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《座 談 会》

国有林と水資源

（出席者）

（司 会）

片山正英（林野庁業務部業務課長）

浦井春雄（ // // 業務課）

沢田秀邦（ ／／指導部計画課）

中沢弐仁（建設省河川局河川計画課）

吉本秀幸（通産省公益事業局開発計画課）

武藤i専忠（水利科学研究所）

武藤 本日はお忙しいところ，ありがとうございましたc「固有林と水資源」という

題で，森林と水資源という 一般的なものでなく，とくに国有林に重点をおいて，いろ

いろお話を願いたいと考えております。

1. 国有林野の存在理由

最初に，国みずからが森林を管理経営するというのが国有林ですが，現在どうして

そう L、う必要があるのか，国有林の存在意義というようなことを，片山業務課長にお

話し願いまして，それをきっかけに進めてまいりたいと思います。

片山 きょうは建設省の方，通産省の方と一緒にいろいろお話しする機会を得まし

て，非常に~りがとうございました。

ただいま，国有林の存在意義という，むずかしいテーマをいただ1》、たわけですが，

国有林それ自身の存在意義なりあり方というのは，実はいまk.l、へん世間の注目のま

とでもございますし，非rt’iこ問題でもございます，かつまた基本的な考え方などにつ

いて，経き研究所というものを通じながら，検討を進めておるわけです。もともと国

有林：土，明治4年の落籍奉還で，落有林が国有林：こ変わってできたもので，端的に申

しますと，そこに理由があってできたわけでないこ，歴史的所産と L、L、ますか，そう

いうものでできたc ご承知のように，たしか明治20年ごろでしょうが，そのいっぺん
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できた国有林が，御料林と拓務省関係の北海道の国有林｛二分れまして，三つの形でず

っときたわけですけれども，終戦後の昭和22年に，その三つのものが，ふたたび一緒

になって，いまの林野庁の国有林ができたわけです。そうし、うような歴史的背景もご

ざし、まして，国有林の存在地帯というのは，おおむね北のほうに非常に偏ってレるわ

けで，西のほうには，比較的少ないとL、う現状です。したがって，存在意義というこ

とからしますと，そういうアンハランスと時iしますか，それ自体に，いろいろ検討す

べき内容もあるわけでございましょうけれども，そういう白紙に書いた意味の存在意

義というのは，さきほどし、し、ましたように，検討テーマということとして，ひとつお

許し願って，現状について簡単に申し上げたいと思います。

2. 国有林野の現況

ご承知だと思レますけれども，国有林の面積は，全体の森林面積の 3分の lでござ

L、ますが，蓄積にいたりますと，約半分が国有林の蓄積であるわけです。それから出

てくる木材の生産量を申しますと，全林野の 4分の 1であるc したがって面積，蓄積

に比して，いささか生産量が少ないというのが現状でございますが，その背景をなす

ところの山というのは，だいたい脊稜山脈地帯をずっとも っているわけで，比較的奥

地山岳地帯である（＞里山のほうは民有林だとい うこ とが原因しまじと，生産それ自身

にーつの制約があるわけです。その制約というのは， L、L、意味もありますし，悪い意

味もありますが，そうし、う制約をもって国有林があるということです。まず大きな制

約と申しますのは，保安林関係を中心として施業の制限，経営の制限をしている。そ

の山が国有林総面積の約 3割あるというのが実態でございますc

3. 国有林野の財政への寄与

そういうような山のなかで，一つの存在意義というものを分けて考えますと，まず

第 1点として，国家の財政関係にどう L、う寄与をしているかという点から，お話した

いと思いますが，これもご承知のように，昭和22年にそれまでばらばらであった三

つのものが 1本になり，そのときに特別会計がしかれたわけです。それ以前は，国有

林というものは一般会計で経営されておったんですが，特別会計ができた当時の木

村の生産は，約 1,500万立方メートノレ程度だと思いますが，またそのときの予算は，

50億円をちょっと超した程度のものであったわけですC それが昭和33年と36年の2期

に， ；！；＿，る程度の増伐が行なわれまして，現在はさきほどの 1.500万立方メートノレが，

約 2.200万立方メートノレ程度の増伐となっており，かつ現在における予算は，本年度

826億円に膨張しております。その2,200万立方メートノレというのが，ちょうどいまの

全生産の 4分の 1＇こ当ってし、る c それで財政的に申しますと，国有林の発足当時の特

別会計は，当時は統制時代でもございましたし，売払価格も制限され，支出経費も政

府が考えているような価格ではなかなかできませんで，経営的には非常に苦しんでお
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ったんですが，とにもかくにも持ちこたえ，昭和26年ごろから，木材価格が上がるに

ともないまして，逐次，経営それ自身が充実してまいったわけです。それである程度

の剰余金も出てきておりますが，そ うL、う特別会計から昭和34年以降，一般会計繰入

れということが行なわれております。その内容は，民有林関係の林業に対する造林融

資，そういうものに対しての繰入れですが，昭和34年度に10億円繰入れたのが，逐次

膨張いたしまして，昭和37年度は30億円の一般会計繰入れを行ない，造林関係あるい

は若干，治山関係に対して，その使用が行なわれてL、る とし寸状況であり ます。

また全体の国民所得の面からみますと，国有林はさきほど申しましたように，全生

産量の 4分の lでございますが，民有林関係を含めての林業所得というのは，全所得

のたしか 3パーセントだと思っております。農業所得が20パーセント切れるわけです

が，したがって 1次産業としましては 1割強を林業が占めてL、る。全体としては 3パ

ーセントですが，それを母体としたノミノレフ。とか製材とか，そういう 2次産業， 3次産

業を含めますと，これは浦井さんの計算ですけれども， 12パ セントとし、うのが，木

材を通しての所得関係になっ－cおります。財政面ではそういうような形でございますコ

つぎに，木材の保続関係と申しますのは，沢田技官がきておりますので，あるいは

ご質問があれば， くわしくお答えすると思L、ますが，さきほど申しましたように， 2 

段階の増伐計函で，非常に伐採がふえているわけです。今後も，央t也林が非常に多い

わけですから，奥地林を人工林に切り換えるというような折置を通して，さらに増伐

関係を続けてまいろうとし、う 方向でございます。

4. 国有保安林

それから国土保全関係については，国有林総面積が 750万町歩，そのうち30パーセ

ントが， さきほど申しましたような施業制限をしている。 その 30ノミ一セントのなか

で，はっきり保安林となってし、るのは， 139万 町歩でありますc その 139万町歩のう

ち，水資源の関係で保安林としているものが，水i原酒養林として92万町歩，土砂流出

防備林として41万町歩，土砂崩壊防備林，これは少tn、んですが， 8,000町歩，それ

から干害防備林が， これも少なくて 3,000町歩， これら水資源的のものをしめて考え

ますと， 139万町歩の保安林のうち%パーセントを，水関係の保安林として国有林が管

理しているとし、う実態でございます。

s. 固有林野の総貯水容量

そういうような実態のなかで，水との関係がどうなるかということを計算じてみた

わけですが，年の降水量を 1,800 ミリと L寸想定で，国有林面積：こそれをぶつかけま

すと， 1,440億トンという水の量になるわけです。 そのうち，実際の林地の浸透能は

いろいろありますけれども，粗悪林地で調査しますと， 1時間100ミリの浸透量であ

る。優良林地ですと， 400ミリ ぐらいあるということを，一応計算しておりますけれ
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ども，それを平均150ミリぐらいと想定いたしますと， 120億トンというのが，国有林

面積から算出される水の貯溜量だというふうに，概算したわけでございます。現在，

聞くところによりますと，日本のダムの総貯水容量が50億トンということでございま

すので， 4回回転すれば， 200｛：意トン，いまの国有林120億トンというものが， これも

4 @I回転するとすれば，約 480億ト ンというふうになるわけです。現在，水を利用し

ているトン数をl'l、ますと， 725億トンぐらいが消費されているということを， うか

がうわけですが，そういうような意味からしますと，国有林のあり方というものは，

相当関心をも って これに対処していくべきであるし，またそう Lづ方向で，国有林の

意義も相当あるんじゃなし、かとL、うふうに考ーえられるわけです。国有林としての水の

あり方というものについては，今後の開発していく姿，人工林lこ切り換えていく姿と

いうものを含めて，いろいろ対策を考えることが多いと思うんですが，そ ういうよう

な意味で，国有林と水との関係を概略計算すると，以 tのようなことでござl・ iす。

国有林のあり方と存在意義とし、うのは，なかなか多方面の問題があるわけですけれ

ども，昨年の林業基本問題のなかでも，木材の需給調整，大きくいって，生産力増大

とし、うのが・っとり上げられておりますしそれから国土保全としう 意味での水資源

の確保ということが，大きくとりとげられ，もう一つ，炭山村の振興というニと，こ

の三つがとり上げられております。そういうものを円滑にやりうる組織と して，基本

的には，国有林もさらに検討しなければならなレわけですけれども，国有林としてや

ってまいろうと L寸形では，まことに結権な存在だというふうに思っているわけで，

そういうよう な意義は，基本問題にも提起されておりますから，いろし、ろお知恵を拝

借しながら，おし進めてまいりたいと思っております。

たL、へんずさんなことになりましたけれども，財政のIii＇経営 の面あるいは国土保

全の面，そういう三つの問題に大きく意義があるのではなL、かとみてL、るわけです。

武藤 はじめから広範にわたるご説明で，たL、へん具体的なお話をされてしま った

んですが，どうかみなさんから自由に，いま片山業務課長がお話しになりましたどの

点でもよろしゅうございますから，それをきっかけとして話を発展してし、ただきたい

と思います。

6. 国有林野の貯水容量150ミリメートルを謀題として

進め方といたしまして，いま片山さんのお話のなかに， 日本の国有林が水を 150ミ

リメートノレ重量で， 120億トン貯溜するということでしたが， 建設省の中沢さん， こ

の全林野’の 3分の lを占めます国有林，だL、t.::..l、林相がよく， したがって浸透能（れ、

いと思うんですが， l回に 120億トン貯溜する。これもダムと同じように何回か回転

するわけですね。こういうものは，河川計画をおたてになるうえで，あるいは洪水対

策．渇水対策をおたてになるうえで．相当重要視していただけるものでしょうか，ど

うか
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中沢 数字を具体的にご説明いただL、たんですけれども， 150ミりだとか， 100ミリ

とか 400ミリとか，ああL、う数字が実は私ども， 非常に問題になると思うわけです。

というのは治水の面でも，筑後川で流出の問題を解析してみると，流出の機構が主主干

変わってきてL、るんじゃないかとし、うようなことを，い／〉てし、る方もあり，土地の！主可

発と同時に1写1：相が変わ

ことが’非常に大きな問題になる。そういう耐で，森林の保水というものをどう考え

ていくべきかとレうのは，大きな問題だ。それからいまおっし平いました 120億トン

とLイ数字てすけれども，実際にこうしイ能力をもった一つの貯水池だと考えるとい

うようなニとになりますと，現在われわれが利水計画をたてる場合；こ，いわゆる流量

の調笠能力と い うのが，そう L、ぅ林相に依存しているとすれば，これを定量的に明ら

かにして，ダム '3.:-~ ることと並行して，林中目をどういうふうにょくすべきかとレうの

が，水資源問題解決の一つの糸口になるんじゃなL‘か，そう L、うような気もするわけ

日むす。

そうし、う治水の函ーからと利水のiliiからと両方考えて， これは非常に大きな意義をも

'l -c L、毛」そニと，いわゆる保i£能力というものが実際どのぐらいあるか，もっと具

イ本fi0fこおうかがし、したいという気がするわけですc

武蕨 i尚弁さん，いかがでし ょうね。

；甫井 ち 二っと話がそれるかもしれませんが，いま， うちの課長からお話がありま

L たようた国有林の面積的な考え方から申し上げますと，国有林の非常に保水能力が

高い という ような林 われわれ天然生林とl呼んでおりますが，現在，国有林のたか

に代，天然主林；が83ノく一セントを占めておる。その残りの17パーセントが人工造林J也

である とl' o，ニとになっているわけです。もちろん人工造林地といったところで，け

っして保水能力がゼロに近いと L、うようなものではないわけでありま して，人工造林

地よりも天然主林のほうが，はるかに保水能力は高いんだというニとからレきまし て

も 国有林そfつものは，相当の保水機能を示しておるんだとい うニとがし、えるんじゃ

ないか，なか天然生林といし、ましても，針葉樹の場合もありますし，広葉樹の場合，

針広iH滑り場合もあるというよう なことでございますが， ニれを針葉樹と広葉樹とい

う分け方ご三考えてみますと， 1￥水機能の高い広葉樹のほうが総蓄積の60パーセントと

い うような高い数字を示 しておりまして，針葉樹は40パーセントとし、う形になってお

るわけですー こう L、うことからいっても，国有林そのものの保水機能は，非常に大き

いということが，いえるんじゃなし、かと考えております。

ただしいまお話がありましたような浸透能と Lづ 考え方から，粗悪林地の場合

で， 1時聞の浸透量がl00ミリ ということになりますと， われわれが言i函の対象とし

て考えております時雨量 l00ミリ というものは，ほ とんどパーになりまして， 災害を

ひき起こすようなよけいな水はなL、んだというこ とになるわけですが，実際はなかな

かニうはL、かないだろうとJ思L、ます。（災）もちろん国有林のこと・cござし、ますから，
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脊稜山脈を占めておりますし民有林の場合よりもはるかに降雨頻度も高く， また降

雨の強度も高L、。したがって，総括的の降雨絶対量は非常に多いんじゃないかという

ふうに考えておりますが，そうしづ条件のL、し、ことだけ考えられないものですから，

応，連続の降雨量というようなことを考えまして，非常に少なL、浸透量の140～150

ミリとレうものでおさえるのが，妥当ではなかろうかということで，計算してみたわ

けですF。

中沢 それがマキシマムで，そこで飽和するという考え方ですか。

浦井そ ういうことです。

中；尺 実はわれわれ流出計算などをよくやるわけですけれども，そのなかで前期降

雨といって，ぜんぜん流出のあらわれない降雨を一応：想定いたしますが，その量；はだ

し、たL、10～40ミリぐらいに見込んでいるわけです。そこでいま浦井さんのおっしゃっ

た 150ミリと L、う数字と，なにか少し差がありすぎるような気がするんですが， それ

は平均値としてそういうことになる，たとえば非常に露出部分が多レと三ろと，それ

から非常によく手入れされている林地と，そういうものを平均すれば，そのぐらい’こ

なるとし、うようなことなんでしょうか。

；甫井 だいたい全体が，相当りっぱな林相でおおわれているというものでな くて，

なかには若干，岩石地もあるし，それから植生の生育しうる限界以上の地帯もありま

す L，そういうものも考えまして， ー応平均 150ミリとみたら，ということで計算し

てみたんですがね。

武藤 ポット試験なんかだと，えらい大きい数字が出てくるんですねこ浸透能とい

いましても，浸透というのはインフィノレトレーションでこの浸透した水が， 二んどは

ノ之ーコレートしてし、く 。これは重力の作用で下降するもので透水と呼んでL、る。非常

に土壌状態がよくて浸透能が多く，透水能も旺盛ならば，だいたい土壌表層部は，空

家になっている時期が多いわけですね。そこでまたすぐ浸透能をフノレに発揮できるコ

そこに森林がありまして，いわゆる森林土壌というものが生成されると，たし、へんい

し、浸透能を示す，こういうことだろうと思うんですが，私が読んだり聞いたりしたの

でも，森林の状態が悪くなりますと，これはL、ちじるしく浸透能が落ちるんですご林

内に放牧したり，火入れしたり，または皆伐して表層部を荒らすということになりま

すと，いまおっしゃった150ミリの100分の 1というような値を示すことがある。だか

ら森林地帯の浸透能は150ミリから 1ミリまでの幅があり，時には0.1ミリと しづ場合

さえある。これをどう平均するか・0 （笑）まあしかし国有林は相当奥地地帯で荒ら

されていないので，非常に浸透能はし、L、んじゃなし、かという ふうに考えるんですc

そこで，いまたまたま 150ミリとしヴ数字が出て，これぐらいあれば河川計画のう

えにも，ダムと並んε考慮、してL、かなければL、かん， こういうふうな中沢さんのご意

見があったんですが，いったい片山さんのほうとし、たしましても，さきほと：:t0話のご

ざいましたように，保安林といっても%パーセントまでが，水源潤養その他の治水関
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係の保安林ですね。そうすると，国有林野の制限というものは，おもに水関係のため

の制限だといってL火、と思うんですが，それに対して，どう L、う処置を講じていらっ

しゃるんでしょうか。現在，保安林になっているわけですけれども， ニれは具体的に

市しますと，どういう制限なんでし上う。

片山 その前に，逆lこお うかがし、したいんですが， 武藤さんが前崎におられた とき

に，宝川の国有林で大々的にやりましたね。私， うかつにして，結果をこまかく知ら

ないんですけれども，あの浸透能あるいは保水能は，どうし、う結果だったんですか。

武藤 いま片山さん， j甫弁さんからお話があったようなことで，出ているようで

す。ほぼそんなことであって， 150ミリとL、うのは，どうし、う根拠からいわれたか存

じませんが，これはさっきいわれましたように，非常にさま ざまなんですよ。 50ミリ

という人もあるしいちばん大きくいった人は， 400 ミリとL、うんですが， FAO の流

域管理部会の報告に，極東地域の森林の浸透能とレ うのがあった。それが125～ 150ミ

リとあります。ずいぶんおおざっはな話で，どこを平均してそう L、う 数字が出るの

か，極東といったってたいへんなんですが，とにかく 125～150ミリと L、う数字を出し

ているんで F。それでいま私も，片山さんのいわれた 150ミリと L、うのは， ほほ妥当

な数字じゃなし、かというふうに，聞いておつfニんで

片山 150ミリというのt土，専門家の一つの腰だめだと（主思思；L、ますけれどもねO

7. ダムの総貯水量と有効貯水量

武藤 それからさきほと片山さんから，ダムのお話が出たんですけれども，吉本さ

ん，幼稚な質問で恐縮ですが，ダムの総貯水量と有効貯水量とは，どう違うんです

か。さ っき50億ト ンとおっしゃったのは，有効貯水量でしょうか。

吉本 そうじゃなくて，おそらく総貯水量としヴ意味じ平ないでし I うかね。だい

たし、農林省関係一一建設省でもそうですが， 農林省はとくに総貯水量でおっしゃL、ま

すc われわれ電気の営業用に使いますものは，有効じゃない と実際に使えませんか

ら，電気にたる水と Lづ意味で，有効といってし、るわけです。電気にできうる水とい

うこと・cすねc ところが，電気にならない水があって，そこに差があるO それが普通

L、われる有効貯水量と総貯水量の差です。

武藤 電気：こならなくて も， ほかの用途には使えるわけですね。

吉本 農業用水とか工業用水には使えます。

浦井 さきほど，片山課長から50低トンとし、う説明がありましたのは，総貯水量で

すね。

吉本 そうでしょうね。農林省とかそう Lづ関係の方は，たいてい総貯水量でi:j＞さ

れます。農業その他はそれでし、いわけですからねc

武藤 普通，ダムの総貯水量とし、う場合には，天然湖沼いまし、るんですか。

吉本 入れる場合もあり ますし 入れない場合もあります。電気では，やっぱり分
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けております。そうでなレといちばん図りますのは，例の琵琶湖をどういうふうにみ

るかとL、う問題があるわけです。電気では一応， 10億トンとみているんですが，農業

用水のほう も妥当な量をみておられると思いますc 農業用水で，琵琶湖をいくらにみ

るかとし、う見方iこはし、ろいろ方法がある。

8. ふたたび150ミリメートルについて

4 八、でですから， ちょっとお話をうかがし、たいのは， さきほどの150ミリというの

は，雨の量でおっしゃるわけですか。地中に潜る 0 ・e c地中の深さが150ミリですかc

武藤 降水量のうちの 150ミリが，土の中にはし、るかということです。

片山 浸透能 Cすね。

浦井 はいってし、く量ですc

武藤 150ミリ分の水量が，地下に潜るという三とです。

吉本 深くても，これは直接掛けているわけですね。それの l割ぐらいじゃなレで

すか。 体積的fC.＇＂、うと。ど うなんですか。ちょっ とわかりに くいんですがね。

中沢 計算でいくと750万町歩でしょう。 7万5,000平方キロ ですね。それと 150ミリ

を掛けると， ll 0億トンになるんです。 l,500ミリ降って，それを掛けて1,440倍、トンで

すから

吉本 それが150ミリになると， 120億トンぐらいになるわけですね。

中沢 だから，やっぱり雨の量でレっているんだろうと，ぼくはさっきから思って

おったんですがね。

吉本 ところが，浸透能とおっしゃったものですから....・c

中沢 浸透能といっても，測定のときには，上の水を入れてそれがL、くらいってい

るかとし、う話ですから，地面の上においた水の量でL、っていますし，それはかまわな

いんですよ。

吉本 それを雨。量でおっしゃるなら，わかりますがねc

中沢 浸透能というのは，雨の量でいってもし、し、んです。

吉本 150ミリというのは，雨の量として考えてし、L、んですかa それなら120億トン

というのはわかりますねc

中沢 普通，浸透能でもって流出を取り扱っている人たちは，雨の量でいっており

ます。

吉本 そうでしょうねC そうでないと，単位が出てきませんね。

9. 浸透によるタイム・ラゲ ベース・フロー

しかし， どうなんですか， ぼくらいつも思L、ますのは， 120億トンもの保有量とい

って も，ダムの水のようにいつでも好きな時に使用できるものではありませんから，

電気事業からみた価値は皆様のいわれてL、るものと相当違ってL、ますね。ただこの保



40 

有量によって流量にタイム・ラグを生じせしめるわけですねごそのタイム・ラグとい

うのは，普通どのぐらいあるとしておられるんですか。

武藤 いっぺん潜った水が，どれだけかかって出てくるかということは定説はない

でしょう 。また千差万別でしょう。これは私自身が 1回，赤城山でやったことがある

んですが， l度潜った水が， 200メートノレの距離にある湧泉；こ出てくるのに， 1週間

かかる，ですからタイム・ラグは相当に大きい。

吉本 そうすると 120億トンの水が， 1週間ずれると L、う勘定；こなるわけで、すね。

中沢 1年間の話ですからね。これがベース・フローになるわけです。

吉本 年間ということはわかりますが， 1週間ずれるということになると，そうい

うものがあれば，電気的；二；工非常に有効で

ないですね。

武藤 私はしじゅうそれをいうんですが，こういうこと：主，従来あまりいわれfょL、

んです。従来いわれるのは土砂防止機能に片寄ってし、ますご

中沢 実は最近，私。友達が，日雨量から日平均流量を求めると L、う作業を，ゃっ

たことがあるんですc それによりますと，あまり大きな流域じゃなかったんですけれ

ども，だいたい年間降雨量の 1割に相当する分が，ベース・フローとしてコンスタン

トに出てき口、るというような，ある程度の結論を出しておりますc そうし、う問題に

ついては，統計数理の菅原さんが相当，研究されておりますけれども，私の友達4う1ゃ

ったのでも，そう L、う形で出てきてし、る。ベース・フロ一二なる浸透した水というも

のは，やっぱりあるわけです。

武藤 こういうことならば，森林の保水機能は， Iすおい；ニ高く評価されるというこ

とになるんですが，これはもう少し裏づけをしてL、かなきゃし、かんというふうに考え

るんです。

10. ダムと森林の補完

沢田 さきほどお話（こ出ました，ダムばかりでも L、かんし森林ばかりでもい；）＞

ん，両方並行しなきゃL、かんじゃなL、かというのは，そのとおりだと思うんです）と

申しますのは，森林だけ寸はし、くらし、L、経営をしても，実際に流量を調節して，有効

流量を完全にコントロールすることはできなし、。またダムだけで，あと森林の取扱い

はどうでもいい，たとえば，濫伐が行なわれれば，林地が荒廃し，ダムはたちまち埋

まってしまう。といって，いまの森林をそのまま手っかずにおいた場合に，どうえる

かと申しますと，これはみんな老齢過熱になって，非常に抵抗力じっ弱L、森林になる3

そこでたとえば昭和29年度の北海道の大風害のようなことが起こりまして，あのとき

には，約 2,000万立方メートノレ以上の木が倒れてしまったのですが，こういうミと

で，濫伐した以上の災害が起きるわけですね。したがって，森林の経営も適正に行役

われ，林相も L、L、状態で縫持される。それからダムも適当に建設されるO こういうこ
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とが大事じゃないかと思うんです。

11. 国土保全を上位目的とする国有林野経営

それでさきほど片山さんからお話があったように，国有林は民有林にくらべて，ど

ちらかというと，奥地山岳地帯に多いのです。いわゆる源流部；こ位する地帯を 3分の

lぐらい占めてL、る国有林としては，もちろん水資源の保持という点｛ニ重大な関心を

はらっているのでありますc 固有林経営の究極目的l三国民の福祉犠進て’すけれども，

そのうちのいちばん大きな上位目的として，悶土保全を掲げているのであります。下

位目的としてt土，その目的を達成する手段として，森林資源；の培養とか森林生産力の

向上，あるいは能率的施業こうし、う目的を設定 してL、るー具体的に申しますと，普通

林地においても，適正伐期齢以下のあまり小さな木を伐らなL、。たとえばヒノキであ

れば， 45～50年ぐらい，地方によ って差がありますが 。スギだったら40～45年，

それ以下の年齢でtよ伐らなL、c それから伐ったあとは， l～2年ぐらいで原則的：ニコ

植えてし、く 。そういうように普通林地の林業経営においても，国土保全つまり土砂の

流出防止，さらには水資源の確保といった点に重点をおいて経営しております。それ

からとくに重要な水源地帯では保安林を設けております。凶省林の総面積のうち，保

安林（土18パーセント ぐらいで， 水に関係するのがそのほとんど大部分です。 こういう

大面積にわたって，保安林を設けまして，この地区ではいまいった伐採に当って林齢

の制限をすることはもちろんですが，そのほかに l回の伐採面積の制限をしているわ

けです。ある流域について考えますと，だL、たし、樹齢、ご対象面積を害ljったもの，たと

えば， 1,000ヘクターノレあれば，それを50年（ヒノキの伐期齢）で割った20ヘクターノレ

以下：二， 1年間の伐採面積を制限する。また， 5ヵ年間：ニ接続して｛え探する面積の限

度は20ヘクターノレとする。つまり 20ヘクターノレ以上になるような大主な連続した伐区

をつくらない，そういうような制限をして施業してL、るわけですc ニれは奥地林では

なかなかたいへんなことで， 開発ができ るかできなL、かとしづ瀬戸際｛こ， よくぶつか

ることがあるんですc と申しますのは伐区がとびますと， 非常に経費がかさんで具合

が悪い。しかしその場合でも，国有林の性格からいって，ある程度の経済的犠牲をは

らいながら施業上の制限を厳守しているのであります。また林相の悪い，あるいは老

齢になったようなところは，相当経済的な犠牲をはらっても，さきほど申したよう

な，風害で大面積がし、ちどに大被害を受けるということがないような林をつく ってい

く。つまり若返らしてし、く。こういうことに注意をはらって経営しているわけです3

12.奥地国有林における国土保全と木材生産の調整

武藤 いま奥地林の問題が出たんですけれども，さきほど片山さんからもお話のあ

った 2回にわたる増伐で，結局その対象になるのは，奥地林ですね。そうしますと，

丸、まの治水，利水の関係からいえば，いちばん重要なのが，こういった水源地帯に近
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L、奥地林ですが，そニに増伐の大きな部分が向かうということ，その矛盾を国有林野

の経営上，どのように調整されてL、くかということですがね。なかなか困難な問題で

はないでしょうか。

沢田 それは国土の保全とし、う問題と，いわゆる木材生産とし、う国有林のもってし、

る使命の調和にあると思うんです。昨年度あたりも，木材の需給が非常に逼迫してき

て，そのために，国有林の増伐について強い要望があったわけなんですが，そのとき

に国有林としては，さきほど申しましたように， 2,200万立方メートノレとし、う線を出

Lt.ニ。

また，この程度の伐採Cあれば，国土保全上，資源政策上も大丈夫だとし、う見通し

をえたのです。保安林についてFjIしますと，伐採面積および伐区の制限を守り，また

伐採跡地の造林が適正に行なわれる限り，治山，治水上支障はないというように考え

ております。それからさきほどの例でし、いますと， 20ヘクターノレまでは大丈夫O それ

以上に伐れば，いま話が出ましたように，国土保安上，非常にむずかしい問題になっ

てくる。適正伐期齢分の lだけ伐ってゆけば，非常に生長引〉旺盛な森林が造られる

し年平均したいちばん大きな成長量を期待できるのです。それ以上；こなれば，何割

ぐらい伐れば，非常に大きな影響があるんだという点までは，はっきり申し上げられ

ませんが，この程度ならし、L、だろうという一つの惣定をしてし、るわけて、あります。ま

た，普通林地，とくに奥地山岳地帯の伐採については，治山，治水については十分考

慮し，伐採量，伐採方涼を決めております。とくに開発のテンポについ－cは慎重に検

討し，計画しておりますc 伐採量，伐採面を急激に増大すると，木材の搬出期間等の

関係で伐採跡地のrJ:r裁がうまくいかなくなる。たとえば，大面積の伐採になると， 2 

年ぐらい，木を伐って持ち去らなL、期間がある。木を伐って持ち去ると，その年には

植えると L、う原則をたとても，それが大面積になると， 2年， 3年と植裁が遅れるわ

けです。そうしますと，林地の曝露される期間が長くなって，いわゆる流量の急激な

流下があったり，いまご心配になってL、るようなことが起こるわけですね。そうし、う

ことのないように適正に経営できる範囲内で奥地開発を進めてL、く。つまり開発のテ

ンポの問題だと思うんですc 国土保全あるいは水資源の確保という点lこおL、て，そう

極端な影響をおよぼさなし＼しかも国民経済じ木村生産を最大にするという考え

で，開発を進めCL、るわけです。

13.天然林と人工林の保水機能

片山 私もしろうとなものですから，勉強するぐらいな意味で，おうかがし、したい

んとすが，奥地開発で天然林を伐って人工林にしてL、く c これに対して矛盾がなし、か

どうかという点ですね。いまの森林の保水量というのは，土地が保水する量と，それ

から上に立ってL、る木が校条などがあるがゆえに保水していく量と，どんな関係にな

るんですか。いま土地のほうが多いのか，木のほうが多いのか，木のほうが多L、とす
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れば，伐ればその分だけなくなるから，植えたやつが 5年なり 6年なり 10年なり，あ

る程度の森林になるまでは，減ずるわけですねe ところが腐植質などにより浸透する

乙とにウェイトがあるのなら，たとえ伐っても，腐植質が流去しなし、うちに造後すれ

ばよいという一つの，／［；が出るわけです。国有林としては，民有林みたL、な雑木ばかり

で々しに，かならず植えてL、くわけですから，そのへんが解明できれば，保安という

ものは判断がつくんじゃないかとしづ気がするんです。これは自分自身がやらなくち

ゃいかんのですが， そういう点を勉強してないものですから，き ょうはざっくばらん

にいろいろおうかがし、し7ニL、。

浦井保水星と しますと，森林土壌がほとんどだというふうに，三考えてもL六、んじ

ゃなL、か

片山 枝条というものは，木があっても考えていなレ。とすれば伐っても，土壌が

流れておかしくなるということがなければ，維持す る程度にり つはに造林をして，そ

れを保持しながら，2～3年たって造林が固まれば，けっして天然林の伐採が，保水

に思影響はきたさないものだ。むしろ木材もできるし，生産もできるし，両方維持す

ることができるということで，ぼくは踏み切っていけるじゃt.n、かという気がするん

です。

浦井 上木がございますから，上木の水の蒸散する量は，わずかなもので保水能力

のほとんどが森林土壌だと思います。伐探によって上木がなくなりますと，雨j商の直

f去の街墜を受け土壌を荒すこともあるわけですが，やはり課長のお話のように，伐採

をする，それから土壌の状態が裂くならないうちに早く造林をする，もちろん国有林

はいま，翌年か翌々年にはほとんど造林しておりますから，そ う極端に土壌条件が保

水との問題として悪くなるということは，考一えられなし、。奥地は天然林で，天然林は

保水機能上よろしいと L、L、ながら，粗悪な林相をもっておった場合には，優秀な人工

造林地のほうが，はるかに保水能力はヒだとし、うふうに考えるわけです。そうすれば

成長量の非常t二大きい，望みうる人工造林J:t!liこ変えてL、ったほうが，利水上も非常に

し、L、んじゃないか，蓄積そのものも極力ふやされる。それから更新といたしまじ亡，

造林地がりっぱなものができるとしづ個所であった場合，早く利用 していくというふ

うに考えたほうがL、いんじゃないか，そのためたまたま予期しない土砂の流送があり

まして， 山地が荒廃するというようなことがござレました場合は， L、わゆる予防治山

で山腹の手当もするし，渓流の手当もするとし、うようなことになっているわけです。

その点、はさほどご心配にならなくてもおおL、に踏み切っていただいてLべ、んじゃない

か，もちろん伐採にともないます林道の開発というものがございます。これについて

ら延長は非常に長いよ うですけれども，カット土量ははっきりした計算ができます

し土砂そのものも，流亡しないような個所に堆積させるとか，流亡しなL、ような手

当は， 林道としてもやれますし，場合によれば，治山としてもやっておりますからさ

ほど下流への影響もなくて，かえってし、し、ん じゃなL、かというふうに，私は考えてお
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ります。

沢田 天然林については，保水という面で， L、し、山もあるかもしれませんが，非7古

：こ不ぞろいなものですから，相当な粗悪林もある。 いちばんこわいの： t，老齢過熱心

天然林だと思うんです。こういうものが人工林になってし、きますと，伐った当時10年

ぐらいは．不安定な状態にありますが．平均してみると，そう変わり：工ないと思われ

る。もう一つ，重要ないわゆる保安林地帯のようなところの取扱い二ついてtま，たと

えば，壮年期地形のところ，上のほうは割合に平らで，七千りとニろでストンと落ち

る，そうし寸急傾斜になるような部分はある程度まで残して，あるいは更新するにし

ても徐々に健全な林にするように，保全を目的とした取奴いミとするc そういった j去

を，配慮してやる必要があると思うんですe そうすれば，奥地が開発されても，森林

状態は全体としてみたら，さほど悪くはならないと思 うりさすコ

武藤 奥地開発と水資源の保全というものは，両立するわけですね

片山 ただ，国有林は750万町歩ございます。奥地開発ζL、L、ながらも，皆伐L℃ 

人工造林にするのは 330万町歩ですから 4割強で，あとの 5割以上というのは，ゃ：工

り水資源的の保安を考えながら， 経営すると L、う態度は変わらないわけです。 3}l在

100万四］歩ぐらいの人工林を， 300万町歩（こふや したわけですがら．そのへんは十分配

慮してL、るわけですけれども，ただ一点，武藤さんのおつし

カ：ある泊、どうかという点について（立，吟味しました結果（士，安心だとしづ気がするん

ですがね。

沢田 天然林につL、ては，林の健全性，若返り というものを考えて，取り扱って ＇・、

くということになっ CL、るわけです。それは総合してみると大丈夫だろう，こう L、ヲ

見通しなんです。

浦井 水資源的に考えましたら，マイナスみたいな感じを，普通の方は抱かれるだ

ろうと思いますけれども，私としてはかえってプラスだと L、うふうに，確信をもって

おります。

武藤 プラスということは，どうい うー 。

浦井 奥地天然林のいままでもっておりました保水機能以ヒのものが，そこにあら

われてくる。しかも蓄積としてはふえる。生産上も保全上も結構だから，そういう方

向に向かつて努力すべきだというふうに，手ムは考えるわけですっ私自身も，そのつも

りでやってし、るんですけれども…・。

14.水源林に対する水力発電側の評価

武藤 だいぶ話がこまかくなりましたけれども，観点、を変えまして吉本さん，き ょ

うのお話で，森林というものは多少程度の違いはありましても，水資源の纏保に対し

て，相当貢献してL、るというこ とはいえると思 うんですが，これに対して水力発電。

方は，従来どのように評価されておりますでしょうか。あるいは関心をもっていら っ
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しゃるだろう かという点は， L、かがでしょうか。

吉本 実はそう L、うお話が，おいおL、出るだろうと思っておったんですけれども，

水源林というもの，奥地の国有林とし、う問題は，われわれからみますと，笠備されれ

はされるほど非常にありがたい，こう L、うふうに思っておるわけですc Tこだ，その評

仙！ということになりますと，あまり口に出したがらないのが実情ですね。という のは

あまり効果があるとし、うことをL巾、ますと，またダムの建設をするときにたかられた

川する。（笑）というわけで，割合，口をふさいでいるというのが実情です。しかし内

容は，相当効果があるものだと思って研究も進めております。

15. 企業方式に徹すれば

さて一方日本二おける大企業の発展といヲものを見た場合に，いつも考えさせられ

るのは，大企業な中心（こ Lて日本が変革しつつあると L、うことです。いまさかんにこ

の大企業のため工業用水の不足が叫ばれ出したため，さっそく水の問題がクローズア

f プしてきましたっ産業発展のために，いろいろのものが変革されつつありますc 水

が足らないというのも，けっきょく工業用水に端を発してL、るわけですc

そうし、った観点、から申しますと，国が林をもたなきゃならないとしづ根拠は，実（土

ィ＼J＼に揺らし、できているんじ？ないでしょうか，昔みたいに領主がもっておった時代

（よその領主の主要な財産の一つであった領地ですから，一つの権力をもってやってお

ハたわけです。と ころが，時代の変遷とともに次第に変化し，とくに近年水資源とい

うニとで，水源林の価値も評価される時代になってきますと，その取扱い方を考慮す

る必要がある。たとえば，発電所のダムを造る場合，その流域を合理的に運用するた

め，少なくともダム上流域全部，電力会社に任して，そこで一括して水源林をi函養さ

ゼる。そうするとその機能を十分に活用するであろう，これらを適正に評価すれば，

ダムの経費も次第に安くなってくる。それから木もどんどん増植して酒奏するである

べし，レろいろ企業と して成り立つような考え方をしていくんじゃなL、かと思ヲんで

' 0 

いまの場合は，林野（立林IT!f・，大産業は大産業として分れてし、る。そういっとものを

1本化して，一つの企業体としての流域水源林とL、L、ますか，そういったものの考え

方を発揮させるということは，相当以前から考えられてL、て，現にそう L、うことを小

規岐に進めてかなり良好な成績をおさめておるところも為るんです。ところがL、ろい

ろな問題で，大規模にはなかなか実現しないc これをわれわれは評価の問題と同時に

今後そうし、う水源林のあり方とし叫、ますか，また奥地開発と L、し、ますかそういうもの

に対して，これ、った意見をもっております。また木材の需要があるから伐るんだと

Lづお話があるようごすが，そのようなことを企業体としてのベースで考えますと，

むしろ輸入したほうがし、いじゃないかと Lづ意見さえ，出てくるわけです。これは繁

引い〉早L、ーニューギニアのよ うな熱帯地方でつく って，それをどんどん船Cもってくれ
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fil火、わけですから，日本の水資源の確保と同時に，そういったいろし・ろな観点から

みてそれが有3ぬならば，そういうふうに切り換えたってし、い じゃなL、かと思うんです

よ。なにも伐らなければならんと Lづ契約はないし何十年もかか 4 て木材生産をや

るとし、う非能率な時代は，もうすぎたんじゃなし、かと思うんですがねc （笑）ですから

ダムと一緒に， 有効な水源林のj函養というものを， 将来考えてL、くべまじゃないか守

とくにできうれば一つ，そういった関係の方と，もう 一歩進んだ協議会みたL、なもノ〉

をつくりながら， 採算がとれるよう なと ころに，もっていってもらいたいと思うん勺

す。

片山 ところが現在で（；！：， 民有林で保安機能上必要なものは，国が買ってし、るんさ

すよ。保安林整備の法律もありま して，16万町歩ぐらし、買いましたがね。そういうも

のは国が買わないで，まず電源開発あたりが買ったらl'l、じゃ，＇.（ L、かということです

か 。（笑）

吉本 要するにダムを造るなら，その流域としー亡管座させるような方向にもってい

ったほうが，むしろ濫伐もないでしょう，ということなんですc 濫伐の危険があると

するならば，そこに別な法律をつくり，そして監督は林里子庁がなさればL、し、。そうい

うものを全部L、ちど自由にしたらどうかとし、うわけです。緒論ですけれどもー 。あ

まり採算の合わないようなものを， 一生懸命コツコツやっておっても，お困り になる

ん じゃないかと思うんですよ。昔からの伝統でおやりに，なってし、るのは， よくわかる

んですけれどもね。そういった考え方とい うのは，どうなんでしょう 。できるんじ p

ないかと

沢回 いるものl土どんどん輸入すればし、L、と L、うお話・cすけれども，木材tまL、ま i陀

界各国が不足なんですよ。アメリカあたりでも大統領教書で，木材資源は数十年後：こ

はピンチになるということを， うたっているんです。それから白木では， 輸入できる

最大の限度まで， つまり昭和 36年度 850万立方メートノレ合輸入し 37年度もl,000万

立方メートノレを輸入しようとしている。これが限度なんですね。だからどっかでどん

どんつく って，もってくればL、し、じゃなし、かといっても，原材料，生活資材としての

木材というものは，そんなに簡単じゃないと思うんです。

それからいまの，電源開発かどこかにもたして， 木材生産と水資源の関係を調節さ

せればL、L、というのも， 一つの考え方かもしれませんけれども，実際に会社とか公共

団体のもってし、る森林が， L、ったし、どう L、う状態になってL、るか， これをみますと，

景気のし、し、ときはし、レんです。景気が悪くなる と，やっぱり伐られる。それをいった

んもたしてしまう と，それに対して非常に強い制限を課するとしうのは，憲法上， 相

当問題が出てくるでしょう 。また技術上むずかしいのではないか，やはり水資源の国

家管理というようなことをやれば別だけれども， 普通の団体でやる，あるいは個人が

やると L、うことになると，かなり大きな問題が発生 Fるでしょ うね。
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16. パブリ、yク ・コーポレーション式の考え方

武藤 私，さっき吉本さんのL、われたのをこういうふうに受け取ったんCすが，占

本さんのお考えは，電力あるいは電力会社がやれとかそういうことよりも，むしろ一

つの流域として，森林も電力もすべて水に関することを統括していくような流域管理

式のお考えのように， うかがったんです。そうすると TVAとかああいうゆき方を，推

奨されたんじゃなし、かというふうに考えたんですがね。しかしこれは中沢さんのご専

門なんだけれども，ああいうものをつくると，とてつもない権限をもっんですc 一つ

の王国みたいになって，知事の権限なんかすっとんじゃう。

沢田 パブリック ・つーポレーションというのは，問題があるんですね。一時は，

イギリスでいちばん進んだんです。ところが，相当な権限をもつものですから，内部

的にいろいろ問題が起こって 。

武藤憲法違反になっちゃってね。

沢田 それでし、ちばん進んだイギリスが， L、ま遅れた形になっ亡し、る。わりに進ま

なかったアメリカあたりが，いちばん進んでいるのではないですかc 日本だって，完

全なパブリック・コーポレーションはできないですよ。どっちかへくっついてしま

う。そうしづ制度ができれば，理論としては非常にL、L、組織なんですが，なかなかむ

ずかしいのではないですか。

武藤 中沢さん，その点のご意見tれ、かがですかc TVA とか DVCみたいなゆき方

は，日本において可能なものなんモし上うかc あるいはこんどの水資源開発公団と関

連させていただL、ても結構ですがー c 

中沢 たとえば TVAの出発が， ニューディーノレ政策の一環として， 始まっている

わけですから，目的自体はそうしづ流域管理とし、う問題とは，かなり離れてし、ると思

うんです。ただ結果として，いま武藤さんがおぺしゃったような形の一つの王国とい

うものができてし、る。その点はたしかにあるわけでして，あれに対して，連邦政府な

り州政府が，どの程度くちばしをいれられるかということになると，あれば一つの法

律で全部ゃっ亡いるわけですから，そう簡単にくちばしをいれるわげにし、かなL、。そ

れがほかの流域で，ああいう形のものが行なわれなかった原因とも考えられるわけで

すね。

そうし、うわけで，日本でもああし、う形をとろうとすれば，現実（こばやはりあっちこ

っちからかなり抵抗が出てきて，できないだろうとし寸気がするんですが，本質i'IJに

は，いまいったような流域を一つのものとして考えるということは，必要なわけで

す。たとえば河川計画でも，水系を一貫しーと砂防の問題，河川改修の問題，水利用の

問題を，総合的な判断でやっとし、こうとし、うふうに考える。当然そうあるべきだとは

思うんですけれども，現実の政府の組織なりなんなりというものが，そう L、うふう

に向いていなL、。権限の問題もあるし非常に大きな権限をもった一つのものができ



48 

て，ほかがくちばしをし、れられなL、というのは，地方自治体にとっても，あまり都合

のいいことではない L，そう L、う意味でできないけれども，理想論としては，そうい

う形ができてもL、L、んじゃなL、かと思いますね。

吉本 だけど上流f；：，国有林なら案外簡単なんじゃないて、すか。それが民有も全部

含めてきますと，すこくうるさくなると思うんですよ。国が管理しているなら一つの

そデノレとして推進できるんじゃなし、かと思いますがね。

沢田 アメリカも TVAだけでし ょう。 やはりいまいろいろ挽判されているときでは

ないですか。だから， あれを全面的にお し進めるということになると， どうですか

な。

吉本 あればしかし資源自体を開発していますね，鉱業の。だから一つの王国が

できるのであって，われわれの流域管理は，水資源とL、う立場，国土の保全という立

場ですから，ち工っと違うんですな。

沢田 しかしそういう形でやって も， L、まの形と，私はそう変わらんだろうと思

う。またさきほどの木材だって，関連産業が相当強く要望してL、るんです。ほかの国

でつくったらというのは，私もフィリピンへ 2年半ぐらL、し、って，飛行機でみた程度

のところもありますけれども，回ってみたんです。そんなにはないですよ。いま特殊

な樹種以外は，原木で出すことを制限していますね。ベニヤ原木等に使えないものは

別として，それ以外は，一定量以上は原木では出さないようにしております。それは

その国々の政策として，産業を発展させようと思えば，当然でしょうね。そういうこ

とで，産業全体としてみると， l'-j:程度の木材は出さなければし、かん。そうすると開

発は，ある程度まで進めな くてはならない ということになり，結果でみると，あまり

変わらないことになりそうです。

吉本 だけと＼こういうことはあるんじ宇ないですかご木材が足らなくなって，国

が荒廃 していく形；こなると，そこで木材はなにか新しい製品，合成樹臓とかし、ろいろ

なものに変わってし、くと思うんですよ。

；尺回 もし荒廃して問題；こなってきたら，そういうことになるでしょうけれども，

それほど荒廃も Lないでやっていこうとしづ見通しでありますしそれからいま各国

とも木材不足ですから，そう L、う代替品が出てきております。しかし日本の木材需要

の推計結果でも，あるいは諸外国でも，木材需要が少なくなるだろうと推計し－n、る

ところはないんですね。

17.ふたたび国有林野の性格について

吉本 そうすると国有林というのは，こうし、うニと iニなりますか。木材需要に対し

て供給する国のある程度の力と，それから水源林ということは別にして，国土の荒廃

を防ぐ，その考え方が，むしろ強いんですか。

片山 そうですね。そのこつですな。
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中沢 けっきょくさきほどのお話のように，国有林から伐採する木材の量が，全体

の 4分の lですね。ところが保安林が全体の 3分の 1を占めているとすると，全体と

して単位面積当り伐採量はやっぱり約 3分の lということになりますから，民間に対

する比率としては，だいたいトントンの量を出していると思うんですが。

七、

沢固 いや， トントンの量ではないですね。

中沢単位面積当つではトントンではないんですか。

沢回 単位面積当りでも民有林のほうが多い。

中沢 いま 1岡J歩当りの伐採量というのは，年平均でどのぐらL、になっています

沢田 1町歩当 り：土，2,200万立方割る750ですから，約 3立方メートノレです。

中沢 l町歩10石ですか。そうすると，私が昔きいた数字とだL、たL、同じですね。

沢田 昭和31年ころは， 2立方メートノレぐらいだったんで、す。

中沢音きいた話で：；，天然林を人工林に切り換えて経営をよくすると， 5割増し

から倍ぐらいになるというんですけれども，そういうことはあるんですか。

沢田 成長f誌はそのぐらい違いますね。

中沢 そうすると，国の資産をふやすとし、う意味では，貢献レ口、るわけですか。

沢田そうです。

中沢 それともう一つ，国全体の伐採量のなかで， 4分の lt：；.ら4分の lを占めて

いるということは，木材価格の安定という面からは，やっぱりかなり貢献してし、ると

いうことになりますか。現実はどうでしょうか。

片山 需給面からの増伐というのは，そうし、う意味でやったわけです。たしかに需

給ハランスをとる意味では，安定になっておりますがね。

沢田 広い意味－c；土，貢献しー口、ると L、L、うるでしょうね。

中沢 国がどうしてもやらなきゃならないという理由が，どこにあるかということ

ですね。

沢田 それには直接そうはし、し、きれなL、かもしれませんけれども，貢献しているか

どうかということになると，貢献しているとし、L、うるでしょうね。

片山 年間の需給面では，そう L、う増伐の効果というものはあると思う。それから

もう一つの価格安定については，木材というのは需要期が非常にばらばらなんです。

工場生産みたいにならないで，需要に波がある。年聞は一緒であっても，月ごとはパ

ラツキが非常にあるごそれに対する売払いとL、うのは，国有林自身がとめたり出した

IJ，多少は操作ができる。そうしづ意味の調整安定はできると思うんです。

中沢 さっき吉本さんがおっしゃったように，国がどうしてもやらなければならな

し、理由があるのかという点を，一つ一つ分析して，経済面でどうなのか，そのほかの

面vξどうなのか，そういうっかみ方をしてL、くと，問題がl土っきりしていくような気

がするんですがねc
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18.むすび

武藤 それは最初に，片山さんに逃げられちゃったんで 。やっと討論が軌道に

のったところで，時間がなくなりましたので，私，司会者として少し横暴ですけれど

も，三つのことを簡単にうかがし、たし、んです。吉本さん，電力会社の問題ですが，電

力会社が森林を評価する場合，いまの水の問題を大きく評価するのか，あるいは森林

が土砂流出を防止してダムの埋没を防く＼このほうを大きくみるかということでござ

いますね。それから片山さんには，さっきから国有林のパランスのお話があったんで

すが，水資源の問題と しましては， 保安林じゃない普通の林のほうが，圧倒的に多い

わけですね。これは水資源（こかえって量的には大きく貢献していると思うんですが，

この取扱いは，民聞の普通林と同じお考えなのか， しかしやはり国有林の普通林です

から，そこになにか違いがあるものかということ。それから辰後に中沢さんにおうか

がし、したいのは，水資源開発促進法の第 l灸に， 『この法律｛土，産業の開発または発

展および都市人口の増加に伴い，用水を必要とする地域に対する用水の供給を縫保す

るため，水源の保全打者養と相まってー 』とありますが，この「水源の保全沼養』と

は，なにを意味するかということをお願いしたL、んです。

吉本 水力発電と市しますのは，一応償却期間がありまして，ダムが埋まろうが埋

まるまいが，ある償却期間の問だけ発電できればL、し、というニとになる。そのほかは

ダムがつぶれたってし、いわけです。要するに経理的にはそう なっている。とこ ろが現

在のように電力会社の経営が苦し くなってまいりますと，ぽんとういうとタダで電気

がほしいわけです。償却しちゃってまだ発電してもらいたいというのが，ほんとうの

気持ちなんです。だから経舟的には。埋没するということはかまわなし、。しかしほん

とうの気持ちは，やはりダムの埋没ということを非常に気iこしている。今後水力禿電

所の開発にあたって，耐用年数をふやして充電単価を低廉：ニしようとする場合；こは，

この埋没の問題がクローズ・アップしてくると忠われるc それが l点，それからもう

一つの水のほうですが，これは給電操作，すなわち水によって電気をおこして，その

電気を需要地まで送る操作をする場合，雨が降ってすぐ鉄砲水が出てきますと，水力

発電所が水を有効に利用しようとする操作が非常にしにく L、。水力発電所にはおのお

の設備というものがありまして，それ以上水が山たってだめなんです。だからジワジ

ワ出てくるのがありがたい。水の流れ方，それがピークをもたずにやわらかく出ると

いうことを，非常に評価してし、る。

片山 保安林じゃなしに，普通林の方ですね。それが民有林と違いますのは， 2点

あります。 1点、は，保安（Iりな問題と関連しますが，私はこ う思うわけです。民有林と

いうのは， 営利本位で伐られるという点もあるでしょうしそれから木材の需要と無

関係lこ財産保持的に所有して伐矧に達しても伐らないとか，レろいろ問題があると思

うんですが，国有林としては，なるべく多量の木材を生産していくとし、う観点から，
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われわれの言葉でいえば，材積収穫最多の時期をもって伐採してし、くとし、う意味にお

いて，まるで違った困としての意義があると思うんです。それが 1点。それから水と

の関係の問題につL、てl土， とくに長期のJ十両のもとに森林の合理的運蛍をはかるべく

百i・i面的な実行を行なっているということが，大きな相違ではないでし ょうか。民有林

ではある程度民主主のままに伐っているっそうでな く，すべてを総合的な観点から進め

るということが，違うとし、う ふう：こ考えます。

中沢 私の問題ですけれども，いま吉本さんがし、われたように，あれば泡気だけの

問題ではなくて，水を消費する側にとっても， コンスタントに水が出てきてくれると

いうことが，いちばん望ましL、わけですc そこでー般的に森林を｜分管理していけ

ば，コンスタントの流れが期待できるとし、う常識的な概念があるものですから，いわ

ゆる水資源を開発するとし、う一つの目的に対して，ダムとか河口堰とか，いろし、ろな

手段はありますけれども，それ以外に，水源地の森林の保水機能を増大させること

も，非常に必要だ ということ を，国会あたりでも認識してし、らっしゃって，ああいう

字句が（まし、ってし、るわけです。水資源閥発にもおおし、に寄与するとしづ意味では，森

林の保水機能はもっと再認識されるべきじゃないかと思います。

武藤 どうもありがとうございました。（終）
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