経験によると，表土層内を流れる雨水の大部分は，降雨期間及び

その後数日の聞に流出してしまう。この程度の効果を無降雨期間の水の流出量

が多くなるとか，水供給の安定がはかられるという説明は，関係者の思いこみ

からでた作文で，かなり誇張した表現のように思われる。

森林にダム状の貯水効果はあるが，それはある程度までのことである。森林

整備によって期待される効果は，仮に実現したとしても，多少の流量調節の効

果である。この効果は人為的に操作できない，使い勝手の悪いものである。ま

た，降雨条件との関係もあって，数量的に明示することは大変むずかしいもの

である

森林・河川緊急整備税は立ち消えとなったが，その大きな理由は行政・利害

者間の争いと言われているが，効果のあいまいな土壌孔隙量に着目した戦略上

の失敗にも多少の原因があると思われる。

6. 整備税創設の結末

上述した内容の森林・河川緊急整備税の創設は，財界・産業界・水道関係者
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等利水者側からの強い反対を受けることになった。 1985年10月30日の国会にお

いても論議がなされ，農林水産大臣と建設大臣とは，それぞれの立場からの整

備税創設の必要性を主張したが，通産大臣と厚生大臣は反対意見を述べている。

この整備税の創設に対して，世論は賛否両論に分かれ，日が経つにつれて反対

意見が強まり，目的税の導入は国会の審議を見ずにつぶれてしま った。

森林・河川緊急整備税がつぶれた代償として， 1987年度自民党税制改正大綱

において利水者等から拠出を求め，森林 －河川整備のための基金を創設するこ

とが決定された。そして，自民党，関係省庁間の調整が図られた結果，農林水

産省，建設省と通産省の間で次のような合意に達した。

①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を設立すること。

②基金は通産省および建設省，農林水産省の関係業界の拠出金をもって充

てる。

③基金の規模は， 5年程度で500億円程度を目標とする。

④事業内容等基金の詳細は，今後，上記三省を中心に検討を行うこととす

る。

なお，基金の使途は運用益により調査・ 研究や啓蒙 －普及等の事業を行い，

基金500億円のうち250億円は通産省関係の業界が，残りの250億円は農林水産

関係と建設関係の業界が1988年度から 5か年程度で集め，そのうち200億円を

森林基金， 300億円を河川基金とするとの取り決めがなされた。

このような基金の設立についての基本的内容が示され，これを受けて，森林

基金の名称は「緑と水の森林基金」，河川基金は 「河川整備基金」 と名付けら

れた。

1997年度の 「緑と水の森林基金Jは21億2000万円で，これには従来の「緑

の羽根募金」 と 「緑の募金」とが含まれている。「緑の募金」では森林整備，

緑化の推進，国際緑化などの取り組みを支援している。

8章森林の水源緬養機能の検証

I. 水源；函養機能の諸説

森林の水源極養機能についてはあれこれと論じられてきた。江戸時代の中・
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後期から明治時代の中期までは，森林は盛んな蒸発散により雨雲を起こし，雲

霧を捕えて雨量を増すという，森林の増雨作用説が広く信じられていたようで

ある。 1894（明治27)年発行の本多教授の著書中にも，森林の増雨作用が述べ

られている。その後，欧州先進国の研究により ，一部の場合をのぞくと，森林

に増雨作用はないことが明らかとなり，この説は衰退した。

1890年代に入札欧州先進国の保安林制度の導入を契機に，森林の枝葉部分

である林冠の雨水保留作用とか地床につもった落枝葉とそれらの腐朽物層の吸

水作用は洪水流量の軽減に大きな効果を発揮するとの説が重視された。その後

森林測候所などの調査で，林冠の保留作用や林床物の吸水作用に洪水流量を軽

減するほどの効果はないことがわかった。

次は林地の湿潤抵抗説である。陽光のとどかない林内地表は常に湿っている

ので，林地は無林地よりも増水が早く始まるとの説である。これに関連して，

降雨の初めに森林地は無林地よりも増水が早く始まり，干天時の河水酒養に有

利となり，更に雨が降り続くと，林地では地中に浸透して地下水となる雨水分

が多くなって洪水量は低減され，森林は渇水にも治水にも絶妙な機能をも って

L、るとし、う報告が提出された。

湿潤抵抗説の次に主張されたのは森林土壌の透水性説である。 森林土壌は大

小の孔隙に富むので，透水性は非常に良好である。 そのため，雨水の地下水化

を促進し，洪水流量は緩和されて渇水流量は増し， 雨水流出の一様化に効果が

あるという説である。これに関連して，落葉層は飽水後もその下の土壌の透水

性を維持して浸透水量を増し， 流出の一様化に効果があるという，落葉層など

の透水性保持の効果も主張された。

次に現れたのが土壌の浸透能説で、ある。雨水が地面から土層内部に浸入する

速さの程度を土壌の浸透能とL、う。 森林土壌は大小の孔隙に富むので浸透能が

大きく て雨水の地下水化を促進し，流量の一様化に効果があるという説である。

この説は米国の水文学者ホ一トンの提唱した説で， 戦前にわが国の林学会誌に

紹介されたこ とがある。この説の実際の導入は1950年代で，それ以降，森林土

壌の浸透能は森林の流量調節機能の重要因子として高く評価されてきた。

一方，土壌理学性の研究がすすむに従い，大小の孔隙に富む森林土壌は重力

水の貯水容量が大きく，降雨時には多量の雨水を貯めて洪水流量の軽減と低水

流量の増加に有効であるという ，土壌の貯水容量説が重視されるようになった。

さらに，ひとつの流域を降雨 貯留 蒸発一流出の4因子からなるひとつの



遠藤 森林の水源緬養機能に関する論争史（山） 69 

システムと見なし，このシステムを水槽モデルとか数式モテ戸ルて、表してその動

的変化を研究し，その中で森林小流域の貯水機能を追及する研究も行われてき

Tこ。

以上に述べたように，森林の水源酒養機能についてはいろんな意見が提出さ

れてきた。一般に森林土壌は浸透能が高くて透水性も良好で，大きな貯水容量

を有していることはたしかである。しかし森林土壌の浸透能が高いとか透水

性がよいといっても，浸透した雨水はより抵抗の小さい場所を通過し最寄り

の河川に流入することは当然の理で，地中に浸透した雨水がすべて深層の地下

水になるとはかぎらなL、。また，貯水容量が大きいといっても，森林土壌層の

厚さはせいぜい 1メートル程度で‘あるので，その貯水容量には限りがあるし

貯水容量の大きさだけで流量の調節機能は説明できなし、。

多くの場合，論争の焦点は洪水あるいは渇水としづ異常状態に，その効力が

どこまで通用するかということである。森林の調節機能の効能をあれこれと並

べても，どのような大雨の時に洪水量がどの程度緩和され，渇水期にはどの程

度の増水が期待できるのかを数量的に説明しない限り，世間の人には納得され

ない。各説の主張は部分的には正しく，事実ではあるが，どれもこれも定性的

な説明におわり，部分的，底抜けの説明という傾向がある。大洪水あるいは異

常渇水に大した効力がないのであれば，河道工事とかダムなどの方法に頼らざ

るを得なくなり，この方面の対策が拡充整備されると，森林の流量調節機能の

効力は相対的に低下して くる。

それから，林業，林学方面では，流域から大気中に戻る森林樹木の水分消費

量，すなわち蒸発散量の多少についてはあま り触れないで，森林土壌による流

量調節の機能が主張されてきた。これを例えると，ダムとか貯水池のような箱

物の容量だけを重視し，箱物に注がれる水量には触れずに過ごしてきた。この

思想の根本には，渇水よりは洪水災害を重視し森林の水害軽減効力を最優先

した，水害多発のわが国の事情にあると思われる。

地表から大気中にもどる蒸発散量は，流域水収支では消失雨量とか損失雨量

と呼ばれているが，損失雨量が大きいほど河川の流出量は減ることになる。損

失雨量が地表植生に関係なく閉じであれば，森林の水源酒養機能は流量調節作

用に限られる。地表植生によ って損失雨量に差異があれば，その影響は流出量

と流況とに及ぼすことになる。したがって，蒸発散量の多少には触れずに，流

量の調節機能の面だけを取り上げるのは片手落ちで，森林の水源機能を正しく
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評価することにはならない。森林の水源酒養機能は降水量と流出機構との動的

関係の面から究明し，評価すべきものである。

2. 松林と柴・野草地との流出量比較

陸上では水面以外の裸地からも森林や草地からも，常に蒸発が起きている。

その蒸発量は，気象条件の外に，地表状態によってかなりの差異がある。地表

面や水面からの蒸発熱源はすべて太陽からの輯射エネルギーである。この輯射

エネルギーは各地の測候所で毎日観測されており，全天日射量として公表され

ている。

地球全体を平均した熱エネルギーの収支についていえば， 地表では毎分 l平

方センチメートルについて，太陽放射により0.25カロリーの熱をもらい，長波

長放射により0.10カロリ ー，熱伝導により0.05カロ リー，蒸発散により0.10カ

ロリ ー，計0.25カロリーの熱を失っているとし、う。この計算による と，蒸発散

による熱の損失は，全熱量の40%を占めている。

地表に達した太陽の幅射エネルギーから地表での反射成分と，地表から大気

中に放出される長波長幅射エネルギーとを差しヲlL、た残余は，純放射エネル

ギー と言われている。純放射エネルギーは蒸発散に消費される熱量の最大値で，

可能蒸発散量をあらわす。

低木試験区について調査したある研究によると，年日射量に対する年純放射

量の比は0.54，年純放射量に対する年蒸発散量の比は0.90である。これとは別

の研究によると，前者の比率は0.559，後者の比は0.861である。この報告によ

ると，樹林地では，年純放射量の90%が蒸発散として消費され，その蒸発散量

は可能蒸発散量に近いことを示している。

また，この蒸発潜熱量の比率は地表状態よって大き く異なる。積雪地方と非

積雪地方とに大別して，各地方の地表状態別の蒸発潜熱量比率を示すと，表10

のとおりである。ここでの蒸発とは蒸散も含んだ広義の蒸発をし、う。

表10の数値は，森林試験流域などの水文資料を整理し，地表状態別の年蒸発

潜熱量の年全天日射量に対する比率値を求めたものである。一口に森林とか野

草地といっても，その生育状態や種類，土壌などは場所により異なり， 千差万

別である。したがって，表10は地表状態別の概数値を示すものである。非積雪

地方の比率値を見る と，森林地は0.32～0.45，皆伐跡地の林地は0.25～0.40,

柴・野草地は0.24程度，裸地土壌は0.18～0.34，ウッドチップマルチ区は最低
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表 10 地表状態別の蒸発i替熱量比率

積 雪 地 方 非積 雪 地方

地 表 状態 夏期間の菜発潜熱量比率 地表状態 年の蒸発潜熱量比率

森地区 0.35～ 0.46 森林地 0.32～ 0.45 

幼樹。ササ， 草本区 0.27～ 0.32 皆伐跡地 0.25～ 0.40 

無植生の裸地区 0.23 柴 ・野草地 0.24 

無植生の広葉樹落葉マルチ区 0.09 裸地土壌 0.18～ 0.34 

無植生のカラマツ落葉マルチ区 0.08 無植生のウッドチップマルチ区 0.11～ 0.13 

無植生のウ7ドチップマルチ区 0.09 （地球全体の平均値） (0.40) 

値で， 0.10前後である。

以上の説明は土壌が十分に湿っており，蒸発水分に不足のない状態での数値

である。この状態では，樹林地からの蒸発散量は可能蒸発散量に近い数値とい

われている。

雨不足の年とか土湿不足の時は，実際の蒸発散量は可能蒸発散量以下となる。

これを岡山試験地の例によると，極端に雨不足の年蒸発散量は年可能蒸発散量

の約70%，年流出率は 5%までに減少している。

山本技師は森林は多量の水分を消費するので，小流域上の森林は河水を枯渇

し，水源酒養にはならないと，事あるごとに執劫に主張した。これに対して，

平田博士は， そのような主張は学術研究の結果と全く相反するもので，なんら

実証がなく ，想像にすぎないと強く否定した。

山本技師のいう柴・野草地とは，無立木状態の小柴や茅草の生えている山の

ことで，年に数回の刈取りをする山とのことである。このような柴・野草地が

水源酒養保安林に指定されてう っそうとした松林と変わり， 谷水が枯渇する よ

うになったという。

森林は樹種の他に，単位面積に生えている本数の多少，林齢などにより，そ

の内容はかなり種々雑多で， 一概に決めつけることはできないが，山本技師の

いう松林の蒸発潜熱量比率は0.40，また，山本技師のい う柴・野草地の蒸発潜

熱量比率を0.24と想定する。次に，理科年表中の統計資料から，山陽南部地方

の代表地として広島をえらぶと，広島の全天日射量の年平均値は4,880MJ/

年（MJは100万ジュールの略語）である。 この40%の熱量が松林からの蒸発

量に使われたとすると，年蒸発量は約861ミリメートルとなる。同様にして，
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全天日射量の24%の熱量が柴 ・野草地からの蒸発量に使われたとすると，この

場合の年蒸発量は約516ミリメートルとなる。

岡山市での観測資料によると，過去の日照りの年の年降水量の最低は700ミ

リメートル台て、ある。日照りの年は日射量も多いので，このような少雨年では，

蒸発潜熱量から推定すると，森林地からの流出水量はゼロである。実際は地中

に浸透しないて、地表を流れる雨水があるので，ゼロではない。一方，柴－野草

地では184ミリメートルに相当する雨水量が，蒸発余剰分として流出すること

になる。年降水量が800ミリメートルの場合，森林地からの流出水量はゼロで

あるが，柴・野草地では284ミリメートルに相当する水量が流出する。

これは計算上の数量であるが，地表状態により蒸発量は 2倍から 3倍もの差

がある。このようにして推論すると， 山本技師の主張は正論であったといえる。

もっとも，平田博士も，皆伐直後には一時的に年降水量の 5～10%相当の増水

量のあることを認めている。岡山市付近の年平均降水量を約 1,200ミリメート

ルとすると，皆伐直後の年増水量は60～120ミリメートルとなる。この増水量

は決して僅少のものではない。

増水量は降雨量，正確には有効降雨量に比例し実質的な増水期間は降雨期

間と雨上り後の数日の期間である。これは正常な流出状態で，異常なことでは

ない。それにもかかわらず，平田博士は「伐採後の増水量は渇水の時に増すの

ではなく，大雨の時の増水で，むしろ有害な増水である」と主張し伐採後の

増水効果を全く否定した。

往々にして，有害とか無害とかは利用側の立場によって変わるものである。

平田博士は伐採後の増水量は大雨の時の増水で，有害な増水というが，これは，

理屈としては筋の通らない話である。

岡山試験地の観測資料によると， 1939（昭和14）年10月に101.3ミリメート

ルの降雨があり，この雨からの流出量は，南谷が2.9ミリメートノレ，北谷が4.1

ミリメートルであった。この実例のように，降雨前に長い晴天日が続くと，

100ミリメートル程度の雨が林地流域に降っても，雨水の大部分は地物や土壌

に吸い取られ，ほとんど増水をみない場合もある。

平田博士の説明は，蒸発量の見積もりで異常な日照りの年の森林と柴・野草

地との差をかなり過小に評価し，岡山県や広島県南部の渇水事情をよく理解し

ていなかったように思われる。現地農民が異常渇水にあった時，どのようにし

て回用水を確保したのか，水田耕作の農民の用水に対する執着など，そのあた
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りの事情をもうすこし詳細に確かめるべきであった。農民にとっては用水量の

確保が第ーで，水田耕作に好都合であれば，森林地でも柴・野草地でも，どち

らでも良いわけである。現地農民の要求をよく調べもしないで，柴・野草山の

効果を頭から否定したことは，何か意図的で，公正さを欠くように里、われる。

また，年降水量がその地方の平年値を越えるような多雨の年は，年蒸発量の

多少の河水量への影響は比較的小さい。しかし年降水量がその地方の年蒸発

能より少ない年は，年降水量の大部分は大気中に蒸発してしまい，河川への流

出分はほとんどなくなる。そのよ うな日照 りの年，多少の水が余分にあれば，

水稲は枯れずにすむ場合もある。農民にとって水不足で水稲が枯れるか，枯れ

ないかは大問題である。年降水量の 5～10%の増水量が多量か少量かは，生活

を賭けている農民の判断するところである。平田博士の発言は，年降水量は平

均量程度，またはそれ以上の年を前提とし，小さい渓谷の異常潟水の場合など

は，まったく念頭になかったように思われる。

3. 湿潤抵抗の効用

先に説明したように，流域の湿潤抵抗とは流域上に雨が降り始めてから河川

の水量に影響するまでに要する最小雨量のことである。この湿潤抵抗にからむ

平田博士と山本技師との聞に起きた大論争は前章で説明したとおりである。

常陸太田国有林での観測資料によると，伐採前の湿潤抵抗は2.17～2.67ミリ

メートル，伐採後の湿潤抵抗は2.34～2.63ミリメートノレで、ある。鳥取県智頭森

林測候所でも樹林渓谷と草地渓谷との流量比較試験が行われ，常陸太田国有林

の結果と同様な傾向がえられている。これらの試験結果を根拠に，流域が森林

である場合の方が小雨でも早く増水がおこり，夏季の干天続きの期間は流量の

減るのをおさえていると，平田博士は評価した。

森林地の方は湿潤抵抗が小さいといっても，その効果を流量で表すと，最大

の値でも001ミリメートル程度のものである。この程度の優劣を取り上げたと

ころで，潟水時の用水確保には全然役に立たないし，森林の効用も大したこと

はないことを証明しているようなものである。

表11の資料は， 1907年（明治40年）から1919年（大正 8年）の間，常陸太田

試験地で観測された流量資料の中から，毎回の降雨量と流出量とを雨量階級別

に整理したものである。この表で，森林期間は1907年～1914年の 8年間，伐採

後とは1916年から1919年の 4年間のことである。試験地の流域面積は15.67へ



74 

表 11 降｜中j増水量の比較

雨量範凶 （皿皿） ｜地床状態 観測回数 ー｜’均雨量 （皿）増水期間 l時l 流出ネ 1%)世採措置l州

1.0～ 9.9 21 6.53 14.7 1.88 1 

伐採後 12 7.05 29.1 2.87 1.53 

10.0～ 19.9 森林 ｜ 18 14.06 34.2 3.30 1 

伐採後 13 15.13 59.7 6AS 1.97 

20.0～ 29.9 森林 6 23.33 58.S 8.-12 1 

伐採後 8 23.10 66.9 13.75 1.61 

クタ ール，海抜高の範囲は327～380メートル，森林状態は，面積の 3割はスギ

及びヒノキを主とする針葉樹林，残余の 7割は広葉樹林である。

毎回の降雨で水位が上昇して最高に達し，それから下降して増水直前の水位

に戻るまでを増水期間とし，その期間の流出率を森林の伐採前後について比較

すると，表11のよう である。

雨量30ミリメ ートル以上の観測l資料は少ないので除外し 30ミリメートル以

下について見ると，増水量の雨量に対する流出率は，伐採後の方は常に伐採前

より大きく， l倍半から 2倍となっている。 流出量の差でくらべると， 一降雨

量が10ミリメートル以下の雨では008ミリメート ル， 10～19.9ミリメートルの

雨では0.52ミリメ ートル，20～29.9ミリメ ートルの雨では1.22ミリメートルで

ある。

このよ うに，毎回の降雨量と流出率との関係を調べると，流出率は伐採後の

方が常に伐採前より大きくなっている。この結果と森林の湿潤抵抗の優位性と

の聞には何のつながりもない。

雨の降り始めの増水は河川の水面とか河岸や岩場などの硬い地面に降った雨

が流出したもので，流域全体から流出した雨による増水ではなし、。この状態の

湿潤抵抗の大小を比較しその差異を根拠に， 森林には水源酒養と治水機能と

の両作用を備えた妙趣があるとし寸評価は，どう見ても手前味噌のように思わ

れる。森林にはすく内れた機能があるはずだ，なければならないとの思いこみに

よる評価のように思われる。

4. 林地からの降水流出

1) 融雪期の流出成分
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林地土壌は透水性が良好とか浸透能が大きいといっても， 地中に浸透した雨

水がすべて深層の地下水となるわけではない。地下水となって徐々に流出する

かしないかは， 土壌層の下方に存在する地質・ 構造に大きく支配されるもので

ある。 一般的にいうと，わが国で地下水流出の豊富なところは石灰岩山地，溶

岩山地と高山地帯である。新第三紀の堆積岩層からなる低山山地などの渓川は，

地下水よ りの流出量の乏しいところである。

大雨や融雪の時，山地では斜面下部や凹地の至るところから雨水が噴き出し

ているし，林道切取り のり面からも雨水が噴き出している。 このよう な実態を

みると，浸透した雨水はより透水性の大きな表土層を通って河道に流出してい

ることがわかる。この種の流出は中間流出あるいは地表下流出と呼ばれている

もので，融雪及び豪雨時の主要な流出成分であると言われてきた。これを検証

するため， 札幌市郊外羊が丘実験林内で融雪期と豪雨時の出水調査がおこなわ

れた。その結果を以下に紹介する。

調査地は約5.1ヘクタールの広葉樹林地である。この林内の表土層の貯水状

況を知るために，深さ 1.4メートル前後の浅井戸が尾恨部に 3基，ゆるい斜面

上に 6基，凹地線上に 7基と各線上に設置され，浅層地下水位が観察された。

調査林地から流出する地表及び中間流出の観測は，調査区域の最低周縁を横断

する延長423メートルの U字型側溝を利用して集水し 側溝の最下端にもうけ

たV型鋭縁量水堰で測定した。 融雪水量は雪中に埋めた融雪ラ イシメーター

による測定値である。

図 lは1981（昭和56）年4月の融雪期の流量曲線から選び出した流量の日変

化の推移を示す。この図に見られるように，流量の日変化の大きさと形状は融

雪の初期から最盛期に向かつて増大，明瞭となり，最盛期を過ぎると急速に減

少，消失する。流量の日最小値は融雪期の初期から最盛期に向かつて増加し，

最盛期にほぼ一定の最大値とな り，最盛期を過ぎる と急速に減少する。

図2は1981年 4月の融雪最盛日に観測した流量，融雪水量及び浅層地下水位

の日変化を示す。図 2に示す G- 1～ c-3, c-5～ Gー7の6本の浅井戸

は林内の凹地線上に設置されたものである。 G一1は最低所に，G-7は最高

所に配置された浅井戸である。 G- 1～G一7の水平距離は約153メートル，

その高距は約16.3メートルで、ある。

1981年 4月の融雪最盛期，尾根部の各浅井戸はどれも空の状態であった。斜

面上の浅井戸群では，最下部の浅井戸だけは地面下23センチメートルまで水位
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図2 融雪最盛日の流量，融雪水量及び地下水位

の日変化

の上昇がみられたが，その他は空の状態か，井底すれすれの水位であった。し

かし凹地線上のすべての浅井戸では水位が高く上昇しその日変化が観察さ

れた。

図2に示した 4月22～23日の融雪状況は午前 7時頃から始まり，その最盛時

聞は 9～16時，それ以降は翌朝まで、減少をたどる。23日の 1時間融雪水量の最

大は4.00ミリメートル，日融雪水量は約28.4ミリメ ートルである。流量の日変

化は， 9時頃よ り増水して15時前後に最大となり，それ以降は翌朝に向かつて

漸減の経過をたどる。

集水面積の大きさの関係で，浅井戸の水位は低所にあるものほど高く上昇し，

高所にあるものは低いとい う傾向がある。特に， G- 1とG-2の水位は地表

付近まで上昇しこの付近から地下水があふれで地表流が起きてし、る。 地下水

位の日変化は高所にある浅井戸ほど著しく，低所のものは小さいという傾向が
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ある。各浅井戸に見られる地下水位の出現及びその日変化は，表土層にも貯水

作用が（動いていることを示す証拠である。

一方， ー融雪期の流量の日変化は図 1に示すような推移をたどるが，最盛期

には数日間にわたり，図 2に示すような最低流量をベースとする正弦カーブ状

の等大の日変化が現れる。この状態の日変化は，日中に融けた雪水量は翌朝 9

時噴までに全部流出し，流域貯水量，融雪水量及び流量との聞に平衡状態が現

れることを示している。この事実より，融雪最盛期には流域表層部が十分に飽

和した状態に達していることもわかる。

融雪最盛期を過ぎると，日流量は急減してその振幅は消失する。量水堰の流

水が止ま ったのは 5月 2日で，この日の観測で地下水位を観察できたのは凹地

線上の G一lだけであった。その他の浅井戸は水位が消失し，空の状態であっ

fこ。

以上に述べた融雪期の流量及び浅井戸水位の日変化と両者の関係などを考え

ると，融雪期の流量は表層貯水量から流出する中間流出が主要な流出成分で，

この中間流出から林地土壌層の貯水作用を確認することができる。しかし，中

間流出及び浅井戸地下水位は融雪最盛期より約10日後に消失しているので，林

地土壌層の貯水期聞はそう長く続くものではないことがわかる。

なお，融雪最盛期の日最小流量の大きさは， 1平方キロメート ルあたりの毎

秒流量を立方メートルで、表した比流量で表すと， 012程度である。これを日流

量に換算すると，約10ミリメートル程度で、ある。参考のために，積雪地方にあ

る国立林業試験場所属の宝川，山形両試験地の流量資料を検討すると，融雪最

盛期の日最小流量の比流量は0.1～0.2程度である。この程度の流量になると，

河川流量の大部分は地表層付近からの中間流出で占められ，当日の融雪水量は

24時間以内に流出してしまうようである。

2) 豪雨時の雨水流出

1981年 8月 3～6日にかけて，上述の調査林地に一降雨量が323.5ミリメー

トルとしづ豪雨が降った。この豪雨時に調査した浅井戸の地下水位について説

明すると， 4日17時までの積算雨量は86ミリメ ートル，この時に観測された地

下水位は浅井戸 G 1だけで，その水位は地表面下119.9センチメートルの深

さであった。その他の浅井戸はすべて空の状態であった。 5日11時までの積算

雨量は258ミリメートルで，この時には凹地線上の浅井戸ばかりでなく，融雪
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期には空の状態であった尾根部と斜面上の浅井戸にも地下水位が現れた。

この豪雨中の最高水位を融雪期の最高水位と比較すると，G-1, G-2の

水位はほぼ同様， G-3, G-5～G一7の水位ははるかに高く上昇し，高所

に位置する G 6とG 7の最高水位は融雪期の最高水位より 60, 81センチ

メートルも高く 上昇した。そして， G 3以下の低地は表土層が飽水状態とな

り， 地表流出の区域は上方に広がった。

土砂の流入のため自記水位計の記録は取れなかったので，この豪雨時の最大

ピーク流量は不明であるが， 5日11時の実測毎秒流量は90.8リットル，この比

流量は約1.8である。この実浪lj値より推定すると，豪雨時の最大流量は，融雪

期の最大流量とは比較にならないほどの大きなものであった。量水堰からの流

れは 8月20日に止まった。豪雨後も 3回，合計123ミリメートルの雨が降った

ので正確なことはわからないが，この豪雨によ る中間流出の期聞は，過大に見

ても 2週間程度である。

以上に述べた融雪期及び豪雨時の調査によると，当然、のことではあるが，斜

面下部や谷底線沿いの土層は雨水の一時貯留場所となり，出水の主成分である

中間流出源となっている。この他に，雨水の流出個所として目につくところは，

林道の切取りのり面，林内の坂道路面，平坦地のU字型歩道の切取りのり面

などである。車道ゃある種の歩道は，人工的な中間流出の場所となり，人工流

路としての役割をしている。

5. 「ミドリのダム」の貯水機能

1) 「ミドリのダム」と人工タムとの違い

雨水を貯え，徐々に放水する森林土壌の機能に着目した人々の中には，森林

をたとえて 「ミドリのダム」という人がし、る。このたとえ言葉が世間に受けて，

「ミト舟リのダム」があれば自然破壊をもたらすようなダムはいらない，洪水防

止と水資源緬養にも っと森林を育てようとの声が広がってし、る。

森林では降水を地表全体に受けて表地層に薄く貯めるが，重力水分の排水は

自然、作用による。ダムは自然河水の流量調節のため， あるものは有効水位を高

めるために作られた人工の貯水施設で，それよ りの放水量は人為操作による。

流量調節を目的とするダムは，森林流域の機能を補完するためにもうけられた

施設ともいえる。貯水能力があるという点では多少似ているが，森林とダ、ムと

の機能には以上のような違いがあり，両者は本質的に似て非なるものである。
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ダム年鑑（平成10年度）によると， ダム（溜池，貯水池等を含む）には洪水

調節， 電力，農業用水，工業用水，上水道用水等の個別目的のものと，多目的

のものとがある。そして，農用ダムだけでも，その数は2,400余に達し，全数

のおよそ63%は敗戦後に建設されたものである。ダム年鑑中の農用タムには堤

高15メートル以下の貯水池は含まれなし、。このような小規模のものを含めると，

全国の山聞に存在する農用ダムの数は50,000基に達すると言われている。この

ように多数の農用ダムが作られてきた背景には，「ミドリのダム」だけでは農

用水量を供給できないとし、う現実があったと思われる。

この50余年は電力開発をはじめとし莫大な洪水量の調節と増大する水需要

量の確保という名目のもと，河川という河川には大－小規模のダムが多数建造

されてきた。その影響が河海水域の環境破壊におよび，顕著となってきた。そ

の反省から「ミド リのダム」としづ言葉が生まれ，この言葉には大量生産－浪

費社会に対する深い反省が秘められているように思われる。しかし往々にし

てたとえ語には誇張の一面があり， 「ミ ドリのダム」だけで河水問題がすべて

解決できるのか，その辺の数量的説明はあいまいにされ，心情的傾向に流れて

いる。その点に留意し森林と人工夕、、ムとの聞の類似したところと異なるとこ

ろとをよく理解し，相互補完的な利用法を追求することが大事と思われる。

2) 流域の排水流路及び流出斜面の長さ

地面に達した降水は地中に浸入するものと，地表を流れるものとに分かれる。

地中に浸透した雨水は土湿不足を満たし，余りの水分は土壌層内を移動して最

寄りの流路に入る。 地中に浸入しきれない降水の部分は地表を流れて最寄りの

流路に入る。地表流となって流路に入る降水分を地表流出分とし、う。

また，地中に浸入した降水のうち，浅い地層内を通って最寄りの流路に流出

する降水分を中間流出， あるいは地表下流出と呼んでいる。 地表及び中間の両

流出成分は洪水流量の大部分を占めている。これらの両流出分を河川工学の方

では直接流出分と呼んでいる。表土層よりもっと深い地層をゆっくり流れて河

川に流出する水分を地下水流出とL、う。火山噴出物の厚く堆積した溶岩台地や

石灰岩山地には地下水流出の豊富なところが多い。

森林の貯水機能は地面に落ちた降水が最寄りの流路に入るまでの流出過程で

発揮される機能である。この機能に関与する主要因子は流出斜面の傾斜度や長

さ，表層土の厚さとその物理性質，地表状態などである。



80 

侵食作用の進んだ山地は尾根と谷，斜面の地形要素からなる。谷は土地の低

みの部分で，この小さなものは沢と呼ばれている。谷や沢の中央部には，斜面

から流出した降水の排水路が通じている。この排水路は流路，河道とか河川と

呼ばれている。

上流部に在る流路には常時水が流れているものと，降雨または融雪の時に

限って水が流れ，普通は澗れているものとがある。流水の澗れる谷や沢は澗れ

谷，澗れ沢と呼ばれている。

平坦丘陵林地を皆伐して造成した，約1,400ヘクタールの草地牧場（北海道

豊富）での現地調査によ ると， 最上流の澗れ沢状の流路には， 細長い溝状断面

の頭部が斜面の分水界に到達したものと，浅い谷底の中途に止ま ってL、るもの

とがある。中途にとどま っている溝状流路の頭部は階段状となり，その上方は

凹底線上が流路の役割を果たしている。

この調査から，最上流の流路には水侵によって縦横断形状の顕在化した流路

と単なる団地線上の流路とがあり，どちらの場合も，排水流路の先端は等高線

上の凹部上端まで伸びていることを確認した。要するに，地形上の低みのと こ

ろは地表流の流路であることを確認した。

草地牧場区の流路構成は樹枝状水系をしているので，各流路にホ一ト ン法に

よる次数を与えて流路構成の次数解析を行った。この場合，最上流の潜状流路

を l次流路，その上方に潜在する凹地筋の流路を 0次流路と定義すると， 0次

と1次の流路長合計は区内総流路延長48.3キロメート ルの約66%を占めてい

る。

単位面積あたりの流路長を流路長密度 （本文では lヘクタ ールあたりの流路

長）と定義すると，流路長密度は約34.5メートルとなる。これより求めた流出

斜面の平均水平長は約145メートルとなる。この数値は早壮年期の緩傾斜丘陵

地の一例であるが，かなり長い流出斜面である。

北海道南部の第三系地質の低山山地，約918ヘクタールの森林区域について，

5,000分の lの地形図及び空中写真を用いて流路を調査した。この区域の流路

構成は 1～ 4次数，全流路長は約62.4キロメートル，流路長密度は約68メート

ルである。流出斜面の平均水平長は約74メートルとなる。1次流路長の全流路

長に対する比率は約55%, 1次と 2次との流路長の全流路長に対する比率は約

78%となる。 l次流路数の全流路数に対する比率は約75%, I次と 2次との流

路数の全流路数に対する比率は約91%である。沙流川上流の高山区域，約
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42 ,058ヘクタールの森林地を対象に， 5,000分の lの地貌図と空中写真とを用

いた流路解析によると，流路の最高次数は 7次で樹枝状構成，流路総延長は

2,021キロメートノレ，流路長密度は部分的に見ると約25～80メートル，全流域

平均では約48メートルで、ある。これより求めた流出斜面の平均水平長は約104

メートルとなる。

国立林業試験場山形試験地の 1, 2号沢について現地及び地形図での調査に

よると， l号沢（3.04ヘクタール）の流路は 3筋のくぼ地とこれらの合流する

沢筋とから成り，流路延長は約409メートル，流路長密度は約135メートルであ

る。 2号沢（2.48ヘクタール）の流路は 4筋のくぼ地とくぼ地の合流する沢筋

とからなり，流路延長は約440メートル，流路長密度は約177メートルである。

流路延長と流域面積とから計算すると，流出斜面の平均水平長は 1号沢は約

37メートル， 2号沢は約28メートルで、ある。地形図上での流出斜面の最長水平

長を測ると， l号沢は約70メートル， 2号沢は約67メートルで、ある。 1, 2号沢

流域は侵食階程の進んだ急斜面から成る狭細な沢で，これらの流域の流出経路

の平均水平長は，豊富草地牧場と比べるとかなり短い値を示している。

森林の貯水機能の舞台である流出斜面の長さを求めるために，現地調査から

得た知識をもとに先端流路の範囲を定めた。その上で，空中写真と地形図とを

併用して 5つの調査流域内の流路長密度を求め，これより流出斜面の平均水平

長を推定した。このような調査によると，流路長密度の範囲は約34.5～177メー

トルて、あった。流出斜面の平均水平長は調査地域によって異なり，緩傾斜丘陵

流域は約145メートル，侵食過程の進行した低山山地は約28メートルと37メー

トル，高山山地は約104メートル，第三系地質の低山山地は約74メートルとい

う概数値を得た。これらの数値については今後の実態研究が必要と思われる。

3) 裸地及び森林の地表流出

a 裸地斜面の地表流出

耕地などの裸地斜面での調査報告によると，斜面上方には雨裂侵食が狭い間

隔で密に発生する。これらの雨裂は流下途中で集合して細溝を形成する。また，

微細な火山噴出物の積もった裸地斜面で、の観察によると，傾斜度が約 60以下

の緩斜面では雨裂侵食は発生しない。それ以上の急斜面では雨裂侵食が発生す

る。ただし枝や枯れ草などの伺らかの障害物が地表面に散在していると，急

斜面でも雨裂侵食は発生しない。障害物は微小ダムとなって雨水流の集中化及
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び地表侵食とを阻止し微細な階段状地形を作る。

雨裂とか細溝の侵食跡地から裸地面での雨水の流れの状態を知ることができ

る。地面に到達した雨水の地表流下は，初めは水の薄い膜または層の流れとし

て起こる。この流れは狭細な溝状流れに加わり， 最後には近くの流路に流入す

る。裸地の地表流には面状と開渠状との 2種の流れがあり，流水力学的には層

流と乱流との 2種の流れとなる。

b 森林斜面の地表流出

森林地と言っても，その内容は多種多様ではあるが， A。層と成層土壌から

成る森林斜面では，耕地などに発生しているような雨裂や細溝の流跡は見られ

ない。流水の粗度係数に関する実験による と，落葉堆積量の多少により異なる

が， 堆積量が lヘクタールあたり 10トンから30トンの場合の粗度係数値は裸地

の数倍から十数倍となり，流速は十数分の lとなる。

この実験が示すように，森林斜面上では地表流が発生しでも，その流速は著

しく減速される。また，地表面は落葉層や腐食層で保護されている。このため，

森林斜面では地表流が起きても雨裂や細溝などの侵食は全く閉止されている。

しかし林地でも切り通し斜面の孔隙とか斜面脚部や側溝面からの参出水は

普通に見られる現象である。融雪期や強雨時， 斜面下部と地形的凹地には浅層

地下水位が出現して地表流の水源となる。ある小流域の流量曲線によると， 一

時間流量が約0.3ミリメートル程度に達すると，前日の融雪水量が翌日の 9時

までに全部流出し，日単位では貯水効果がゼロとなる。

後述するように，降雨や融雪が中止，終止して地表面流は消滅しても，斜面

士層から水の湧出は止まない。これらの事実は，雨水の一部に土層内を通過す

る流出成分が存在することを示している。

森林内の地床面は落枝葉及びその腐朽層で被覆されており，野草やササが生

えているので，水理学的粗度の大きな性質を持っている。地表面下には孔隙が

多くて透水性の大きな表層， 下層の土壌層が存在し表層土の透水性が最も高

く，次いで下層土，基層土の順に透水性が低下してし、る。場所によっては， 土

壌層内には生物や根系の作った大小の孔隙が表土層と下士層，基層土の聞を連

絡し，パイプ状流れとなって雨水の排水に一役を担っていることも知られてい

る。

表土層は孔隙が多くて透水性が良く，その下方に存在する基岩とは比較でき

ないほどの差異がある。地中に侵入した雨水は抵抗の少ない地表面上あるいは
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表土層等を経て最寄りの流路に入ることは当然の理である。これを例えると，

Ao及び表士層はカヤ屋根に似た流出機能を果たしている。

森林の地表付近の構造は以上のよ うになっているので，雨水とか融雪水の河

道への流出は落枝葉層の表面とかその空隙を流れる地表流と粗孔隙に富む表土

層内の流れとが主となる。降雨が止み， あるいは融雪が終了して数日以後の流

量は， 岩石の風化物に保持されている水分と，土と母岩との中間物から成る基

層士に保持されている水分から補給される。

4) 小流域の貯水機能

a ある集中強雨時の出水状況

森林は「ミドリの夕、ム」であるとし、う言葉が流行している。「ミドリのダム」

とはどのような機能をも ったダムなのか，1975（昭和50）年8月5～ 6日に山

形県真室川地方に起きた強雨出水を事例に説明する。この強雨は24時間最大雨

量が262.0ミリメートル， 1時間最大雨量が58.5ミリメートルという激しい集

中強雨であった。この時に発生した多数の山崩れや土石流，河川の氾濫や堤防

の欠壊などにより，人命及び各種施設に多大の災害をもたらした。

この強雨区域内に国立林業試験場山形試験地があり， 3つの試験流域で量水

観測が行われていた。本文では同試験地 3号沢の出水状況を説明する。 3号沢

は流域面積が1.53ヘクタール，高度範囲は170～245メートル，傾斜度は35°.

流路延長は約143メートル， 林地斜面の平均水平長は53メートルとし、う小流域

である。

ある地点の洪水流量は上流域の降雨条件の外に，雨水の集中時間に関係する

流域形状とか面積の大きさなどに大きく影響される。それで，森林流域の貯水

機能を明らかにするには，河道の長さの影響が少なくて斜面部分から成る森林

小流域が望ま しい。この点から考えると，3号沢は調査目的にかなり適した森

林小流域である。

3号沢量水堰及び同試験地露場とで観測された流量 ・雨量資料を整理し，集

中強雨時の降雨－出水状況及び推定流域貯水量を示すと表12のとおりである。

この表には 1時間ごとの雨量 （r）と有効雨量（r，） 及びそれらの積算量，

流量とその積算量，各 1時間の終わりの流域貯水量 （So）が記載されている。

有効雨量とは河水流出分となった雨量のこ とで， 1時間ごとの有効雨量は一定

の計算法から求めた推定値で、ある。雨量及び有効雨量は流域平均の雨量（mm
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表 12 一強雨期間の毎 1時間の雨量，流量及びそれらの積算値等

一強雨期間 1時間雨量 積算雨量 l時間有効雨量 積算有効雨量 1時間流量 積算流量 流域貯水量

（日時） (mm/hr) （皿） (mm/hr) (mm) （凹／hr) （凹） （皿）

5日20～21 1.5 1.5 0.00 0.00 。∞ 0.00 0.00 

21～22 。。 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22～23 。。 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23～24 。。 1.5 0.00 0.00 。∞ 0.00 0.00 

6日∞～01 1.0 2.5 0.00 0.00 0.03 0.00 O.D3 

OJ～02 12.5 15.0 0.95 0.95 0.10 0.13 0.82 

02～03 9.5 24.5 2.46 3.41 0.45 0.58 2.83 

03～04 12.0 36.5 4.85 8.26 1.53 2.11 6.15 

04～05 4.0 40.5 1.98 10.23 1.16 3.27 6.97 

05～06 2.0 42.5 1.05 11.28 0.73 4.00 7.28 

06～07 30.0 72.5 19.55 30.84 10.33 14.33 16.51 

07～08 58.5 131.0 49.87 80.70 28.01 42.34 38.36 

08～09 8.0 139.0 7.43 88.14 20.83 63.17 24.97 

09～10 4.5 143.5 4.22 92.36 10.80 73.97 18.39 

10～II 31.0 174.5 29.64 121.99 20.58 94.55 27.44 

I l～12 26.0 200.5 25.36 147.36 23.15 I 17.70 29.66 

12～13 47.5 248.5 46.94 194.29 19.08 136.78 57.51 

13～14 5.0 253.0 4.97 199.26 24.95 161.73 37.53 

14～15 253.0 199.26 9.97 171.70 27.56 

15～16 253.0 199.26 5.24 176.94 22.32 

単位）のこと，流量とは流域面積で除して求めた流域平均の水高 （mm単位）

であらわした値で、ある。

計算の単位時聞を 1時間とすると，各 1時間の終わりの時点の流域貯水量

(S。）はそれまでの積算有効降雨量から積算流量を差しヲ＇＼，、た残量で、ある。こ

のSoは次の 1時間の初期流域貯水量でもある。また，各 1時間の流域貯水量

(S）とは，その 1時間に降った有効雨量と初期流域貯水量との合計量（So+ 

re）で，流域平均の水高であらわした値で、ある。

増水期間の総流量は216.2ミリメートル，これに関係した総降雨量は270.0ミ

リメートル，これより損失雨量の推定値は54.8ミリメートルとなる。この強雨

には 2つのピークがあり，これに応じて流量にも 2つのピークがある。この強

雨中の 1時間最大雨量は58.5ミリメートルて、ある。これに対する 1時間流量は

28.0ミリメートル，同流出率は0.48, 1時間有効雨量の推定値は約49.9ミリメー
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トル，これに対する 1時間流出率は0.56である。

次に，強雨期間の雨量，有効降雨量，流量の各積算値及び流域貯水量の時間

経過を示すと図 3のようである。この強雨では，積算雨量が約43ミリメートル，

積算有効雨量で約11ミリメートル前後から積算流量の増加が始まっている。流

域貯水量は 2つの降雨ピークに応じて増減しその最高値はおよそ58ミリメー

トルて、あるが，全体として平滑な傾向を示している。降雨終止時までの総降雨

量は253.0ミリメートル，総流量は約161.7ミリメートル，降雨終止時の流域貯

水量の推定値は37.5ミリメートルで，すでに流域貯水量の4.3倍もの水量が流

去している。これより，降雨量の流出速度はかなり速いものであることがわか

る。

b 小流域の貯留関数

河川工学の出水解析法には雨水流法と貯留関数法とがある。貯留関数法では

s = KQPまたは Q = kSP (K = 1/k, P = 1/p）とし、う関数が採用されている。

永井・角屋の研究によると， Pの値は斜面上を流下する雨水流の流速をマンニ

ング型公式で表した時の定数， 3/5と同等である。藤田はマンニング型雨水流

を基本とする貯留関数を岡山・南谷流域（22.6ha）の出水資料に適用し，式

(1）の貯留関数を得ている。
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Q = k 5s1J 、3ノl
 

〆
t

、、

式（1）で， Qは 1時間流量（mm/hr),Sは流域貯水量 （mm), kは定数で 1

時間単位の計算値は0.0197である。

次に，表12の資料中，降雨期間の流域貯水量（S）と 1時間流量 CQ)との

関係を示すと，図 4のようになる。

図4に示した SとQとの指数型実験式を求めると，式 （2）のように表され

る。

Q = 0.0684 S＇引 (2) 

式 （2）の Sの指数値及び係数値について， 1単位時聞を30,60及びl20分

の3種について試算すると， Sの指数値は1.465～1.421の範囲で，その変化の

範囲は小さい。 Sの係数値は00468～0.0933と変化し， 1単位時間の長さに比

例して大きくなる傾向がある。

先に述べたように，融雪期や強雨時の現地観察によると，森林地では地表及

び中間の両流出成分，河川工学でいう直接流出分が出水流量の大部分を占めて

いる。式（！）によると，降雨時の流出成分はマンニング型地表流で代表され

る地表流出分である。この数式には土層内経由の地表下流出または中間流出，
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言い換えるとダルシー型の浸透水流出は含まれていないので，斜面流出の実態

を完全に表現したものとは思われない。

しかし式（2）の実験式中の指数値は1.434で，この値は p= 5/3に近い値

である。これと近似した指数値は岡山・北谷や山形.2号沢の出水解析でも得

られている。地表流出や中間流出は降雨の量と強度よって変化してくるので，

貯留関数の単純な理論化には多少の無理があると思われる。しかし式（1)

と式（2）及びその他の流域の解析結果は，斜面土層が飽水した時の降雨流出

は，水理学的には地表流として処理できるような流出成分が大部分を占めてい

ることを示唆している。

式（2）を用いて流量，有効雨量及び初期流域貯水量の 3因子をふくむ 3号

沢流域の貯水機能図を作成しこれを図 5に示す。ただしこの図は，説明の

便宜上，観測資料の範囲を越えて作図されており， 3号沢の流域貯水容量は不

明なので，その図示は省略されている。このような前提で作図された図 5によ

ると，森林小流域の貯水機能には次のような特徴が認められる。

①流量はその時々の流域貯水量（初期流域貯水量と有効雨量との和）に比
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図5 3号沢の流域貯水機能図
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例して増減する。

②初期流域貯水量と有効雨量との条件により，流量と有効雨量との関係は

Q <reの貯水域， Q=reの平衡域， Q>reの減水域とに分かれる。

貯留関数式によると， 1時間流量は， 1時間降雨量の大きさばかりでなく，

その直前の流域貯水量の大きさとも密接に関係している。試算によると，初期

流域貯水量の大きさにもよるが，一定強度の降雨が 2～4時間降り続くと， 1 

時間流出率は0.9から1.0に近い値となるようである。

5章で問題となった流域貯水機能の限界を越えるということは，二様に解釈

される。ひとつは当該流域の貯水容量を越えるような豪雨が降る場合，もうひ

とつは 1時間最大雨量に対する流出率が1.0に近い値となる場合である。後者

の場合は当該流域の貯水容量がかなり大きい場合でも，降雨条件次第で起こり

得る。

c 一増水期間の日降雨量と日増水量

図6は，この強雨の増水期間の日降雨量と日増水量とを示したものである。

この図から明らかなように，増水量の92%は強雨期間とその直後のわずか 2日

間で流出している。これを見ると，起伏の浅L、小流域では晴天中の流域貯水量

は一方的な流出によって減少するだけで， 渇水流量を高めるほどの持続効果は

期待できない。渇水流量の持続効果は地表の森林ではな く，地表下の岩石層の
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種類と構造とに深く関係していることを示している。

5) 森林流域の貯水容量

森林には150ミリメートルもの降水を貯え，これを徐々に放水する機能があ

ると言われるが，この場合の150ミリメートルとは，森林土壌には150ミリメー

トル程度の重力水の貯水容量があるということである。人工のダムについてい

うと，最大貯水量または総貯水容量のことである。

ダムの貯水機能は，その時々の貯水量と水門との共同作用により発揮される。

ダムの貯水容量を越えた時，ダムの貯水機能は役に立たなくなる。森林流域の

貯水機能も人工ダムの作用と同様に，森林流域の貯水容量と排水能力との兼ね

合いで発揮される。森林流域の貯水容量が大きいことは望ましいが，この大小

だけで森林流域の貯水機能の大小は判定できない。

森林流域の貯水容量を一概に決めることはできないが， 土壌調査資料から求

めた概数値は90ミリメートル程度で，これは水平に置いた場合の土壌層の重力

水容量である。斜面の確かな数値は分からないが，式（2）から考えると， 2

号沢の流域平均の貯水容量は50～60ミリメートル程度で，これに強雨が降ると

斜面崩壊が起きるようである。

洪水は山地が十分に飽水した後の強雨で、起こると言われてきたが，融雪出水

や強雨の際に， 山地の至る所で発生している地表流出と中間流出がこれを実証

している。山地全体が飽水しているかどうかは不詳であるが，部分的な飽水が

起きていることはたしかである。この状態に達すると，流域貯水量と流出量と

の聞にはマンニング型雨水流を基本とする貯留関数が成り立つように思われ

る。

ダムと比較して，「ミドリのダム」の優れていることを主張する人もいるが，

流域平均の水高で表した有効貯水容量で‘比較すると，多くのダムは森林土壌の

貯水容量の数倍もある。これよりダムの方がすぐれているとか，洪水・利水上，

ダムは最善の対策であると，ダムの効用を賞賛するつもりはないが，本来，両

者は相互補完的な関係のものである。ダムには河水流量の人為コントロールが

できる排水門が付設されているので，これが正しく操作されれば，洪水流量及

び低水流量の調節はかなり実現されるはずである。ただし夕、ムの建設及び管

理には，河海水域の生態及び自然環境の破壊をもたらしている面があり，この

方面は早急に改善しなければならない。
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6. 究極の効果

河水資源はその流域上に降った降水量と大気中に戻る降水量との差で，河川

へ流出する有効降水量と言うことになる。 有効降水量を増やすには，降水量そ

のものを増やす方法と，大気中にもどる降水分を減らしその減らした水分を

河水資源として利用する方法とが考えられる。明治時代までは森林の増雨作用

を信じて水源緬養林の造成に励んだところもあったようである。

岡山県南部の小雨地帯では，水不足に苦労した農民は柴・草山を仕立て，年

に数回の刈り払いをして蒸発量を抑制し 有効雨量を増やして水不足に対処し

たとし、う。資金や地形上から大きな貯水池を作るこ との難しい時代に，柴・草

山の経営は次善の策として，合理的な方法であったと思われる。

有効降水量の増加方法は，流域上の地被植生をコントロールする問題である。

しかし旺盛な自然樹草の茂みをコントロールすることは容易ではないし，広

L、森林に多少の林業的施業をほどこしても，実用的な効果はあまり期待できな

し、。このような理由によるものかどうかは分からないが，これまでの保安林施

業を見ると，林業方面には有効降水量を増やして河水資源を増やそうとの意図

と努力はみられない。最近では森林の水源酒養機能とは，林地土壌の大きな貯

水容量にあると漠然、と考えられている節がある。貯水容量は貯水機能に関与す

るー要因ではあるが，貯水機能そのものではない。また，河水総量の増加とは

全く関係のない話である。

融雪期や豪雨時に観察した林地表土層の貯水状態、とか豪雨出水の資料から求

めた貯留関数によると，林地の貯水機能，あるいは 「ミドリのダム」 の効果は

ある程度まで期待できる。しかしながら，流域表面が膨軟な土壌層と樹木でお

おわれた「ミドリのダム」とは，水理学的に考えると， 人為操作の加わらない

常に聞いた水門を持った比較的浅い貯水池またはダムのようなものである。

この種のダムからの流量はその時々の貯水量に比例して流出しているので，

降雨条件に大きく左右される。中程度以下の強さの雨が適当な間隔で降るとい

う条件のもとで，「ミドリの夕、ム」の調節機能はかなり有効に働く。しかし

長い晴天が続くと空の状態に向かうので，「ミドリのダム」に渇水流量を高め

るような持続的調節効果は期待できない。

また，流量は流域貯水量に比例して増大するので，長雨の後に強雨が数時間

も降り続いて流域貯水量が異常に高まり，流量が危険な洪水流量に達しでも，
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これを制御する能力はまったくない。流域の貯水容量を越えるような降雨の場

合はもちろんのことである。したがって，林地の貯水機能により洪水量の多少

の軽減効果は期待できるかもしれないが，異常強雨のもとでの洪水量の効果的

軽減，それによる水災害の防止は期待できない。

異常渇水や強雨洪水は自然現象の極端なもので，その極端の程度は地震の場

合とおなじ性格のものである。地震にも強さのランクがあるように，渇水や洪

水の素因である日照りや強雨にも激しさのランクがある。この激しさのランク

が高まるほど森林の貯水機能の効用は相対的に低くなり，異常な潟水や洪水に

対する実用対策とはならない。治水対策上，森林の水源滴養機能の効果は過大

評価される傾向にあるが，これは正確ではない。

以上を煎じつめて考えると，流域上の地被植生の究極の効用は表土の保護，

その結果としての土砂の流出抑止にあると思われる。流出土砂の抑制jや水質保

全に，流域上の地被植生が常に良好状態に保たれていることは大切である。し

かしそれだけでは異常渇水や強雨水害を軽減することは不可能で，貯水ダム

や河道整備，遊水池などの工法対策は欠かせないし，水害対策には避難及び災

害補償などの対策も必要不可欠のものである。

岡山試験地で、行われた森林の伐採前後の比較試験から明らかなように，河水

量を増やすための原理は，流威からの蒸発散量を抑制して有効降雨量の増加を

はかることである。流域からの蒸発散量は地被状態によ って異なり，同一樹種

の森林でも成長過程で異なるといわれている。広域流域の蒸発散量を抑制する

ことは容易でなく，多雨地域ではその必要もなし、かもしれない。しかし，絶対

確実とし、うわけにはゆかないが，蒸発制御法は少雨地方とか，小流域とか小さ

な島などに対しては，小規模の貯水池と組み合わせると，水資源の確保に有効

な対策となる。地下水資源の酒養にも有効な対策と思われる。

（元国立林業試験場北海道支場長－農学博士）
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