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中共における侵蝕と土壌保全

ジャン ・メシーヌ述＊

松尾兎洋抄訳

序

中共の国土面積は 950万平方キロで， これはヨ ーロッパ，もしくはアメリカ合衆国

とほぼ若手しいものである。 かかる大国にあっては，その土嬢， 気候といった自然条件

や住民の生活様式が多種多様に岐れていることはいうまでもない。筆者はフランス政

府の経済，技術使節団の 1員として1957年9月から10月にかけて 6週間， 中華人民共

和国に滞在したが，滞在期間が短く ， 同国の森林経済と土嬢保全についてはほんの概

観しか得られなかった。 したがって本論は同閣の造林，治山事業の担当官，農業担当

官，河川土木技術者から得た資料に基づいてまとめたものである。

中国の土壌保全の専門家の推定によると， 同国で荒廃現象がはっきりあらわれてい

るのは，全国土面積の6分の l，すなわち 160万平方キロ，または 1億 6,000万ヘク

タールといわれている。最も激しく侵蝕をうけているところ〔全部で約58万平方キロ〉

は，黄河流域，わけてもその大きく母曲したところでらる。そのつぎは揚子江流域

(16万平方キロ〉，ついで北京地方， すなわち黄河の湾曲した東北部の山岳地方の13万

平方キロの地帯と，准河の流域75,000平方キロでゐる。

中国における侵蝕は，その規模におい、て， 被害の程度において多種多様の様相を示

している。侵蝕の原因をなすものは第 1に気候的因子で，これは頻々と襲う激しい砂

塵嵐と，降霜と融霜の交互の襲来である。

侵蝕の第2の原因はいうまでもなく全土にわたる土地の起伏である。 いま中国の地

形を数字的に示す

と右表の如くにな
海抜高（m) Iパ ーセ γ ト

る。 平原，丘陵，低い山岳 500以 F 15 

地質学的にいえ 仁ド 位 の 高 地 500～1,000 20 
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わち， 砂岩，粘土，砂が丘陵にあらわれている〕が圧倒的に多いために侵蝕の進行は

激しい。堆石，氷河表層，河川篠，沖積層，そして最後にとくに黄土などの深い第四

紀層は果てしない侵蝕を起す原因となっている。

中国には気候的，地形的，地質的にあらゆる型の自然侵食hがあり，ある人はこれを

正常侵蝕と呼んでいる。 またこの他に人為によるもの，例えば皆伐，放牧，火入れ等

人聞の占拠によって悪化する荒廃，森林の乱伐の結果野渓となり土地は極度に荒れ，

時には土壌を全く喪失することすらある。中国にはと くにこの二つの型の侵蝕が多い。

黄河治岸一帯の平坦な台地をなす広大な土地， とくに北部と東北部にあたる沿岸地

帯，満州，内蒙古，甘粛地方のステップをなす平原， これらの地方は長い冬の間つね

に激しい風をうける。 このために，黄河や松花江の治岸には小さな支流や大陸的砂丘

が見られ， あるいは何百万ヘクタールにおよぶステップ地帯には全面的に表面侵蝕が

起り，土壌は失われ，肥沃度を喪失するのである。

いわゆる黄土に震われた土地は60万平方キロにおよび， 実に中国全土の16分の 1と

いう広漠たる面積である。 この黄土が侵蝕，洪水という深刻な事態を惹きおこす主因

をなすものであるが，右に述べた地方にはほとんど低地というものはなく，すべての

平原，丘陵，低い山地は恰も黄土に埋没されているといった方がよい位である。

黄土は風により堆積された第四紀層である。 この風蝕は何千年ものあいだっづき，

今日もなお昔ほど激しくはないが，依然として冬のある期間起っている。これがため

に，中央アジア，チベット， 蒙古のステップ地帯の砂漠から何十億 トンにもおよぶ砂

を運び去り， 河川の流域，低地平原に堆積して厚い大陸的沈澱層を形成し，農耕資源

の礎となる一方，侵蝕の因という大きな脅威ともなっているのである。

黄土とは貰灰色の泥棒で，その粒子t土砂（直径0.05ミリ以下〉より細かく， 粘土（直

径 0.005ミリ以上〉より大きく，往々流水によって滑らかにならない尖った岩石の破

片を含んで‘いることがある。 このことと，粒子の細かいことで生成の因子は風である

ことが立証される。 とはいえ，純粋の黄土はよく沖積土を交えていることがある。こ

れは東部の大平原地帯にわたってみられる現象で， この地方で‘は溢流水が激突し，黄

河の広荏たる低い流域に，厚い層をなして堆積する前に， 河川の泥棒と台地からの風

による泥浮とが混合して，こ こに中国の真の穀倉地帯をなしている。

空中からこの大穀倉地帯を眺めると，西は山脈を控え，北西は北京に通じ，黄土は

恰も深さ数十，あるいは数百mまでにも達する広大な湖水が海底を埋めるが如く，ま

た台地に接するところにはっきりした境界線を示す沖積土から成る果てしない海のご

とくに見えるのである。 しかし，今日ではこれは水流によって変形した黄土の堆積か

ら成っていることがわかった。

山岳地帯にあっては黄土は，総間の底を， また山岳の裾と中腹部を種々の厚さで覆

っている。時としては山全体を覆い， 等高線をゆるやかにし急峻な地形をならして



松尾：中共における侵蝕と土嬢保全 125 

いる。普通堆積土の厚さは大体50ないし60メートルであるが，時には 150ないし 200

メートノレにおよび最高 400メートノレに達する場合もある。 このような脆い物質の高い

累積こそは全く理想的な侵蝕の温床となるのである。

黄土層の基盤は砂であり，その上は撲となっている。 この！習の配列は堆積のl順位を

示している。 すなわち，最初に際，つぎに砂，そして最後に黄土となっている。

黄土は軟かく，孔隙質である。 またこれが塊となった場合は渉透性のある岩石のよ

うな働きをする。大気の力をうけると，賞土は粉砕し，垂直壁をもっ翁聞を作るが，

これは黄土が惨透性と同時に粘着性をもつためである。 したがって容易に巨人の階段

のような下降テラスを作る。 このような段畑は中国の黄土山岳地帯の典型的風景であ

る。

しかし不幸なことには，黄土はあまりに渉透性が高く， かつ気候は乾燥型である。

このような不利な自然条件をさらに悪化するのは農耕法である。すなわち，農民は無

知か無能カ這いずれかによって土壌を固める有機質， 窒素質の施用を全く行なわなかっ

た。 これがために土地は凝固することなく，微細な塵に分解してしまうのである。

黄土で形成される山地には野渓が生じ易い。テラスの垂直端を走る野渓は徐々に深

くなり，狭い谷を作り，ときには側壁が崩れ，土塊は落下し，濁流をなすこ ともある。

黄土の山はまた，地表流や風の作用によって肥沃な表土を喪う表問侵蝕を起してい

る。一般に侵蝕過程をつぎの如く分類している。

(a) 表面侵蝕

(b） 雨裂

(c）雨裂→野渓→ガリ｛

もし緩傾斜の場合は，黄土のなかにで、きた谷は川には直結せず，谷は端が多少扇形

をなしている溝のように見えるが，両岸は急峻な壁になっている。＊は排水口がない

ので下層土に吸収される。

このような谷や野渓は川に注ぐと否とを問わず，一般につぎのように変っていくも

のである。すなわち，両岸は垂直に崩壊して漸次後退し， 幅は広くなる。このように

して河床はほとんど手を加えずして底の平たい椀のような地形となる。中国人はこ こ

に作物を，しかも今まで瀧獄耕作した作物のうち最上のものを栽培している。彼らは

この迷惑至極の黄土地帯に少しもおどろくことなく，この「椀」のなかに決地を作り，

農村をつくっている。

さてつぎに急傾斜の場合には，野渓はもっと深いガリ ーへと移行し， 山腹全体を亥lj

みつけ，＊を下流へ押し流す。谷がすっかりでき上ってしまうと，作物の種子を蒔き

つけられるように幅を拡げるが， この場合，急峻なため階段をつくり，土盛りしたテ

ラスに蒔きつけることもある。

ガリーをうけた黄土地帯はならして再び耕地として利用している。 しかし侵蝕によ
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る障害は， 黄河によって搬ばれた図形物の量によってはっきりと測定することができ

る。今日まで報告されたところによると，毎年264,300万トンという一見信じ難い重

量に達している。 中国の河川工学の専門家の推定によると年平均 138,000万 トンとし

ているが， 一方セーヌ河がパリまで搬ぶ固形物の盆は年間わずかに60～70トンにすぎ

ない。

土砂流亡設は黄河全体に対し毎年毎平方キロにつき， 1,800 トンといわれている。

これを 745,000平方キロの流域地帯にあてはめてみると， これはもちろん世界記録で

ある。土砂流亡量も黄土地帯の真只中の黄河が湾出］する地方の支流にとくに多い。す

なわち，I胃河は 5,800トン，襟河は 7,190トンである。 この後者の数字はその流域地

帯の全面的表土の喪失量が年間7ミリ以上であるとしづ意味である。 これをヨーロ ッ

パのアルフ。ス地方と比較してみると，同地方の急流流域の土砂流亡量は 1,500 トンに

逮することは極めて稀れで，平均 100トンを超えることはないのである。

黄河デルタ地帯における単位水量当りの図形物の量，すなわち混濁量は 1,000キロ

グラムにつき平均44キロ，最高430ないし 460キロである。 しかし黄河の支流ではこ

の混濁査は多くなっている。 この点についてノルウェイの技師エリアッセン氏の行な

った測定試験は非常に興味深いものがある。 500キロという混濁量はほとんど荷重限

度に近いもので， 黄河では物体の微細度によって荷重を測定している。 エリア ッセン

氏の調査したところによると， 560キロの荷重をもってすると，濁水の流れは「停止」

し，すなわち凝聞の状態になる。 しかし氏の観察記録によると， 510キロの荷重では，

流れは依然として急激である。

この観察記録は黄河に関するものであるが， また一定の勾配のある河床と一定の水

流の速さをもっ清河についても同様である。

なお，エリアッセン氏のその後の観察も十分注目に値する。すなわち常にその位置

を変えている大きな物体を河が搬ぶ場合は流速は低下するのであるが， 極めて微細な

粒子の黄土が過剰に含まれているときは流速を増す，ということである。河床の凹凸

はなめらかになり，流速は増し，河床に累積する。

このような現象の結果として，大河の河床は隆起し，何百へクタ｛ルという沿岸の

決耕地はつねに洪水に脅かされている。

下流地帯にあっては， 主主河も揚子江もその河床はところによ っては平地のレベルよ

りも10メートルも隆起している。 このような河川は何十億立方メートルの土から成る

築堤によ って支えられている。過去において，この築堤は崩壊し何百万，何千万とい

う犠牲者を出した恐ろしい惨事を惹き起したものである。

最近中国では，も一つ急を要する問題が起っている。水力発電用ダ、ム貯水池の埋没

がそれである。 この埋没はダ、ムの使用期間，ひいてはその能率を脅やかすという厄介

なものである。 発電能力とは別に，濯i慨網もやがて途絶し，これがため水流の利用，
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管理も失敗に終るのではないかと憂慮されている。換言すれば洪水が再び起るのでは

なし、かということである。

したがって 1951年から1954年にわたって中国人の手によって行なわれた最初の大ダ

ム工事も，たとえ貯水能力 227,000万立方メ ートルとはし、え， ただちに造林計画を実

施しなければ，約60年の問に全く埋没してしまうという危険に除されている。なおこ

れ以上雄大な計画は，高さ90メートルのコンクリ ート〆ムを建設し， これに 360｛；意立

方メ ートルの人工貯水池を築こうとする三門峡の計画である。

土砂流亡， f昆濁その他の資料に基づいて年間毎平方キロ当りの埋没速度を立方メ ー

トノレをもって計算する方法は多くあるが， このような計算方法はいずれも不正確なも

のである。 しかし，水門を用いて固形物の障害を取除く方法や沈澄の柑対的速度や，

埋没についての幾つかの仮設があるが，沈積の密度は全く天候如何によって異なるも

のである。

したがって推定を下しでもそれは信頼できるものでない。 しかし，それにもかかわ

らず， 一つだけは確実である。 三門貯水池の生命は一一ー沈澄対策が講ぜられないかぎ

り一一半世紀そこそこである，ということである。

したがってこれが実行には水利土木のみならず，長，林，畜等の分野を積極的に総

合動員しなければならない。

中国の降雨図によ って侵蝕の危険地帯をフ。ロットしてみると， その該当地は等雨量：

線 100ミリから 500ミリの間にあることがわかる。年間雨量 100ミリ 以下の北部，北

西部の広大な土地はもちろん侵蝕をうけ易いが， とこはほとんどが砂漠となっている

ため，大規模な砂防工事は実行できない。

しかし 100ミリから500ミリの地帯と黄河の上流と迂回地帯，蒙古と満州｜の耳目莫た

るステップ地帯の大部分を併せて保安林にすることは適当な措置であるが，但し平原

地では風蝕を，また高地では雨蝕を如何にして防ぐかが問題である。

山腹の地表流を押え， 侵蝕を防ぐための造林作業には通常土木工事も併せて行な う

必要がある。 このことは中国の黄土地帯ではとくに必要で，この問題は他のすべてに

関連性がある。 1949年以来，中共政府はこの問題解決のために多額の金を支出し，そ

の責任を中国科学院にもたせた。 この中国第 1の学術団体が全般の監督に当り，問題

を調査し， 問題の土地を安定させる最善の方法を決定するために慎重に計画を樹てた。

この計画には地質学，地理学，水利学，土壌学，植物学，農学，林学の各部門からそ

れぞれ専門家が参加し，調査研究班を組織して現地で活動し， 科学院はその結果を分

析することになった。 これら科学者の一致した結論は，中国全土の侵蝕は，長業技術

と相並んで‘，水利技術と造林技術を併せて導入すれば， 必ず防止で、きる，というので

ある。

勾配のゆるやかな山腹や棚状の土地で・は， 帯状栽培には等高線に沿って道をつけ，
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小麦のような厚く蒔くものを， トウモロコシのような薄く蒔くものと代えることを専

門家は勧めている。 また勾配が念、な山j復で、は草類の植付がよいとされている。

勾配が6ないし 8パーセントを超える ときは，黄土を一つの簡単な「作付床」式に

耕恕することはできない。階段式の段~IUを作らねばならないが，このやり方は段業が

意ljまるとともに行なわれている古いやり方である。これができ上ったところをみると，

階段状の台状地が一つ一つ積み重なって，それがつづいているように見える。 また，

山腹の頂上から下まで20から30の階段が一つも崩れずに整然と築かれているのをよく

見ることがある（本誌扉の写真は中国北東地域の侵蝕山腹が階段畑に移行する第 1段

階を示す。全山腹は人工に より段丘になっている。 擁壁は漸次高められ，各段丘は次

第に水平化する。黄土は極めて侵蝕され易く， 当初は強雨により流失され易い〉。

階段様の帯状畑の外側の堤は長年月を要して築かれたものである。倶lJ壁自身も盛土

によるばかりでなく，外側の基部の土を切り 取っても築くことがゐる。鋤や鍬でなが

く耕作すると，土は山腹に沿って落ちるが， 中国人は決して土を上へ搬ぶことはしな

い。 しかしヨ ーロッパ諸国の山岳地方の農民は何世紀という長い間これをつづけてい

る。

山腹で全面的に水平に階段工が行なわれれば， その土地は遊瓶ができるばかり でな

く， 1年のうち一定の期間米作のため水を満たすことができる。 これは普通峡谷の内

側に限られている。 ここでも防壁は普通土で作るが， 時には凹面形の岩で作ることも

ある。 この階段工は農業土木の分野の事業である。

中共も南方へ行くにしたがって潅減の利用できる水平の段畑が多く見られるように

なる。

中図式階段工の図

(1）断固 l a・・・ b 草または立木のある傾斜地

この方式は，例えば北アフリカ

の場合と反対である。北アフリカ

では，雨量を貯えるために，台状

地の外側のふちを内側よりも少し

高くしているが，過剰の雨水を排

出するために縦の傾斜を少しつけ

ている。

中国のテラスの側壁は崩れ易

く，豪雨のときなぞ往々崩れるこ
(2）断面 2 b…c農耕台地

とがよくある。 したがって地形の

許す範囲内で， 峻険な支壁を傾斜のある土堤に代えた方がよいよ うに思われる。この

ような土堤は適当な草類を植えて安定させ， 天然の草地として取扱うことができょ

う。雨量が多〈，豪雨のしばしばある山腹では，これらの階段地や台状地の下方にあ

る中間傾斜堤には樹木を植えることができる。 その結果，断面「2Jを断面「1」に
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代えるという ， アルジエ リアで用いられているテラス方式を適用するこ とになる。 こ

の場合，傾斜度は非常に少なく，濯i銃作物に対して傾斜度はゼロである。

垂直壁のない，少なくとも極く低い壁のある山腹の畑地では， アルジエ リア方式の

テラスを設けることは簡単である。 高いテラスが多く積み重なった場合，移動する土

壌の量は多くなる。 この結果，農耕台状地は減るが，これは植栽した，または草地と

した傾斜地の一部で、補うことができる。古い中国のテラス方式はつねに注意を払えば

維持することはできるが，最善の方策は現在のテラスがある山腹に， ある間隔をおい

て侵蝕に対し抵抗力のある，樹木， あるいは草類を植栽した等高線帯状地帯を残して

おくことである。

渓間や野渓では，土堤や河床が崩壊するのを防ぎ， また土砂の流失量を減らすため

の防禦措置が必要で‘ある。 このために中国人はあらゆる土木工事を行なっている。 例

えば種類と大きさを異にするダムや，遮断水路，護岸工事，暗渠，排水路，放水路等

の工作を施している。

この種の構造物は広い地域にわたってガリ ーに設けられているが， しかし十分な効

果を発揮しているとは思われない。 たしかに水流の改善は行なわれたが，浮瀞してい

る閤形物の移動や運搬を全く喰い止めることはできない。黄土地帯で急流に搬ばれる

固形物の量を大幅に，かつ早急に減ずるためには，大規模な事業を起きなければなら

ない。 大きな土堰堤を築けば，流水によって搬ばれる転石，篠，沈澄の大部分は傾潟

( decan ta ti on〕によって， これら構造物の下流でたちまち堆積する。これらの砂防堰

堤の高さはガリ ーの横断面と縦断面如何によって決めなければならない。 またその高

さは徐々に流域の高さと最高の堰堤の高さに等しくなるまで引き上げることがでぎる

ように設計されなければならない。堰堤の厚味は水量と流れの速さ如何によって決ま

る。黄河に注ぐ渓間，支流には砂防ダムがあるがため， 山から搬ばれる図形物の琵：も

かなり少なくなっている。

筆者は甘粛省天山山脈で，砂防ダ、ムの60ないし 80立方メ ートル位の中位のものを野

渓地帯で、見たが， この土砂流亡査は年間 1平方キロにつき大体 7,000トンぐらいであ

るが，これは土砂量としては例外的なものである。 この種の侵蝕防止対策も， 100立

方メ ートルから 10,000立方メー トル以上大小いろいろのダムを作って全般的にゆきわ

たる ようにした方がよいと思われる。

それはさて措き，中国の水幸lj技術者たちは非常に熱心で、ある。最初の 5ヵ年計画で

1,400万ヘクタールを実施し，全国的にみてその成績は良好である。 しかし，全体の

計画の10分の lも未だ終っていない。 したがって河川土木事業も集約化し， ことにつ

ぎの 2点に集中する必要があるようである。

(1) その土地固有の型のテラスが侵蝕をうける傾斜地ではどこでもアルジエリ ア型

のテラスをつく る。
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(2) 野渓や川には全面的に砂防ダムをつくる。

以上中国の侵蝕対策，土壌保全策は新興中共政府の直面する一大事業で， それはす

でに何千年の昔から歴代の帝王の苦悩と失敗を重ねた悪魔の流れ， 黄河との戦いには

かならない。換言すれば黄河とその氾濫，広大な水力発電貯水池（とくに三門峡〕の

埋没との戦いである。

中国の侵蝕は複雑な現象を呈し， それが自然によるものか，人為によるものか容易

に判定し難く，また荒廃の進展は地域によって異なっている。早舷，風，冬霜， 土嬢

の宿悪性は土嬢保全と森林育成の大きな障害となっている。いわゆる中国の治山治水

という一大事業も結局はこの障害の克服以外の何ものでもない。

6億の入札 950万平方キロという面績を擁する新中国にあっては，今や剖目する

変化は随所に起っている。都市，建築その他各方面の発展は全くおどろくべきものが

ある。通信，道路，欽道の延長や改善もまためさやましいものである。産業改革はつね

に重工業方面に起っているが，軽工業においても程度の差こそあれ進歩をつづけてい

る。

中国の技術者は全く「無」から出発して，ほんのわずか数年間のうちに，おどろく

べき成果をあけeたのである。

産業の発達は今や後進農業国を進歩的産業国に変えつつあるーーとは中国人の専ら

用うる言葉である。 しかし産業の改革はその国の土嬢保全の基盤の上に立つ長業と林

業の発展と繁栄を出発点としなければならない。 （林野庁，農林事務官〉
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