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中国の山地貯水整地法とその効果

河南省林業庁調在隊 張延 齢

三枝一二 （訳）

はしがき

中国の建設は多くの面で眼を見張るものがあるが，そのなかであまり紹介され亡い

ないものに造林による 自然改造がある。もともと 森林には恵まれない同で全国土〆り僅

か7.9%に過ぎず，そのうえ具子干の悪いことにはその分布が偏在していることで，森

林のもつ効用を全く発揮していないのが現状である。

これが農業の発展に大きな障碍となり，早 ・風 ・水等の災害を頻発して，最近、つ深

刻な食糧事情となって現われてし、る。面積の広大な国であり，災害の積類も多L、が，

農業生産に最も大きな影響を与えるものは大陸の特性としての皐害であり，これに伴

って虫害等の災害が起きた例が多い。

この不均衡な情態を改造し，農業の生産を安定さすために，全国土の約30%を森林

で覆うとL、う理想のもとに大造林を敢行してし、る。

1958年の造林量は “中国林業”誌によれば， 2千余万 haと発表されており，散近は

大体この程度の造林が行われているものと，思われるが， はたしてこの大面積の何%が

活着し，成林するかは問題である。

最近，造林を批判した言葉に「春満山，夏一半，秋不管，冬不見」とし、うのがある。

これは「春には山全体に立派に植栽を行なったが，夏には半分になり，秋には手入も

行われず，冬になったら生木は一本も見られないJということで， このような状況は

別にめずら しいことではなし成林の容易な土地はすでに造林され，年々技術的に困

難な乾燥した荒地，荒山が残され，南方では岩石山に青年団員が「タガネ」を用いて

植穴を掘り植栽し，また黄河上流地帯では春先の乾燥に備えて黄河の氷を山上に運び

上げて， l；本の植樹に約 l0 kgの氷塊を使ったなど，多くの苦闘を伝えている。

訳者もかつて熱河の造林を担当し，河北，山西， rlJ東省の一部を観察した経験があ

るが，大陸性乾燥地帯が，水（主として降雨）によって農産および造林事業の成否：こ

決定的な影響を与えていることを如実に体験させられたものである。

中国の農業危機も一度順調な降雨があれば，史上空前の大豊作を記録し，造林もま
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た立派な成果を挙げ「ることもありうるが，このような年が何年目に来るか予測できな

L、。

一般にし叫、う ることは， この広大な乾燥地域は年間総降水量の約90%が， 6・7・8

月の 3ヵ月に集中することであり， さらにこの時期に降る雨は豪雨が多いこともその

特長である。最近は技術的に多くの困難を伴う雨季造林を全国的に推進しているのを

見ても，この期間の水を何とか利用したしもとし、う切なる願いの現われにほかならない。

洪水を防ぎ，山地に貯水して造林時の条件を有利にすることを目的として実施され

た施工の一羽jが木稿であるの

ヌド；稿！；！：中国林学会編輯の“林業科学”（1960年3月号）に発表された張延齢氏の「関

子魚、鱗坑（ぬ），水平均等整地造林対林木生長和欄阻径流的観測分析意見」より訳出した

ものである。

張氏は，1959年 9月戸ITi宇j省科学技術委員会の組織になる水利考査団山地水土保持組

に従って，馬県および宜県の水土保持施工区に到 に山地帯の保水および水利作業の

成果について調査し，特に魚鱗坑，水平坑等の変わった保水方法によって林木の成長

および径流阻止に著しい効果が挙ってL、ることを認めている。 ここの住民が緑化およ

び治水の面で豊富な経験を有し，すでにこの山村は繁栄のキザ‘／が現われてし、ると述

べてL、る。以下木文について述べる。（本文で径流の文字が随所に出るが，われわれの

観念の渓流とは異なり，水みち位に解されたい。）

山地保水措置の貯水，保土，径流阻止に及ぼす影響について

( l) 径流阻止に対する作用

魚鱗坑，水平均等の保水措置はきわめて大きな径流阻止作用がある。地表

径抗を下げて地中に入れることによって，地表の侵蝕を制し，土壌の貯水量

を増加し，山地の生産力を高め，林木の生育に有利な条件をつくり出す。

馬県の涌河流域待流観測小区には 2,897個の魚、隣坑があり， その大きさは

長さ l.9～2.0m，幅 l.5m，深さ 0.4mである。第 1回の降雨は 66.7mm／時で総

降雨量は 1.950m3であったが，実測した径流量は僅かに 52.2m3で，径流系数

は 2.64%である。これは保水措置は良好で径流を阻止 し，貯水作用を発揮し

ていることで，洪水としての径流を引.4%減少したことになる。 tここでし、ぅ

洪水とは地中に浸透せず，地上に溢れ出している水ぐらいに解する。）

闘魚鱗坑とは，中国林業の新語で，山斜面に多数の孔を掘り，これが遠望はあたか

も魚鱗のように見えるところから，この名称が出たものと思われる。これは長方形のも

のと円形のものがあり，この坑によって山斜面に貯水して土壌の水分を潤沢にする。
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水平均怪流観測小区には13本の水平f勾があり，全長 733m，幅 0.8～l.Om, 

深さ 0.5mで平均長さ lm当り貯水量は 0.4m3である。第 1回の降雨は 66.?mm

／時で総降雨量は 1,430H であり，実測の径流量は 34.0m3で3 径流系数は僅

かに 2.38%である。 これも魚鱗坑同様良好な保水作用を発揮 し，洪水を 92.3

%減少したのである。

これは次表に示す径流観測小区における， 2回の暴雨に対する水平拘，魚

鱗坑の径流に及ぼす成果分析表である。

表－ 1 

降雨時間 降 総 降残 実径 径
施工によ

観i~IJ小医 面 傾
降 流

る効果

始終
雨

雨
雨 流

系 径の径減
積

量 量 前量 測量 数 流減流少

名 称 (m2) 斜
月日時分月日時分 (mm) (m3) (m3) (m3) (%) 

量少の率
(m3) (%) 

水平均径流 6.29, 18.41 6.30, 11.30 66.7 1,430 2.38 407 92.3 
21,500 17° 451 

観測小区 7.14, 20.0 7.15, 20.30 78.0 1,680 47.7 83.0 4.90 557 87.0 

魚鱗坑径流 6.29, 18.41 6.30, 11 .30 66.7 1,950 15.2 52.5 2.64 559 91.4 

観測小区 7.14, 20.0 7.15, 20.30 78.0 2,320 47.7 122.8 5.30 7る686.3 

山地の保水措置は地表の径流を低下さず作用はきわめて大きく，石楼山で

は 7月8日の暴雨は 54.5mmで，この雨の降る前に残っていた径流の観測は

29.2 cmであった。保水措置未済の山斜面では 0.32cm （計算したものを径流の深

度に換算）の径流を生じたが，保水措置を講じたところでは 0.14cmの径流が

できたのである。これは径流の深さを56%低下させたことになる。

( 2) 保水措置が地表侵蝕防止に対する作用

山地保水措置後の地表侵蝕防止に対する作用も十分に顕著なものがある。

それは土壌を保持し，土砂の流出を減少する。菜平山観測区の 7月8日の降

雨のごときは保水措置未済の山地の量水池内に堆積した泥土は 4.4m3であっ

たが，施工山地の量水池には堆積は生じていなく，未施工区では含砂量は l

m3当り 6.65kgであったが，施工区では 2.15kgに低減されており， 運砂率は

未施工！ヌ lkm2当り 2,928トンであるが，施工区では 69.5トンに低減され， 97

%を防止したことになる。

( 3) 保水措置が地表径流減少およひ・土壌湿度の増加に対する作用
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図－ 1 魚鱗坑浸透幽線
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保水措置の施工結果は多くの人工窪地貯水ができて地表渉透が増加するこ

とによって土壌の貯水量および地下径流は大L、に増加する。 これは図ー 1が

示してし、る。

石楼山の魚鱗坑惨透観測所で得た渉透値は， 1時間当り 20～80cmで，施

工区の地層の含水量は雨後では未施工区に比し10～15%高く，渉水によって

地下水源を補給するので地下径流量は増加し，施工区の山脚にある井戸を雨

後測定した結果は，約10日間水位は上昇を持続し，これは施工区の水源は長

く細流して流出する原因を説明している。

2. 山地保水措置は林木成長に対して重大な影響がある

( l) 保水措置の造林中における効果

山地造林の成否は大部分が一連の技術措置によって決定する。特に乾燥す

る低山丘陵地区では林木の必要とする水分の欠乏が造林の失敗を引き起した

教訓は非常に多く，これによって保水措置を講じ径流を阻止し，林木に水源

を補充しうるか否かは，山地造林が成功するか否かの重大な鍵である。

馬県では保水と造林とを結びつけ，魚鱗坑を l,131万個，水平均を 383万m

掘 り， 913の山頂部を様化し，その活着率は 80～98%の高率に達している。

すなわち菜平山の高嶺地区および無梁山の砂礁土地区でも，このような立派

な活着率を示す見事な成績を挙げているのである。

今回の調査では 1年生のニセアカシヤは大体樹高 2mtこ達し，宜陽県陳家

拘のニセアカシヤは造林後 2年目で大体欝閉しており，菜平山のブドウ， リ

ンコーおよびナシの成長はきわめて良好である。造林が大変な成功をおさめた

ので，従前の“なげやり”な造林は跡を絶つようになり，山は立派な幼令林
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に変わり，枯死したものはごく僅かで，笑際“ 11款を造林すれば 1畝を活着

させる”要求に答えたことになる。そのほか，山地の土層の含水量を増加し

たため良好な土壌条件を備え，小粒種子の直播造林も以前は困難なものであ

ったが成功する ようにな り， 現在直播造林は普及 し，山斜面の水平均での養

畜も成功している状態である。

山地の保水措置は造林前の必要な措置であり， 林木の健全な生育を期待し

うる鍵であること I土以下の資料によ円て証明しうるのである。

( 2) 保水措置の林木成長に対する影響

高県の鳩山造林調査資料（l958年 2片上旬整地，中旬造林， 10月調査）によれ

ば山地保水措置施工地のニセアカシヤの成長は良好で，水平均整地造林が最

も良好であり，魚鱗坑中の整地造林がこれにつぎ，保水のできなし、一般の植

穴造林が成長は最も悪く，活着率から人る と未施工の荒山斜面に造林したも

のは 435%であるがたジし施工の分布が疎なところの空地に穴を掘り，植樹

したものば水分の渉透作用によって85%前後に達してし、る。各種の地況によ

るニセア カシヤの成長状況は次表のとおりである。

次表（表 2)Iま各種の整地造林に対するニセアカシヤの地上部分および線

系成長の状況を示したものである。

表 2

斜整地上 調査 樹高 直径 平均樹冠幅

成長 成長
側根

面 の措 置 本数 (cm') 上下左右 数 （cm)
(cm) (cm) (cm) (cm〕

" : 水J魚箆平鋳栽均坑穴 SC 

87. l 4 0.931 45.64 46. l 0 l,551.64 1 93~110 150 

50 71.62 0.69 35.60 35.79 98～140 7 l, 147. 

50 31.24 0.48 l 8.88 l 9.74 292.54 l l 0～120 70～95 6 912. 

水平淘 50 96.80 l.06 48. l 0 46.80 1,767.10140～150 85～90 9 2,725. 

南魚鱗坑 50 68.70 0.70 39.62 40.84 1,271. l 9 70 l 00～130 6 693. 

植栽穴 50 44.03 0.53 24.30 29.70 566.54 48~55 75～l 331 8 770. 

5

0

0

3

0

 

また，1956年宜陽県陳家拘で荒廃した谷間に保水措置を行い，全域にニセ

アカシヤを植栽したものによれば，これは成長がきわめて迅速で繁殖も大変

に早〈，僅か 2年でこの谷は完全に欝閉L，その成長状況は次表のよう な差

違が整地の方法によって生じている。
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~u ［~~判定； l事 l ＝~ I;.f, I備

表－ 2および表 3のなかでみられることは水平均による整地造林が効果

最も良く，林木の成長からみると水平向中の林木は植栽穴中の林木の樹高成

長の280%に当 り，直径成長では194%で，平均樹冠幅は 200%，樹冠投影で

は 503%，主要側根の総長は 217%である。

水平均中で林木成長の良好な原因は整地面積は比較的大きく，貯水分も多

く，整地によって耕された土は深く ，雑草の成長はきわめて少なく， 土壌の

通気状況良好で造林前に掘り返えされるのでこれらの作用を起すのである。

しかし魚隣坑も上述の状況を備えてし、るが，ただ貯水面が水平均のごとく大

きくないので林木成長は水平均に劣る。ただし植栽穴に比して効果は多レの

である。

( 3) 保水措置の直矯および育苗に夫会村ーる影響

保水措置の効果によって山地の生産力法大いに高まりこれは幾つかの樹種

の直播および植樹造林の成功条件を作り出すために，労力および養百用地を

表 －4

種 1苗木 の 尚 さ i根瓦百 当者

中国名［日 本名最 大［平均 l最大［ 備
(m) (m) (cm) 

洋 擁 ｜ニセアカシヤ 1.5 1.2 1.71 

j山 桐 シナアブラギリ 1.3 1.0 1.4 

検 レ 1.2 0.9 1.0 0.5 

臭 梼 1.5 1.2 2.3 1.7 I Ailan↑hris altiss1ma 

苦 キ車 セ 、J ;5' ン 1.2 0.7 1.8 1.3 

鳥 柏 0.8 0.6 1.2 0.9 
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節約し，さらに苗木の輸送手数を省くことは仁多，快，好，省」（新中国建設

の合言葉で，多量に，速やかに，良好に，節約して）に適合する方法である。

馬県の水平均および魚鱗坑の施行中で育苗されているものは5,896畝（15畝

がlha）で， l年生の各樹種の樹高および根元直径の成長情況を測定したもの

は表－ 4のとおりである。

3. 保水措置施工区の造林中における幾つかの間題について

馬県および宜陽県の保水措置施工区中の造林はきわめて大きな成績を挙げ

ており，経験も非常に豊富で，これは広く推進する価値があるが，ただしま

だ幾つかの間題があり，さらに一歩掘り下げた検討が必要である。

一般的にL、いうることは，林分が疎で欝閉期聞が遅れることである。両県

の水土保持区で造林した幼令林はすべて保水措置施行地に造林が行われたも

ので， 1畝当り魚鱗坑数は80個ぐらいで，水平均聞の距離は一般に 5mぐら

いであり，大部分は両種を混入したものである。 1畝当りの幼林の本数は大

部分が 160本ぐらし、である。馬県人工幼林68万畝中の40万畝は， 1畝当り 200

本以下であり，合理的な密度を保証しえず，用材林 1畝当り約 400本の要求

には達していなし、。

林木の良好な成長を促すためには，急速に欝閉さすべきで，調査中に各地

でみられたことは，幼林の合理的な密度を保持するために，施行閣の空地に

補植している ことである。これは当然考慮さるべきことではあるが，多くの

林分でつぎのような状況が現われている。

すなわち， 一林分中に異なった保水措置を施工しているので，貯水量も一

様でなく，補植穴の貯水量は比較的少なく，樹高は不斉となり，補植した林

木は被圧状態となり，ニセアカシヤのごときは過分の分けつを生じ，補植し

た幼木の撫育管理を強化する必要がある。

このために，補植木の両側の林木の枝条を努定し，迅速な成長を促進す

る。また，あるものは耐陰性の喬木および濯木を混交させ，林分改造の施業

を行うべきである。

( 2) 保水措置と造林の配合問題について

保水措置による整地は造林の基礎であり，当然保水工程に密接に配合し，

水利および造林の特性を生かして，相互に効益を発揮できる計画を作成する
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のて引ある。まず施工してのちに植樹する。それゆえ，単位面積当りの造林木

の数量および密度は当然施工物の分布を考慮して決定される。

施工物の分布，数量および密度について，何ほどの造林木を用うるのが適

当であるかは，まだ一致した見方はなされていない。

径流の阻止および水利の面からみると，前述の施工物の密度（ 1畝当 り魚鱗

坑は80個ぐらL、）も多くの点で優れている。それは施工物の効益時聞が長く，

雨量の蓄蔵も比較的多く，相対的に労力を節約する等のことである。ただし

水分の浸透率が高過き、る場合は，大部分の水分が速やかに地下径流となり，

多数の林木に対して必要な水分を十分に満足させることができない。

林木成長の面からみると，保水措置は最も有利に合理的な密度とすること

を原則として，株聞の距離を考えて配置を行い，最も合理的な均衡のとれた

径流の利用に到達すべきであり，最大降雨量を阻止しうる ha当りの数値を計

算して，これを施工中で均等に分布させ，林木成長上の需要を最大限に満足

させるに便ならしめるのである。

( 3) 保水施工密度の計算

(a) 水平均の計算方法

径流量計算公式 W=B・H・R 

W＝幅 Bの地内に生ずる径流量

B＝水平均の中心より他の中心までの水平距離

H＝最大降雨量 （72mmとする）

R＝径流系数（0.5とする）

W=B×0.072×0.5= 0.36B 

水平均の横断面の面積は台形面積公式で求められ，水平均の容量と両拘聞

の面積上に生ずる径流と相等しいとして求める。

最大降雨量は相以地区を参考として作られるので，仮に Bが林木の距離お

よび間隔によって決定したとすれば， h（淘の貯水深度）の数値は求められる

ことになる。

本地区の関係数値を示せば次表のとおりである。

(b) 魚鱗坑の計算方法（ l ho当り任流量計算公式）

W = l 0 000 H ・ R ・ F 

F＝区域面積（ho)

H＝最大降雨量 （72mm) 
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表－ 5

B (m) W=0.36B (m') 

2.0 0.072 

2.5 0.090 

3.0 0.108 

3.5 0.126 

4.0 0.144 

4.5 0.162 

5.0 0.180 

5.5 0.198 

6.0 0.216 

R＝径流系 数（0.5)

l h口当り；魚鱗坑の総容積

W=n 71: r2 h 

n= 1 h。当りの魚鱗坑数

r.=3.1416 

r＝魚鱗坑の半径

h＝魚鱗坑の積水深度

h (m) 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

0.29 

0.30 

0.32 

魚鱗坑の総容積は lha当り 回止する最大径流量と等しし、と して， まずha当

りの造林本数（n）とし，つぎに積水 （貯水）深度 （h）を計算する。

その数値関係はつぎのとおりである。

表－ 6

1 h。当り魚鱗坑数（n) 5 ooo ¥ 6 ooo 1 9,000 

魚鱗坑 の 深度（m) 0.14 

( 4) 施工物に対する造林の位置

施工物と造林との結びつきは，それぞれその状況に応じて適宜に行う必要

があり，緩斜地には水平均を3 急斜地には魚鱗坑を3 験斜地には普通の植穴

植栽を取り入れることは，参考と して応用する価値がある。掘り取り土量と

貯水量に対しても， 経済的な要求に合致さす必要がある。施工物の設計中で

は，内斜面の傾斜は30。より緩にすることが，播種， 定植，撫育作業を行し、や

すく， 30°を超える場合は破壊するおそれがある。調査中で目についたこと
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は，一部に造林位置の不適当なものがあり，また内斜面の傾斜も強すき、るも

のもあった。これは撫育上不便であり，林木の成長および効果は明らかに劣

っているので注意を要する。

表－ 7

造林位置｜樹 種｜樹官長｜根伊 ｜活（γ｜造林·~備 考

水平淘内中部｜ニセアカシヤ｜ l.5 I l.O I 90 f 1958年冬

水平淘 頂部 ｜ I/ I l.3 I 0.9 I I 

水平均 底部｜ " I o.s I o.7 I I 
魚鱗坑底部｜ I/ I 0.6 I 0.7 I I 

注水平淘およひ．魚鱗坑の底部の未整地および半風化土は成長きわめて悪い。

表－ 6によってみられることは3 内斜面中部の造林は底部の層が比較的厚

く， 疎懇で水分条件は良好である。撫育も便利にできて林木の成長は最高で

ある。

拘底部の造林は，一般に底土は脊せた薄いもので，風化は悪く，林木の成

長条件には欠ける点が多いのである。

土堤頂部の造林は，土層は疎懸であるがp 位置が高すぎて十分な貯水がで

きないのが欠点である。

一般的には内斜面の中部に造林することが最適であることになる。

小型の魚鱗坑底の造林時に必要なことは，底部は元の細土層を残してお

き，施工時にはまず底部を整地として25～30cmの深さを疎転にして，林木の

根部の発育を有利にすることである。 （訳者林野庁指導部計画課）
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