
  
  森林影響学史略

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 野口,陽一
発行元 水利科学研究所
巻/号 33巻5号
掲載ページ p. 64-88
発行年月 1989年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



本誌190号 （12月号）正誤表

「森林影響学史略」（野口陽一著）の中で，誤りがありました。訂正してお詫び申し

上げます。

一子1 行 誤 正

19前世紀 19世紀
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引用文献

今日は森林影響の問題を，前向きに考えるべき時かもしれない。しかし本稿はそこ

まで至っておらず，むしろ今までの歩みを，振り返ってみたものである。

「森林影響学」という語の意味を，きびしく体系的なものとして考えるならば，現

在森林彫響学が成立しているといえるかど うかは，一つの問題である。しかしゆるや

かな意味では， 〈森林影響研究の歴史〉を指して，仮に森林影響学史と呼ぶことも可

能であろう。その意味で，しかもそれを簡略にしたとい う意味で，ここでは森林影響

学史略とし、 う。

しかし本稿では，予め字数を30000字程度にするとし、う枠をみずから定めたため，

文献の取捨収録がきわめて不十分であることを免れない。今後なお補正することを考

えているものである。

1節と 2節の分け方は便宜的である。ある文献については， 一方の節で述べて済ま

せ，他の文献では 1,2に分けて言及する。

記述は1979年までに止めた。ただし歴史的なことを書いてある文献に限り， 1980年

以後でも，引用または言及したものがある。
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1. 気温，地温，日射，風および音に対する森林影響

1. 1 18世紀から19世紀へ

1700年代（18世紀）においても，ヨーロッパでは森林と気候の関係を論じたものが

多々あったけれども， 1825年に至りフランス人モロー デ・ジョンヌは，『森林と気

象並びに国土保安との関係』とし、う名著を公にし，当時内外の学界の注目を浴びたと

いう（植村（1917））。植村はこの時代前後のものを記すのに，独断的時代の解説と科

学的解説とに分けている。それらの時期には重なりがある。 1700年代の終り頃すでに

森林と気象との関係の観測が行なわれた。（植村： p.13) 

フランス人ベクレノレは1865年に，森林内外および森林からの一定の距離において観

測し平均温度に対する森林の影響を知ろうとしたが，その結果は公表されなかった

（植村： p.14）。しかしベタレノレについては，むしろ森林影響というものについての，

色々の解明すべき問題点を整理して出したことを記しておかねばならない。それらは

後にキトリッジ（Kittredge(1948））のものに引用されている。（野口（1984）参照）

アメリカ合衆国のマーシュ（Marsh(1864））が書いた『人と自然、』は，クレッパ

ー（Clepper(1971））によれば，コンサーベイションの基本原理を初めて示したもの

とL、う。またマッキントッシュ（大串ほか訳（1989)p. 449）によれば，「19世紀に

おける自然観の最も重要な転換点ともいうべきものは・・・・・・マーゾュの仕事であったJ。

そして「マ－／ュの見解は ー－理想主義で超越的な自然観と世紀の変わり目の保護運

動と生態学の悶の移行的なものであった」と。（同 p.450) 

そのマーシュもベクレノレのものを引用している。《ゲー リュサックは 「自分の考

えでは，大きな固または特定の地繊の気候に対して，森林が真に影響を及ぼすという

確証はなし、」と述べたけれども， 一方ベクレノレは，「熱帯気候での森林破壊は平均気

温の上昇を招く，また温帯地域でも同じ効果は大いにあり得る」と書いている》と。

さらにベクレノレが述べた，その物理的な三つの理由をも挙げている。（Marsh(1864): 

p. 160) 

マーンュはまた森林の防風効果についても 「風下側に対する遮蔽物としての樹木」

という節を設け，その中で，それが小気候 (localclimate）における要素として重要

であることをのべている。

1. 2 ヨーロッパの森林測候所

1866年パイエノレン当局は，エーベノレマイヤーの建議をいれて森林測候所を設け，

1868年以降は規則正しく観測値を得ることができた（植村（1917））。観測結果は

Ebermayer (1873）の報告書として公にされる。エーベノレマイヤーは，「森林の影

響」をできるだけ物理的な測定値聞の関係として表わそうとしたようである。書名に

も「森林の物理的影響」というものと，その「気候学上および衛生上の意義」とを，
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分けて書いてある。林内と林外の気温，地温，蒸発量その他の測定値の比較がある。

その他のヨーロッパ諸国でも，その後森林気象に関する観測所が設けられた。それ

らの観測値は，わが国では部分的ながら川瀬（1903），農商務省山林局（1917），薗部

(1940）のものにも引用されている。なお19世紀のヨーロッパについては， 1.6および

2.2でも触れる。

I. 3 森林影響を知る目的など

川瀬（1903）の『林政要論（全）』では，第一編第二章『森林の間接利用』の最初

に，森林の間接利用字を考察する意義目的を述べてある。

「森林行政の局に当り若しくは之が経営に任ずる者は能く其森林と付近社会の

状態とに鑑み有形収利の最大を計ると同時に無形間接の効能を完からしむること

に力めざるべからず依って文森林が無形間接に如何なる効能利益を吾入社会に賦

与するやを知るは林政学上のー要務とす。」

市注） 〈森林の間接利用〉とはく森林影響を利用すること〉であるといえる。

川瀬は主にエーベノJ,7イヤ ーやミュートリッヒの研究で得られた，く森林と気象の

関係〉のデータをヲ I~ 、て説明する。わが国の林学関係著書の中では，「森林の影響」

としづ語句を使った最初の本ではなし、かと思われる。それは「 ー文時としては森林

以外の条件に関係して発生せるものを森林の影響なりと誤認せることなきに非ず，

－一」と述べたところ（p.128）である。その当時までのヨーロッパにおける森林影響

関係の研究内容と，二三の議論に至るまでよく引用しである。そして，わが国は地形

気候がヨーロッパとは異なるから，独自の研究が行なわれる必要があると述べてい

る。

I. 4 わが国の20世紀初期

20世紀の始め頃のわが国は，気候要素に対する森林影響に関する限り，ヨーロッパ

のものの紹介と受容の時代であったといっても過言ではあるまい。

植村執筆（農商務省山林局編（1917））の『森林ト治水』は，ヨーロッパの古い文

献からの引用を含め，「森林の影響」を論じたものが紹介されている。とくに19世紀

前半のものを知る上では貴重な資料である。本書を通読すれば，ヨーロッパにおいて

森林の影響に関する，測定に基づく科学的研究が，決して突如として始まったもので

はなく， 18世紀以来の諸説や論議を受けているものであることがわかる。

わが国では， 1911年からの第 1期治水事業の一部として森林測候所が設けられ，上

流地方の雨量および河川水位の通報などの仕事のほかに，独自の観測によって気候要

素におよぼす森林の影響をも考察するようになった。

森林測候所特別報告第 2号（農商務省山林局（1916））の pp.5 31とくに 7すには，

足尾と伊香保の，ともに林外（空地）の月最高気温および月最低気温を比較して，伊

香保は全山森林に覆われているから，（観測点は林外であるが）伊香保の気温の振幅
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が小さいのは，森林が気候に及ぼす影響であるといってよい，とL、う意味のことが述

べてある。後に岡上は同じデータについて，足尾と伊香保の高度差に基っく温度の差

を補正した上で，やはり伊香保では林外に対する森林の影響があるといえるとした。

（大政（監修） (1978)) 

1. 5 科学の光で見る《森林と水》

アメリカ合衆国では， 1912年にはゾンの“Forestsand water in the light of scientific in-

vestigation”が出る（Zon(1927）の文献増補分による）。本書では，ヨーロッパで得

られた林内林外の気温・地温・降水量などを引用するが，結局は水収支法によって，

降水量から蒸発散量を差しヲle、て流出量を出そうとしづ意図があり，気候要素測定値

はその蒸発散量を推定するためのものと考えているようである。

わが国では後に，森林内外の気候要素を求めるのは，まだ測水の施設や方法が十分

でなかった時代には，そうしみ気候要素を通じて，森林の水に対する影響を求めよう

としたのであるとの解釈もある。その考え方には，古くからのヨーロッパのものや，

ゾンの影響があったかもしれなL、。（1.10に関連事項）

平田は前記のゾンの報告を翻訳し，『森林と水』という題で公にした（平田（訳）

(1928））。（2.8参照）

1. 6 森林気象のこと

1927年には， ミュンへン大学のガイガーによって，『地表付近の気層の気候』が出

される（英訳本 Stewart et al. (1957）による）。この本の Section¥I[は“TheInflu-

ence of Plant Cover”であり， 26章から35章までにわたっている。小気候，徴気候に

対する森林影響が述べられる。方イガーによれば，「森林気象学という語はおrester

とmeteorologistとを協力提携させる，すべてのことがらを含めて意味するものであ

る」（p.309）と。また19世紀始め頃のヨ ロッパでは，「気候学者は，大気候

(macroclimate）に及ぼす森林の効果，そしてその福祉効果（welfareeffect）と呼ばれ

たものを，確定（determine）して出す仕事を与えられた。それは林政にとって大き

な武器であった」と。（p.310) 

玉手（1932）は，従来の森林気象に関する研究を振り返ったあとで，林学関係で

は，一般気象の観測と同じ観測をただ林内で行なうというのではなく，真に林業に必

要な局所的な影響を把握できるような観測をする必要があると，述べている。

田中（1933）には，林内林外の気候要素観測点の位置の問題を論じて，気候に対す

る森林の影響についての，結論を出すことのむつかしさを述べた所がある。また

「それで森林気象において森林の気候的意義を正しく表現しようとしても，無

林地との比較観測が困難であるが故に，実際の数字よりも非常に少ない数字に

て，すなわち実際の影響の極めて一部分しか表わし得ないものである。」

とある。（森林気象学につレては1.13をも参照）
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1.7 森林影響をどう利用するか

薗部（1940）の『林業政策（上巻）』には，「森林の間接的効用一一森林の福利作用

一一」の小節の中に『森林と気候』，『森林と理水』，『森林の機械的作用』その他の項

目がある。その中でも『森林と気候』には， 20世紀初期頃ま でのヨーロッパの森林測

候所の観測値，わが国森林測候所の観測値もよく引用されている。単なる森林影響の

研究ではなく，林政学の本であるから，如何にすれば森林の影響をよく利用できるか

を考えてある。

「林内の気候が如何に温和であるにしろ，これを利用するにはうっ閉＊を破らざ

ることを必要とする。林内の温和なる気候を活用すべく，何らかの設備をなすた

めに森林に穴をあけるときは，その気候はすでに林外のそれになる。」

・注） うっ閉とは林冠の閉鎖のこと

と述べたところ（pp.50-51）などはそれであろう。

1. 8 小気候に対する森林影響（研究例）

人間の大規模な行為，たとえば湿地の排水，継続的な濯概，大面積の森林伐採また

は植林が行なわれると，それによって小気候が影響を受けるだろう，ということは一

般に考えられることではある。しかしそれを実地に（とくに実験的に） 調査研究す

るのには，適当な場所はなかなかなL、。

、ーシ（Hursh(1948））は，アメリカ合衆国テネシー州東南部のカッパ一流域の

3種の土地（1850年ごろから始められた製錬に伴う鉱煙のために自然植生が死滅して

生じた裸地，その周囲の草地，およびその外周の森林地）で，気温，地温，風速，水

面蒸発量および降水量の， 19361939年の観測に基つく研究結果を報告した。（その概

略については，野口（1984)（本誌 No.160）参照。）

local climateとし、う語は古くはマーシュも使っているが，ハー γのこの報告は，そ

の標題にはっきりと‘localclimate' （小気候）とし、う語を用いている。

1. 9 森林影響学の成立

キトリッジ（kittredge(1948））の著書の“ForestInfluences”という書名は，その

内容に鑑みて，『森林影響学』と訳してよいと考えられる。森林影響学は本書によっ

て初めて体系づけられたといえよう。森林影響の定義およびその説明も，キトリッジ

によって初めて丁寧に行なわれたのではないだろうか。ただしその定義は，その本で

取り扱う範囲を意識して書かれており，広く一般的であるかどうかはなお検討の余地

がある（1.11参照）。序文に，「今日なお森林関係者（forester）の多くは，《森林影響》

とL、う語が何を意味するかについて，ぼんやりした考えしか持っていなL、」とある。

また，各章末に要約があるが，森林影響の理解に必要な基礎的で物理的な考察部分

は，章の始めの方にあって，序文でのべているように，それは章末の要約では繰り返

してはいない。
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林内の日射の強弱は林内の気温，蒸発量などに影響するから，森林影響の機構とし、

う観点から重要であるが，日射に対する森林影響の率の変化の幅は，種々の森林影響

のうちでも大きい方である。（同書による。：

1. 10 小気候，微気候

1.6で述べたガイカーの『地表付近の気層の気候』は， microclimateの本と言って

もよ L、。小気候，徴気候という語は人によってその意味する範囲が必ずしも一定しな

L、。また外国語との対応関係がむつかしし。これらの点をよく解説しである本とし

て，吉野 (1961）の『小気候」がある。小気候，徴気候の定義，小地域の気候の調査

研究史がある。歴史時代および観測時代に分け，都市の気候，山岳の気候，森林の気

候についての記述がある。 1986年に新版が出され，内容は増補された。とくに風につ

いて詳しい。

森林影響の研究は，はじめ19世紀のヨー ヨッパでは，森林内外の気候要素の測定値

の平均値の差に基づレて，森林影響を考えることであった。そしてそのとき以来，

『森林の気候に及ぼす影響』という言い方ft，おそらく言葉の上では，当時からその

まま受け継がれてきている。しかし今日では，気候の定義も考え方も少し変わってき

ている。（吉野ほか（1985))

大陸的ないし地球的規模においては，大気候に対する森林影響の問題がないとはL、

えない九しかし，一方において小気候，徴気候に対する森林影響が，重要な問題で

あることも十分認識されなければならなL、。そしてそれは，単に林内林外の測定値の

差を求めることだけでもなく，森林影響学における気候要素の意味は，水の流出に対

する影響を求めるためだけのものともいえないのではないだろうか。（そうし、う見方

はなお残るが，それに限定されるべきではない。） (1.15参照）

＊注） 気候温暖化の問題は，かつてそれを指摘する人、あったが従来の森林影響学ではあまり取り上げられな

かった。しかし今後は無視できなレ問題になりゥつある。

1. 11 FAO (1962）の“ForestInfluences” 

これは， Pavari,Hoover, Kittredge, Van der Linde, Wilm および Fran~ois の 6 人の

論文を編集したものである。自然科学的なものと社会科学的なものとが含まれる。本

書における森林影響の範囲は，キトリヅシの森林影響の定義によるものよりも少し広

い。さらに土壌関係の論文があってもよかったと思われる。このような形で編集され

たものは，関係分野の人々の相互理解に役立つはずである。本書中，キトリッンは

『気象その他の環境因子に対する森林影響』を受け持ち，フランソワは『森林影響の

効用の評価』を受け持っている。本書の訳書として，松尾（訳） (1965）がある。

1. 12 風に対する森林影響

前項 FAOの“ForestInfluences”の第4章では，樹林の防風効果その他生物学的な

面について，ヴアン ダ・リンデによる記述がある。主に耕地や果樹園の防風林また
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は沿道の並木を取り扱っているせいか，『森林外にある樹木』（Trees outside the 

forest）という標題になっているが，その防風その他の効果は森林影響といってよい

ものである。森林影響学でいう森林とは，林業の対象としての森林よりも広い範囲を

考えてよいであろう。

佐藤（代表） (1952）の耕地防風林の研究では，風洞実験と野外実験から，

「6～7mm/s程度の風を和らげる，高さ 2m位の耕地防風林では，適当に風を

通す薄いものの方が機構的に風速の垂直分布より見れば効果的である。」

とし、う。

樹種・季節・林帯幅による種々の条件があるので，一般には密とか疎と L、う言葉だ

けでは判断しにくいが，防風林を正面から見たときの幹，校，葉が覆っている最適密

度は60%ぐらいとの記述がある。（日本林業技術協会編（1971))

WMO（世界気象機構）の防風林ワーキンググループの調査報告にも，多くの資料

がある。（林野庁監修（1971）の中に荒川による紹介がある。）

中島（1963）は日本各地の屋敷林を調査し，風との関係をも考察した。わが国の防

風林関係文献は，『林業技術史第4巻』（日本林業技術協会編（1974））に詳しし、。

1. 13 森林気象学の本

わが国の森林気象学の本には原田（1951）のものがあり，『林内の気温』のところ

でヨーロッパの観測値を引用し「森林の影響」とレう語も用いている。地温について

も種々の記述がある。

川口（1970）は，前に書いた『森林気象学』を再版（1962）する時，『森林物理学

気象編』と改め，それをさらに改訂増補したものである。第 1章第 1節に「本書では

Forest climates ・ Forest influences ・ Forest protectionなどの中から，気象学の言葉には

とらわれず，広く物理学的な面を取り扱う森林物理学の一部として記述した」とあ

る。第5章が「森林の気象に及ぼす影響Jである。

1. 14 用語辞典

《‘for回 tinfluences’という語は一つの術語である》ということは，林学文献および

用語に関する， FAO/IUFRO合同委員会認定の用語辞典（Ford-Robertson (ed.) 

(1971））の記載において明らかである。これに対応させる日本語の用語は，「森林の

影響」か，それとも「森林影響」かとしづ問題は，まだ残ってはL、る。それは単にそ

の語だけについての論議からではなく，森林影響学の展開の中で決められねばならな

いだろう。またそこでの定義の中には，影響の及ぶ対象が挙げられているが，単に

‘climate’ではなく‘micro-climate’という語を用いて示してあることにも注目してよ

い。さらに，《森林影響とは森林による modifyingeffectsである》という考え方は，

わが国でも用いてよいと思われるが，適当な訳語がない。改変効果，変容効果，変更

効果，緩和効果，軽減効果などといろいろ考えられる。
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1. 15 作用（環境作用）と逆作用（環境形成作用）

森林影響には，生態学でいう reaction（逆作用，反作用または環境形成作用を当て

る）として理解される所があることをはっきり述べたのも，キトリッジが最初であっ

たであろう。（ただしこの reactionはタレメ／ツの用法のもの。）そのく反作用〉を生

態学者の見方で分類し，森林の反作用の実例についても述べたものに宮地・森

(1953）があり，また作用（環境作用）と逆作用の関係をよく説明した本には，依田

(1972）がある。後者の p.219には，

「（土壌生成要因の一つである）生物要因では，どの種がその場所に来るかとし、

うことは独立変数であるが，ーたんそこに生物，とくに植物が定着すると，環境

との作用・逆作用により新しい徴気候条件がそこに作り出される。…一」

とある。

沼田（1973）は，「環境形成作用Jを解説し（p.203），森林の環境保全機能という

小節で，キトリッジが『森林の影響』とし、う本を書いたことと，クレメンアが「環境

形成作用」ということをいったこととを，続けて述べ，それらの関係の深さを暗示し

ている（p.154）。 Clements(1916）の‘reaction’（環境形成作用）の定義だけ訳すると，

「環境形成作用とは植物または植物群落がその生育場所に及ぼす効果のことであると

理解してよし、」となる。（森林影響と環境形成作用との少し細かL、関係については本

誌189号拙稿参照）

大後（1977）の本に，そこでいう「微気象」の説明がある。これは外国語でいう

micro-climateに相当することが多いと。（‘micrometeorology’は別の意味になること

がある）。第二章『緑地の微気象』の中に森林の微気象の項がある。森林が林外（こ

の場合は住宅地）の気温にも影響する例として，小石川植物園のことを引用し，空気

の流動でそれを説明している。

1. 16 樹林の防音効果

このことについて，樫山松岡 河合（1977）が，まず研究課題としての問題の所

在を考察した後，森林内の騒音の減衰に関する国外国内の調査例を示した。なお幅の

狭い林帯や生垣による騒音の減衰の調査例もある。

1. 17 『森林学』における森林影響

大政（監修） (1978）の『森林学」は，多くの人の共同執筆になる本である。監修

者大政は，はしがきで森林学を説明して，

「森林という自然物を自然科学の立場から研究し，その成果を体系づけた学問

ということになろうか。」

と述べた。個々には森林影響に着目して書いている執筆者がかなりある。《森林生態

系の中の生物と環境の相互関係》（p.64），「地球レベノレて‘の森林の存在意義」（p.82), 

（土壌動物に対する）「森林伐採による影響」（p.200），「森林の土壌に及ぼす影響」
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(p. 308），「森林が日射に及ぼす影響J(p. 365），「森林が温度に及ぼす影響」（p.

394），「森林の風に及ぼす影響」（p.419），「侵食に対する森林の影響」（p.500）など

である。今仮に森林影響学の範囲内にこれらを皆含めるものと考えると，森林影響学

の体系づけは容易ではない。しかし何かを研究しようとする時は，体系は前以て必要

ではなL、。（ちなみに，わが国の19前世紀末頃は，「森林学」とL、う語を今日の「林学」

とほぼ同じ意味に使ったようである。）

1. 18 “Forest皿 icroclimatology”
この書名の Lee(1978）の本は，第 7章までは，大気の物理的な見方をよく解説し

である。第 8章に森林影響関連のことが多L、。森林の上への降水の量に対する森林の

効果は，これを確認するにも割りヲ I~ 、て考えるにも，従来の実測データだけでは何と

もいえないという（p.197）。‘canopyeffects’，‘forest phenology’その他，用語の上で

注意をヲ｜くものが少なくない。

2. 《降水から蒸発散と流出へ》の過程，並びに侵食および土壊に対する森林影響

注） 森林流峡試験につレてはここで述べる。争くの森林流蟻試験地では気候要素をも観測している所が多い

が，本稿では，モれらにつレては触れる余裕がなかった。

2. 1 熊沢蕃山の言葉

わが国の江戸時代またはそれ以前のものについては，防風，飛砂防止および土砂の

流出防止の歴史（事跡）という点では，収録しなければならないものも多L、。しかし

改めて森林影響学史という観点でみるとき，それらをどのように選択し採録するかと

いうことは非常にむつかしい。それゆえ，江戸時代およびそれ以前のものについて

は，基本的な方針としては保留することとする。ただ例外として熊沢蕃山の言葉を簡

単に引き，他の l文献に言及する。

集義外書巻13（正宗（1978):p. 227）にL、ぅ。

「 今は草木を切り尽くすのみならず。かく Lバまで鋸り申候。きりくし、勺ま

りたる山は，なお以て土砂多く JI＼中に流れ入候。後にとめ山にしても木の根掘り

たる山は，五十年三十年にては草木も有りつかぬものに候 。」

・注） かくい，きりく い ともに木の切株のこと 当時は燃料や松明（たいまつ）用になったよ うである。

なお上記では送りがなを少し補充した。（集義外書の成立はほぼ1679年頃とされてレる。）（後藤 友枝
(1971) p. 584) 

遠藤（1934）は，江戸時代の（遠藤のいう）保護林 （＇、わば広義の保安林）を分類

し，そのもととなる多くの資料をも収録している。

2.2 ヨーロツパの19世紀

ミシェノレ ・ドヴェーズ（猪俣訳） (1973）の『森林の歴史』第 7章『19世紀の林業

革命』（p.97）に，

「大半のヨーロッパ諸国は，以前に比べて，森林の保護，その増加についてき
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えはるかに真剣な配慮を加える態度を示すようになる。というのは，科学の進歩

によって，土壊の維持のために，とくに山岳地帯にあっては，気候と河川の調節

のために， L、かに森林が重大な役目を果たしているかということが明らかにされ

たからである。」

とある。森林影響に関することが論ぜられていた時代のことである。しかしこの書に

は「森林影響」としづ語は出て来なし、。

フランス人 Surellは， 1842年の著書で「森林を仕立てればその土地の流砂を防ぐこ

とができる。森林を失えば流砂のために全くその土地を奪い去られる」と述べたとい

う (JII瀬 （1903）の引用（p.176）による）。 Surellは砂防学の上では野渓の限界勾配

のことをも論じた。

2.3 わが国における最初の森林流域試験

これは東京大林区署管内で行なわれた。その沿革について，木村－山田（1914）の

報告の本論第 1章にし、う。

注） 大林区署は営林局に相当する。

「明治37年 1月22日山発第37号山林局長通牒ヲ以テ「有林地ト無林地トノ雨水

貯蓄量ノ比較」ヲ当署試験事項トシテ指定セラレ爾後水源酒養比較試験ト称スJ

と。茨城県に太田試験地（3試験区）と笠間試験地（3試験区），栃木県に足尾試験地

(2試験区）があった。この報告書には， 1907～1912の観測成果がある。森林の水源

酒養能力についての，方法論的な考え方を明らかに述べてある。この試験は，この報

告書で取り扱った期間の限りでは，後にし‘う並列流域法である。太田試験地の成果

は，玉手（1923）の同名の報告書につながる。（2.6参照）

試験の開始は次項（2.4）のスイスのも のが少し早く，それを見学した白沢博士の

進言によって，山林局がこの試験を指示したのであったが，われわれが現在読むこと

のできる森林流域試験報告書としては，こちらが最初のものとなった。それにおい

て，すでにつぎのように喝破している。

「森林地ト言ヒ草生地ト称、／将又裸地ト称スノレモ結局地上ニ生スノレ植物ノ差異

並ニ之ニ付帯起生スノレ土地ノ内容的及立体的性質ノ変化ニ過キス従テ森林地ニ於

ケノレ降水量対流水量関係ヲ確メ其水源酒養能力ノ意義ヲ決定批判セント欲セハ先

ツ森林ニ付キ其ノ土地積物ノ両因子カ如何ナノレ状態ニ存在スノレヤ及植物ノ差異ニ

伴フ土地／変化ハ如何ナノレモノナリヤヲ明ニスノレヲ要ス」と。

2.4 エンメンタールの流域試験

スイスで19世紀の末年から測定が行なわれていた，この試験結果につレての，エン

グラー（Engler(1919））による第 1回報告書は， 626pp. に及ぶ大冊であり，データ

は1903～1915の期聞を取り扱っている。流域の約97%が林地であった S谷と，約

31%～35%（期間中に増加）が林地であった R谷との比較試験，すなわち後にL、う並
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列流域法であった。結論で，この地方では有林の流域も無林の流域も，流出率は平均

として同じであると述べた。少しでも一般的なことを言おうとしたためか， S谷を有

林地の代表， R谷を無林地の代表のよ うに見なしてしま ったように思われる。エン

グラーはこの報告書の作成に当たって，膨大な資料をまとめることは容易でなく，そ

のため健康を害したとしみ。（片山（1968))

2.5 わが国の森林測候所の成果の一部

森林測候所12ヵ所の林内（ここでは樹冠下）と林外の降水量観測値を，平田

(1921）は樹冠保留雨量の研究として取りまとめた。これは後の英文報告（Hirata

(1929））につながる。（2.8参照）

森林測候所特別報告第8号： 221-228を見ると，わが国の林学関係にも， 1922年に

はすて、に水収支の基本式が紹介されていたといえる。ただし貯留量の変化量の項の記

載は無く ，各項は「多年ノ平均数タラサノレヘカラス」とある。（カ ーノレ・フィッシャ

ー（平田訳つ） (1922)) 

真山 （1923）は，濃霧の際の樹雨によって，林地への降水量の総量が増加すること

を報告した。これはわが国の大台ヶ原のものであるが，アメリカのカリフォノレニア州

Wilson山のFogdripのことは，キトリッジ（1948）の記載にある。

2.6 太田試験地の伐採試験

玉手（執筆） (1923）の，木村－山田 (1914）のものと同名の報告書には，太田試験

地の広葉樹林区で， 19日年8月から1916年6月までに伐採搬出を行ない，その前後数

年間の流出量の比較を行なった結果が述べられる。後にし、う単独流域法である。伐採

後 1～2年聞は流出量が増加することを，伐採試験によって確かめて報告したのは，

世界でも最初でーはないかと思われる。毎降水量とこれに基づく増水量（定義はここで

は省略するが直接流出量の近似値とみてよL、）の割合も，1回の例外を除いて常に増

加した。その他 5項に亙る結論の記述は，今日なお新しい意味を持っと思われる。

2.7 ワゴンホイールギャ ップの試験

アメリカ合衆国コロラド州ワゴンホイーノレギャッフ．て‘行なわれた森林流域試験は，

後にL、う対照流域；去の最初のものである。 Batesand Henrγ（1928）は1911ー12水年か

ら1925-26水年に亙る観測に基づいた最終報告書である。まだ流域試験に関する情報

は少なかった時代のもので，しかも上の期間の毎日の降水量と流出量も，この報告の

末尾に付録として載せられている。

降水量の配分すなわち降雨一流出過程の諸成分値が，伐採によって変化する有様が

示された。また伐採による侵食量の変化についても報告した。伐採前の期間の流出土

砂量は， A流域（対照流域）では年平均で314kg （乾物重量，以下同じ） ' B流域 （伐

採が予定されている）では258kgであったが，伐採（Bのみ）後の期間には， Aでは

年平均で216kg, Bでは1515kgとなった。いろいろの意味でわが国にも（たとえば森
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林治水試験の計画やその後の森林水文研究に）多大の影響を及ぼしたことは明らかで

ある。

2.8 1920年代ないし1930年代

Zon (1927）については1.5でも触れたが，そのはじめのところには，「本書は森林

の水供給（watersupply）に対する関係についての，確立された科学的知識を公平に

収録することを目的とする」とある。アメリカ合衆国の十大河川，ヨーロッパの五大

河JIIの観測値や，スイスの森林流域試験に・ついて述べてある。実際はその初版の時

(1912）までの情報に基づくものである。

その Zon(1927）の全訳である平田（訳）(1928）の『森林と水』において，訳文

につづく「訳者付言」の中で平田は， nature誌の記事の中に，森林と水との関係は，

hydrologyの問題であると述べた記事があることを紹介している。

平田の英文報告（Hirata(1929））は，東京大林区署管内の流域試験の成績および，

各地の森林測候所の成績，とくに樹冠保留雨量に関するものや，大台ヶ原観測所の真

山（1923）による樹雨のこと，すなわち当時のわが国の森林水文研究結果を世界に知

らしめたものである。（ただし「森林水文」という言い方が当時使われてレたかどう

かは分からない。）この英文報告では，‘hydrological・・…’という語は数回使用されて

いる。

平田（執筆）（農林省山林局編） (1933）は，まず森林測候所の観測成果のうち樹冠

保留雨量のこと（平田（1921）参照）と東京大林区署管内の森林流域試験の成果 （木

村・山田（1914）および玉手（1923）参照）とを解説したのち， 森林の流出量調節作

用についての要約的考察や，水に関するヨーロッパの土壌学者の説の引用をしてい

る。

平田（1934）の『森林と水源酒養』では まず二つの節でスイスと日本（太田）

の流域試験，およびワコンホイールギャッ プ （アメリカ）の流域試験を解説する。つ

いで森林の流出量調節作用と題する節で，それらを総括して平田自身の考えを述べ

る。さらに土壌の孔隙や透水関係の文献をも援用している。大綱では前者と似た筋書

きであるが資料は努めて相補的になるように選んである。

「森林水文学」としづ語が， 1934年（昭和9年）の印刷物に載っている。イエー

ハー・ト ・ハーン（1934）のものである。訳者名の記載はないが，資料（武田繁後

(1961）『水利科学』 No.18）によれば，平日1が関係したことが考えられる。

2.9 エンメンタール流域試験の第2回報告

フソレガーは林況良好な S谷は，林況不良な R谷に比べて年流出量が 5%少ないこ

とは事実であると述べ，前任者エングラーの（2.4で述べた）結論には捉われない考

えを示している（ハンス フソレガー著／武藤抄訳 （1937））。フソレカーはすエングラ ーの

時と異なり，日本（玉手（1923））や，アメリカ（Batesand Henry (1928））の，伐採
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試験の結果についての情報を得ていた。多くのところで，「－－ーに対する森林の影響」

とし、う語句が使われている。

2. 10 「有林地」「無林地」という語

ワゴンホイーノレギャップの試験以来，森林流域試験では（とくにアメリカで），処

理流域と対照流域との一対の流域を設け，期間をキャリブレーンョンの期間（処理前

の期間）と処理期間（処理後の期間）とに分けてデータをとる方法が一般的となった。

それはたしかに処理の影響を見る方法としてはきわめて有効である。処理は多くの場

合，伐採であった。しかしこの種の試験に限らず，流域試験で今日までに行なわれた

処理は，（一部に落葉の剥奪などで，土壌状態の変更をしたものや，大木の根を掘り

取った例はあるが，）大部分のものは，林木の地上部だけの変更であった。伐り取ら

れた部分だけて、〈森林〉が構成されていたわけて、はないのにである。

科学的な見方からいえば，林木を伐採しでも，ある期間は森林の一部（または林木

があったときの森林影響）が，根系またはその遺骸として，土壌として，（または土

壌の構造として）残っていると言える。しかし，日常言語では，《樹木を伐採したか

ら森林が無くなった，無林地になった》と言っても，少しもおかしくなL、。それが普

通のことである。この点に，伐採処理によって得られた試験結果の意味について，誤

解が生れるおそれがある。パラドックスが生ずるおそれがある。

薗部（1940）は，伐採処理のあった流域試験を引用紹介した後，

「しかしここに注意すべきことは，これら試験における伐採跡地なるものは，

その土壌の構造においては伐採前と大差がないから，伐採前後の比較を以て直ち

に有林地・無林地の関係を如実に代表するものと言えないことである。」

と述べた（pp.90← 91）。この言葉は， 20世紀後半の対照流域法による流域試験にも，

当てはまるはずである。このことは非常に重要である。これは一見，試験がよいかよ

くないかの問題のようにも見えるが，実は，研究者が構成してレる理論の中のどの部

分に，どの測定値を入れればよいと考えるかの問題であろう。

山本（1934）は本来の無林地の性質と，有林地を伐採したあとの無林地の性質とは

違うものであることを力説した。語の意味には厳密であるはずの科学的試験の報告や

その解説において，「有林地」，「無林地」と L、う語が，安易に使われるようになって

しまったのは何故て、あるかを考えさせる一編である。

2. 11 桜弁の報告

桜井（1937）はその報告（予報）の緒言のはじめに，愛知演習林内の 4個の量水試

験設備は，各流域の林相その他の状況の影響が流出量に如何に現われるかを，横に比

較するとともに，観測年月の経過に従う変化を縦に比較することを目的とする，とい

う趣旨を述べた。自然、の推移の影響をみるという目的はよ くわかる。桜井は，種々の

統計分析を行ない，林相との対応をも見た上で， 「本報告は何故にかかる相違を現わ
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すかの理由の探究には全然触れることなく，単に統計結果のみを掲げた予報にすぎな

し、」と述べた。処理をしない場合は実験的検証は出来す．，統計的検証を考えるほかは

ないからであろう。ただし林木の成長（一つの変化）を，実際上は処理と同様に流出

に関する条件の改変とみなすことができるかどうかは問題として残る。

2. 12 森林の影響と森林の間接的効用

薗部 （1940）の『林業政策（上巻）』については1.7でも触れたが， 20世紀初期ごろ

までのヨーロッパのものや日，米の1930年ごろまでの流域試験の成果についてもよく

記述してある。「森林の影響」としづ語がしばしば使われる。しかしその「森林の影

響」と，表題に「森林の間接的効用」というときの効用との関係は説明されていなし、。

説明がないことについては，われわれはみずからそれを考えてみなければならない。

しかしそれでもなお，論じ得ぬことについては沈黙しなくてはならなし、。

注） ちなみに薗部（1940）の p.66に，「林内雨量は通常林内に小さレ穴を明けて観測する」とある。その場合

の「林内雨量」は，樹冠下の雨量ではなく，平面的に見たときの森林の中の空地の雨量計が捉える雨量で

ある。（「通常」とあるのは，塔の上で測ることも考えられるからであろう。）

2.13 力ウィータ水文学試験地

森林水文学の研究者では，知らない人はいないくらいに，有名になったアメリカ合

衆国 N.C.州のカウィータ水文学試験地の歴史，およびそこで当初から試験の企画指

導に当たったハーシの researchphilosophy＊については， Swankand Crossly Jr. (eds.) 

(1988）の中，ダグラ スとフーパーによる第 2主主に詳しし、。

＊注） ここでは‘researchphilos叩hy’をあえて訳さなし、。〈研究上の指導原理〉という語のもつ固い感じではな

い，人間性に根ざす基本的な考え方か。

ここの当初（1932年頃）からの目的が ‘forestinf!凹 nces’を見出すことにあったの

は，同章中にその語が頻発することからもうかがわれる。ハーシの始めの考えは必ず

しも一対の処理流域と対照流域を用いることに固執するのではなく，各々の単位流域

で，気候，土壌，植生，地下水，および流出などの水文循環の成分について，デ タ

情報を十分に得て， standardizationを行なった後，次の段階で完全な実験的管理のも

とで植被状態を変化させ，その結果をみることであった。 Hursh(1951）によれば，

1951年時点では16流域で処理が実行または予定され， 12流域は対照（control）または

将来用として保持されていた。

カウィータにおける今日までの研究成果の多くを，ここに述べることは困難で，ど

れを選択すべきかもまたむつかしいが，つぎの 1編を記しておくにとどめる。

No. 17流域を処理流域， No.18流域を対照流域とした試験の報告が，フーパ ー

(Hoover (1944））によって発表された。森林伐採（この場合，伐採はしても，樹木

の幹も枝葉の何ものも流域外へは搬出されなかった）（後にしづ皆伐不搬出方式）の

影響を見る試験の最初の報告であろう。報告者フーパ の言葉をヲ｜く。

「…・・・この試験の結果は，森林土壌を維持していて， しかも植生だけが無い状
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態の所にのみ適用されるのでなければならない。しかし植生による保護と，土壌

に対して有機物を毎年供給する作用が無くなれば，結局は土壊構造が破壊され，

浸透能は低下し，水分貯留量も減少して行くであろう。」 ，

2. 14 可能流出量の推定

アメリカのコロラド州フレーザ一試験林で，伐採率の（5段階に）異なる20のプロ

ットを設け，それぞれ林外降水量，遮断損失量，雪面蒸発量，全蒸発散量などを，直

接または間接に測定し，それらに基づいて最後に可能流出量を推定した試験がある

(Wilm and Dunford ( 1948) ）。これは結果的には，可能流出量に対する伐採の影響を

推定したことになるが，計算途中の遮断損失量や雪面蒸発量の推定では，それらに対

する森林影響をかなり考慮に入れてある。

2. 15 侵食と侵食防止

ほぼ20世紀前半のわが国では，「森林の土砂子干止作用」とL、う言葉がよく使われた。

《森林が土壌侵食および土砂の流出を少なくする作用》という意味に用いられたよう

である。薗部（1940）はこれを，「森林の福利作用中最重要なるものであり 」と

述べている。 （p.101) 

伊藤（1942）の『森林と国土』にも，「森林の土砂汗止作用」，「風と森林」，「飛砂

と森林」などの項目がある。伊藤（1967）では，世界各国の森林澄伐に基づく国土荒

廃の由来が採り上げられる。

Kittredge (1948）の，『侵食」の章には，米国の諸地域における加速侵食の原因を

調べた結果が示されるが，過度の放牧や農地の放棄が原因にな っている所が多い。

『侵食防止のための植物』の章では，侵食防止のための植生導入後最も効果的になる

までに何年かかるかも論じられる。（なお2.18参照）

2. 16 重回帰分析

アンダーソンとトロビッツは，侵食量またはピーク流量を目的変数とする重回帰方

程式の諸説明変数の偏回帰係数を求めた。説明変数の一つを，調査した流域の森林性

を表わす項とし，その偏回帰係数の値から，森林影響を推論する方向が探られた。

(Anderson and Trobitz (1949））。しかし著者らはその意味については，慎重なコメン

トを加えている。森林影響の研究上，重回帰分析を行なうことは今後もあると思われ

るが，その真の意味づけは慎重にされる必要がある。

2. 17 釜淵森林理水試験の報告

釜淵森林理水試験第 1回報告 （丸山・猪瀬（1952））は，わが国で，対照流域法に

よって伐採の影響を見出したものとしては最初の報告である。昭和11年に候補地選定

に着手して以来の当試験地の沿革も述べてある。戦後の経済疲弊の時代ではあったが，

20世紀も後半に入り，前途に希望の持てる空気がようやく流れていた。 pp.1 2のつ

ぎの文にも，それが感ぜられる。
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「今日の問題としては，この豪雨時に出て来る水と土の源である森林地帯の荒

廃を復旧することが第ーであることは勿論であるが，同時に水に及ぼす森林の影

響を正しく理解することは，特に戦時中の悪条件のためにこの方面の研究の立遅

れた我国に於ては，絶対に必要なことである。」

2. 18 土壌侵食の研究

アメリカ合衆国では1933年に TheSoil Erosion Serviceが設立され，これは， 1935年

には農務省内の SoilConsevation Serviceに引き継がれる。この頃から同国の土壌侵食

およびその防止に関する研究は盛んとなち，わが国でも当時の雑誌『砂防』 50号

(1936）に荻原が， 岡田， 63, 64号 （1938）に加藤がアメリカの研究を翻訳紹介してい

る。戦後もまた同国の研究に学ぶことが少なくなかった。

川口（1951）は，内外の土壌侵食に関する多くのデータを用い，侵食に及ぼす種々

の因子の影響を見た上で，とくに第4章で，森林と侵食の関係を考察し，落葉落枝や

根系の効果についても言及している。これには，以前の研究（川口 ・山本（1948))

などの資料も用いられている。また分散分析の方法が駆使された。土地の状況または

地被物の種類により，侵食量は10の何乗の寸ーダーになるというその成果と表示法

は，その後よく引用されるところとなった。

この報告から10余年後になるが，難波ー川口（1965）では，堆砂量に影響をもっ主

要な因子として，流域面積，ダム建設時の貯水容量，起伏量，標高，地貌係数，年降

水量，観測年数，森林面積率がとられ，土砂流出に及ぼすそれらの影響が，統計的方

法で追究された。

2. 19 研究抄録その他

丸山・ Jll口（1952）の『森林の治山治水機能に関する研究抄録』は，当時の文献情

報不足を補う貴重なものであった。約200編の園内文献（外国のものの紹介を含む）

を， 1森林と降水， 2林地の蒸発と林木の蒸散， 3.地表流下と浸透， 4.森林と流出量，

5.森林と山崩， 6.森林と土砂流出に分類し 各論文について主要なデータや数式な

どを含むやや詳しい抄録を付けた。森林影響というものを，個々の事象や個々の論文

からだけでなく，それらの集まりに含まれている歴史からも，学ぶことを教えてくれ

るものであった。

玉手（1953）の『水の研究の歩み』は，わずか 3ページではあるが，明治時代，大

正時代，昭和始めから同12年まで，昭和12年より終戦時頃まで，および終戦後に時

代区分して記述した。「森林が流出量に及ぼす影響Jとか，「天然林の伐採が流出量に

及ぼす影響JとL、う述べ方はあるが，「森林影響」としみ術語的な使い方はない。

1933年頃から1936年頃にかけて，岡山県南部の溜池の渇水に関連して， あるいはそ

れを契機として，山本徳三郎と平田徳太郎とのそれぞれの発表論文は， 森林の水源溺

養機能についての論争の様相を呈した。その有様を関係論文からの引用を交えながら
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紹介したのが田中（1958）である。この冊子の pp.3 8に荻原の解説がある。

2.20 著書数編

荻原（1953）の『森林理水砂防』の第2章は，第 1節概説，第2節理水効果，第

3節砂防効果に分けられる。第2節で流域試験の方法を 3種に分けて説明しである。

この本ではまだそれらに対して名称は与えられていなかったが，後にそれらは単独流

域法，並列流域法，対照流域法と呼ばれるようになった。「森林の効果」と L、う語は

本文中でもしばしば使われている。

平田（1957）の『水源地の流出機構』は，その当時外国（主にアメリカ） から入

ってくる浸透，土壌水文，拡水法，ハイドログラフ，流出などに関する文献の要旨を

説明し，解説を加え，また平田自身が発表したものからも引用し，全体として流出機

構を説明するように編成したものである。

太田（1961）は，主に江戸時代までの日本における林野荒廃と治山治水の工法や防

災林などを論じた。ヨーロッパにおける林野保全関係資料の再録がある。

野口（1963）は，目次のつぎの「森林の影響について」としづ短文の中で，「森林

の影響という表題はおrestinfluencesの訳語で 。．」として，ほぼキトリッシによる

定義に準じたことを述べているが，用語の定義または説明なのか，本の表題で示そう

とした本の内容なのかがはっきりしない。その陵昧さが本文にも現われた。

2.21 林学体系の中の森林影響学

吉田（1961）はその pp.44-46に林学の体系を述べ，その中に「森林影響学」とい

う語を用い，その内訳として「森林理水学」と「砂防学」とを挙げた。我が国で林学

の体系を論じたものの中では，「森林影響学」という語を用いた最初のものと思われ

る。しかし，その後はそういう範囲を含めて「森林影響学」とする呼び方は，受け継

がれてはいない。

2.22 土壊の生成

Tezuka (1961）は，伊豆大島における土壌の生成と植物の一次遷移の関係を調べ

た。約1200年前の火山灰の堆積のあるところで，極相の森林が成立していても，まだ

土壌の真の B層は見出されなかった。この島では成熟した土壌断面になるまでには，

最初の極相が成立してから数千年以上を要するであろうとしづ。（p.383) 

2.23 気象学者の目で見た植生の効果

‘meteorological argument’とか‘evaporationas a weather phenomenon’など，ベンマ

ン（Penman(1963））の“Vegetation and Hydrology，，は，気象学者の透徹した見方

と，多くの資料の確実な引用とがあって，示唆の多い本である。第 7章では，世界各

地の流域試験の成果を要領よく整理抽出して比較に便利なように記載してある。

2.24 森林水文学シンポジウムから

1965年にアメリカの PennsylvaniaState Universityで行なわれた森林水文学シンポ
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ジウムへの提出論文がとりまとめられ，『森林水文学』の名に恥じない立派な本

(Sopper and Lull (eds.) (1976））となった。日本の荻原，中野の論文をはじめ，下記

の2編の他，多数の論文と討論記録を収める。

ヒパート（Hibbert(1967））は，世界中の39試験流域における， 29流域の伐係等の

結果（大部分は年流出量の増加）と， 10流域の再造林の結果（大部分は年流出量の減

少）とをまとめた。増加が有意でない場合や，減少が検出できない場合もある。後に

Bosch and Hewlett (1982）が流域数を増して同様の考察をする。この論文で取り扱わ

れる処理は，薬剤枯殺その他も少しはあるが大部分は伐採である。伐採等の処理の影

響を見る試験を総括する意味では，よく整理されたというべきである。しかし伐採等

の処理が不可逆的なものであり，森林の影響もまた不可逆的な性質のものであること

と，処理の影響は森林の影響を推論するための，ほんの一部の材料に過ぎないことを

われわれは考えておかなければならない。

ジンキー（Zinke(1967)）は，アメリカ合衆国における従来の遮断に関する研究を

総覧した。遮断関係の用語について，従来の研究者が行なった定義を引用して比較

し，「それらの多くの定義は，遮断に固有の問題を浮き彫りにしている」と述べた。

科学の研究においても，用語についての少し立ち入った考察の意味があることについ

て，示唆するところがある。

2.25 遮断と浸透

遮断の研究は森林影響の研究の中でも，もっとも古く，ヨーロッパでは1862年ごろ

から手を付けた人があったようであるが まだまた研究すべき問題が残っているよう

に思われる。とくに落葉樹を含む種々の樹種の林が，流域中のある部分面積を占め，

崩壊地などの無立木地の面積も無視できない場合，その流減当たりの年間総浸透量に

関係する流域当たりの年間総遮断損失量の推定など，流域水収支との関係で，つめる

べきところがあろう。

村井 （1970）は林冠および下木によって，降水が林冠通過量，樹幹流下量，および

遮断損失量に配分される有様を，異なる林相，樹種および種々の降雨について明らか

にしfこ。

村井 岩崎（1975）には，地表流下，侵食など種々の現象についての研究が含まれ

るが，とくに，多くの地点での測定に基づいて，「森林でおおわれた土地の浸透能は，

草地や裸地に比べて明らかに大きく，しかも．人為的に撹乱されない天然林や生育の

良好な森林ほど大きし、」とある。

2.26 森林伐採と流出

中野 （1971）の論文 『森林伐採および伐跡地の植被変化が流出に及ぼす影響Jで，

解析の対象になったのは，上川試験地の北谷 釜淵試験地の 2号沢，宝川試験地の初

沢，竜のロ山試験地の北谷と南谷，およびアメリカ WagonWheel GapのB流域の
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6流域であった。地域の異なる六つもの流域に対して，ほぼ共通の方法（対照の有無

で少しは違う）で解析したものは，この時まではなかった。流出といっても，年流出

量，（とくに定義された）各種流出量，季節流出量，月流出量，増水量，および増水

ピーク流量という ，レろいろの流出量について伐採の影響と，その後の地表変化の影

響を見た。伐採や植被変化が流出量に影響するまでの土壌の乾湿や浸透能の変化，融

雪の状態などをも種々考察されている。

2.27 森林水文学の本

丸山（1970）の『森林水文』には，第 1章で水文学の定義，水の循環の解説がある。

以下の章は歴史，調査研究方法，降水，水理，流出， 蒸発散，森林と流出，森林と土

砂流出，森林と水と土，および森林水文と林業となっている。

中野は前記の論文より 5年後に『森林水文学』を公にする （中野（1976））。 10章か

らなる。日本における森林水文研究の経過，森林流域と降水の挙動，降水遮断と増

雨，浸透と透水，蒸発散，土壌水分，流出，水収支，渓流水質，および理水と森林

である。

同年，アメリカではアンダーソンほか（Anderson,Hoover and Reinhart (1976））に

よる『森林と水』が発表される。森林影響学の立場は自然物としての森林の，いろい

ろの影響面を認識すること であるが，この報告書は，副題に 「forestmanagementの

影響」とあるように，かなり技術の立場で書かれている。

日本でもアメリカでも，森林水文学の著書や論文では，「森林の影響」とL、う語を

使ってないことはないが意外に少なL、。決して著者が森林の影響を軽視しているから

ではなく，外に理由があると思われる。その一つは「森林影響」と L、う語は，これを

多用するには，その意味が広すぎたり，学問として古いという印象があるせL、かもし

れない。あるいはとくにわが国では，「森林影響」という語は，まだ明らかに定義さ

れた，または定義するべき術語としては，考えられていないのではないだろうか。

2.28 『地表変動論』

東（1979）のこの書には，「森林影響」という語は出てこないようであるが，読者

にとっては，侵食や植生の不可逆的変化，自然認識の時間単位，森林空間論的視点と

くに環境林の意味づけなど，森林影響を考える上で示唆するところが多し、。

3. 考察

森林影響学史のための文献をどのような範囲から集めるかは，森林影響学の範囲を

どう考えるかによる。森林影響学の範囲如何は，「森林影響」をどう定義するかによ

る。 Kittredge(1948), Ford-Robertson (ed.) (1971），および Hewlett(1982）による定

義はあるが，その細部の表現は少しずつ異なる。新しい定義を試みるべき時が来てい

ると考えられる。
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キトリッジが言うように森林影響学の材料は，いろいろの分野に散在しているとす

れば，もっと広い範囲から資料を引くべきであったかもしれない。しかし，それには

いろいろの問題もある。

森林水文学または森林生態学の中の研究または著書であっても，「森林の影響」ま

たは「森林影響」と L、う語をほとんど，または一度も使わないものがある。「森林影

響」という語が，必ずしもその著者の専門的な分野における用語とは考えられていな

いからであろう。それらでは，「森林の ー作用」という語句を用いたり，‘Soil-

Plant Water Cycle，という語の示す範囲の中に，森林影響が現われる現象を入れてし

まっていると解釈できるものもある （例： S1旧 rrand Barnes ( 1980) ）。しかし，一般

には「森林の影響」または「森林影響」とレう語を使ってないものに対して，その語

を用いてはないが，実質は森林影響のことを取り扱つであると判断するのは，かなり

の危険を含むことである。歪曲した解釈をするおそれも潜んでいる。

わが国の林学関係で用いる「森林の影響」としみ語は，かつてドイツ語圏で用いら

れた官influssdes Waldes’または ‘Einwirkungendes Waldes’の訳語として生れた可能

性が大きL、。しかし現在は，英語の‘forestinfluences’の影響を意識することが多い。

それらの中身についても，古島（1975）が述べたように，「日本の学問の歴史では常

に外国との関係が問題になる」。しかし森林影響学の内容にはも っとわが国の風土に

馴染むものがあってもよいと思われる。史料の取り方に原因があるかもしれないが，

森林影響学はまだわが国には根付レていなし、ように思われる。

あとがき

森林影響学史を，きわめて簡単に記述した。歴史というものの考え方はもとより，

資料の収集，記述の順序に至るまで不完全なものであることを免れなL、。文献は乙を

採って甲を顧みないという，不手際があることであろう。自分の意見を付け加えすぎ

たようにも恩われる。読者におかれては，細大にかかわらずお気付きの点をご指摘，

ご教示くたきれば幸いに思うものである。
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