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山地土壌侵食の研究を回顧する

川口武雄

まえがき

戦前，筆者が旧国立林業試験場（現森林総合研究所）に転勤してからの主要

研究対象は，山地荒廃と森林の治山治水機能の研究であった。当時は，「山崩

れ」と「山地土壌侵食」とは明確に区別されていなく，山地荒廃 l本として取

り扱われていた。

戦後になっても，筆者の主要研究対象は，やはり山地災害と森林の保全機能

など治山に関する研究であったが，土壌侵食の概念が導入されてからは，土塊

の移動 ー流去の「山崩れ」と土壊粒子の移動－流去の「山地土壌侵食」が明確

に区別され，筆者が初めて組織的研究を行ったのは，山地土壌侵食の研究であ

る。したがって，筆者には最も印象の深い山地土壌侵食に関する研究状況につ

いて，長期間筆者との共同研究を行って貰った難波宣土氏 （現日大教授）と筆

者の研究成果を中心として，これに旧国立林試の研究も簡単に加え，年代ごと

に総合的研究と分析的研究に分けて，回顧してみることとする。

なお，旧国立林試の山地土壌侵食の研究としては，筆者らの研究のほかに，

石川政幸氏（現林業土木施設研究所顧問）の北海道十勝岳山麓 社台国有林な

どの土壌侵食の研究，村井 宏氏（現岩手大教授）の東北地方の林地－草地な

どの放牧・森林伐採・森林火災・地被状態別の土壌侵食の研究，などによっ

て，研究の完成に向かつて大きく前進したことを忘れることはできない。

文献は，筆者と難波氏の研究成果のみを，題名－誌名など略記であげるにと

どめたので，その他旧国立林試関係の文献は，『水利科学』209号（1993）の「旧

国立林試における山地荒廃の調査 －研究」50）を参照していただきたい。
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1. 戦前

この時代は，「山崩れ」と「山地土壊侵食」が明確に区別されていなく，山

地荒廃 l；本で調査・研究されていたが，筆者も， 2年間の京大地球物理学教室

への圏内留学もあり，すでに設定試験されていた山地荒廃・森林の治山治水機

能の試験結果を取りまとめた程度で、ある。

(1) 総合的研究

1) 現地調査

八代雄蔵氏により箱根地方の霜崩れ，武田繁後氏により岡山県児島郡地方の

荒廃地が調査されているが，筆者も岡山県児島郡のはげ山調査や神奈川県下の

そだ伏工の山地荒廃に及ぼす影響を現地調査した程度である。

2) 現地試験－測定

玉手三棄寿氏により碓氷川水源地方の流砂，勝谷 稔氏により鳥取県智頭の

有林地の年81.7l/haの泥土流出，無林地の年121.4l/haの砂粒流出，八代雄蔵

氏により山腹工事施工地の斜面変化が測定された。

岡山県児島郡鉾立村に設定されていた土砂崩落試験I）の結果を，筆者が取り

まとめたところ，斜面混播は，侵食量を裸地の 5～20%程度にとどめ，急斜

面，切取斜面のほうがより有効であり，盛土斜面では不十分で土木的施設も併

用するのがよく，また植物地被は，降水だけでなく，風化作用に対しても有効

で，植生が降水・傾斜より侵食に強く影響する，ことがわかった。

岡山県上道郡高島村の高島試験地内に設定されていた地表流下試験2）の結果

を，筆者が取りまとめたところ，老齢林区は地表流の少ない稚樹区より非常に

流出土砂が少ないが，これは，アカ マツ老齢林区の地表流の流下速度が小であ

るのと，老齢林区の土壌は落葉などにより良好な状態で侵食を受けにくい，こ

とによるのではないかと，考えられた。

3) 総括的研究

平田徳太郎氏の「本邦の山地荒廃」の研究があるが，山地荒廃 1本として取

り扱われたもので，山地土壌侵食だけを対象として研究されたものではない0

4) 解説

『山林局治水関係資料』 11号 （1937）に，平田徳太郎氏の「土地侵蝕に関す

る最近の研究」の訳があるだけである。
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(2) 分析的研究

1) 実験的研究

地表流により亀裂から雨裂を生 じ，侵食は傾斜方向に進行する，とし、う八代

雄蔵氏の侵食経過の実験があるが，地表流だけを対象とし，雨滴侵食を考え

ず，土壌侵食全般を対象としたものとはし、えない。

2) 解析的研究

勝谷 稔氏は，無林地の土砂流出は降雨強度が関連し，有林地は降雨総量が

関連する，とし、う。

前記の土砂崩落試験1）の結果では，侵食には降水以外に風化作用なども働

き，月侵食量と月降水量の聞に放物線的関係があり，冬季は風化作用が強く影

響し， 30。斜面は40。斜面の70%の侵食量であり，降水量少ないときは，傾斜因

子が侵食に強く働き，法切は有効である，ことがわかった。 その他，高崎廉雄

氏の土砂流出と降雨強度の関連の研究がある。

2. 1940年代後半， 1950年代

主として浸透水の作用による土塊の移動 流去の「山崩れ」と，主として降

雨－地表水の作用による土壌粒子の移動・流去の「山地土壌侵食」が明確に区

別されるようになり 8），シラス地帯・台地農業地帯など災害地調査も， 山崩れ

だけでなく，土壌侵食にも着目して行われた。筆者らによる山地土壌侵食の統

計的研究，受食性や地被物の機能の実験，など組織的研究も実施されて，山地

土壌侵食の機構や森林と侵食の関係も，しだし、に明らかにされ，侵食に対して

は森林は絶対的な効果を有することが明白になった。

(1) 総合的研究

1) 現地調査

筆者らによる米代川水害調査では4），火山灰土の草生地は地表流による侵食

の機会が多いが，草類の板系でも小土塊を結合して侵食に抵抗する，ことがわ

かった。筆者によるシラス地帯災害地調査では5)6），台地縁端から下の崖斜面

全体を森林でおおい，斜面の流下水のエネルギーを減殺するのがよい，と考え

られた。また，筆者らによる赤城山災害地調査では9），土柱が存在していたこ

とや，崩壊跡地の雨裂の存在で，表面侵食がはなはだ大であり，赤城山の西，

西北側に存在する lm程度の浮石層が露出すると流出しやすい，ことからも，
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地被物特に密な早生草本を仕立てることが必要である，と考えられた。

筆者による北海道の調査では14），布礼別の畑地侵食度2.04に対し林地0.00,

鰍沢の侵食度は畑地1.69，草地1.61，林地0.57で，侵食程度は農地ではガリ ー

にまで進んでいるが，林地はガリーとリルの中間程度で、すんで、おり，森林が侵

食防止に有効である，のを示していた。また，筆者によるシラス地帯や十勝岳

山麓などの台地農業地帯調査では18），台地上の農地の侵食によって台地下の林

地が被害を受けるので，保全的農法などの農地保全を行い，台地縁端－台地下

斜面の全面被覆の林地適正配置，斜面の排水路設置，ガリーの発達防止などの

流域管理的経営が必要，と考えられた。

筆者らによる阿蘇山調査では19），黒色火山灰が，黄褐色火山灰より，粘土比

大きく流出限界値小さく，雨滴侵食に弱し、が，阿蘇山土壌は，赤城山土壌など

に比し 表面侵食を受けやすい，ともいえなかった。また，筆者による伊豆大

島の、治山調査では21），砂漠の侵食による土砂流出があり，ふだんは流水のある

沢は見られぬが，降水時には流水による侵食がはげしく，ガリーとなる所もあ

り，ガリ一頭部の保護，ガリー側壁の植生被覆，ガリーの排水路としての固

定，が必要である，と考えられた。

筆者による北海道の台風水害調査の層雲峡地区では24），火山灰土や火山噴出

岩の風化土は粘結物に乏しく，裸地化すると表面侵食は予想外に大きく，下流

に土砂を流出し，層雲峡発電所調整地容量の約10%が 1年間の流出土砂で埋ま

り，日高地区では25），山地からの流出土砂で下流部の堆砂著しく，水産業に致

命的な打撃を与えるので，土砂流出を防止する森林の活用と組悪林の改善が必

要，と考えられた。

筆者による筑後川流域調査では27），上流地帯の原野の表面侵食が問題であ

り，斜面を森林ネットで被覆することが必要で，森林率高く原野率の少ない流

域に土砂流出少ない，ことがわかった。

2) 現地試験・測定

岡山県上道郡古都村に設定された筆者らの土砂かん止林伐採試験3）では，侵

食量Eは，伐採面積割合を D (0～1), D=OのEをEo, aを常数として， E=

Eorの関係があり，全伐して根株掘り取りすると，全伐区（残存区の16倍以

上の侵食量）の 7倍以上，残存区の120倍以上の侵食量が発生する，ことが知

られた。

山谷孝一氏の御山川の浮泥量測定もあり，また，荒廃地は冬の凍結で侵食が
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くり返され，風で飛散，雨で流出し，地表の常緑草被覆によって防止できる，

とし、う高橋喜平氏の荒廃地の積雪期侵食量の測定もある。

難波氏により，荒廃地の侵食量は23)26)29），年流出表土深が山腹で20～40

mm，崩綾地下端でlOmmであり，荒廃地を100～200年放置すると， 1回の記

録的水害時の流出土砂量に匹敵する，ことがわかった。また，釜測の年流出土

砂量は有林地0.5t/ha，無林地0.6t/ha以上の測定，山谷孝一氏らの北上山系

草生地侵食の測定，白井純郎氏のはげ山の侵食測定がある。

3) 総括的研究

筆者により山地土壌侵食が統計的に研究されJO），山地の侵食量は年1Q I 

mmのorderで，林地 草地，耕地，裸地 （崩壊跡地を除く）の年侵食深

(mm）は，それぞれ10 2, 101, 10° のorderであり，侵食量Eと各因子x,
は， ao, a，を常数， nを因子の数として，

log E=log a0+ ~a, log X, 
,=J 

で示され，また， 地被物の侵食への影響は関連因子中最大て、あり，擾乱されな

し、原生林が侵食が小，火入れ森林・放牧林が侵食大で，侵食防止には，豊富な

地被物のある異齢林・混交林 択伐林がよく，落葉の採取禁止や伐採時に地表

面を荒らさぬことが必要である，ことがわかった。

筆者により， 山地からの土砂流出はII）， 起伏度または地貌係数に比例し，森

林面積率に逆比例するという式で求められるのではないか，と予測された。

平田徳太郎氏の斜面に溝を掘り浸透機会を多くするのがよいとし、う侵食防止

法の提案がある。筆者による治山－森林と山地の土砂流出の関係研究では17)'

荒廃山地 1haからの年流出土砂量は101～102m3で，治山工によって棟地の

20%以下となって，良好な林地の土砂流出と同程度となり，森林伐採面積の増

加で土砂流出は加速度的に増加するので，流域内に優良林地をできるだけ大面

積保持することが，土砂流出防止に有効である，ことがわかった。

井上桂氏 ・石川政幸氏による北海道十勝岳山麓地帯の土壊侵食防止の研究

があり，筆者の森林の治山治水機能の研究にも22），内外の林地と草地の侵食資

料が集められた。難波氏によると，荒廃山地は平時に23），年200～400m3/ha 

程度の流出土砂量がある，とし、う。

難波氏による森林の治山治水機能の研究では30)31），森林の表面侵食防止作用

は山崩れ防止作用よ り顕著で，森林は他の植生より侵食量少なく，良好な林地
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土壌を維持し落葉落枝を供給することが必要である，のが示された。また，ソ

連では32），山崩れより表面侵食が問題で，森林の土壌保護的機能は絶対的なも

のとされている，ことが難波氏によりわかった。

玉木廉士氏によると，瀬戸内のはげ山は，表土の移動しやすい花崩岩地に寡

雨，山林濫伐で発生し，はげ山の土砂はほとんど養分を失っている，ことが知

られた0

4) 解説

筆者により林業技術シリーズの「山地土壊侵蝕』に8），表面侵食と山崩れが

区別され，侵食防止には地被物の存在が重要であり，森林伐採時に地表を荒ら

さぬように注意し，森林の保育・保護が必要である，のが解説された。また，

『森林の治山治水の研究抄録』にも 15），森林と土砂流出の項に山地土壌侵食関

係が筆者により抄録されている。

(2) 分析的研究

1) 実験的研究

難波氏らにより， Musgrave浸透管による土壌の浸透速度を基として考えら

れた土壌の安定指標は12)20），分散率－粘土比と同様に土壌の受食性が判定で

き，地被物の相違による受食性の差も検出できた。

地表流による侵食だけを対象とした斜面上の抵抗物と地表流速の関係の筆者

らの実験13）では，抵抗物の面積が大なほど，抵抗物が斜面の下方にあるほど，

千鳥状の配列は碁盤目状の配列より，減速効果が大きく， 傾斜＞抵抗物の位置

尋抵抗物の面積＞抵抗物の配列の順に地表流速に対する影響が大なこと，が知

られた。

筆者らによる地被物の侵食防止機能実験16)28）では，落葉被覆林地は裸地の 2

割程度，落葉被覆のない林地は裸地の 8～9割の侵食量であり，侵食量の 8割

は雨滴侵食に起因し，侵食量E(t/ha）と傾斜S（%），降雨強度J(mm／ル），落

葉被覆度 C（%）の聞には，

E=5×10-13 s3 I' e O.O•C 

の関係があり，落葉被覆度＞降雨強度＞傾斜の順に侵食への影響が大きく，侵

食防止には，森林の空中部分より落葉落校などの地面被覆部分が重要で、ある，

ことがわかった。
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2) 解析的研究

上野巳熊氏の侵食量と 1時間最多雨量の相関の研究があるが，前記の土砂か

ん止林伐採試験めでは，侵食量Eとー降雨量Pの聞には， b. cを常数として，

E=bPcの関係があり，また，筆者の降雨と侵食量の関係研究では7）， 侵食量は

降雨総量と 1時間最多雨量に重相関関係がある，のがわかった。

前記の山地土壌侵食の統計的研究では10），年侵食量の大半はー強雨－一大雨

で流出し，侵食量E，傾斜S(,%),a・ bを常数として， E=aS6，侵食量E，斜

面長を L, c ・ dを常数として， E=cLd，侵食量E，地被の存在歩合 C(%),Eo 

は C=lOOのE, a を常数として， E=Eoe•< too-c） で示され， 急斜山地では砂質

土壌が粘土質土壌よ り侵食されやすく，広葉樹が針葉樹より侵食防止機能大

で，伐採は択伐または小面積水平帯状皆伐がよい，ことが知られた。

前記の山地からの土砂流出では11），単に森林状況だけを抽出して土砂流出と

の関連を求めることは，誤った結論を誘導しやすく，起伏度を無視できず，ま

た，降水量と関連の深い高度を含む地貌係数を考えるのが適当である，ことが

わかった。

前記の斜面上の抵抗物と地表流速の関係の実験13）では， 流速 Vと傾斜S(%)

の聞には， a・ bを常数として， V＝α5ゅの関係があり， b<lで傾斜増加による

流速増大の程度は割合に緩であり，抵抗物の面積大，位置が斜面下方のほうが

減速効果大であるが，急傾斜ほどその影響は少なくなる，ことが知られた。

3. 1960年代

山地の侵食土砂流出と森林の関係，すなわち，土砂流出と森林率の関係，

地面被覆物－被覆工と侵食の関係，林地・放牧地・傾斜地農業地・森林伐採地

の侵食が研究され出した。 また，開拓と土砂流出防備林の関係も，しだL、に明

らかにされた。

(1) 総合的研究

1) 現地調査

筆者による小笠国有林の解除調査では38），開拓農地への土砂流出防止にも中

腹以上の森林が重要で，中腹以上の保安林だけでは危険であり，東海道線への

影響， 水源地主主その他危険地域を考え，海抜150m以上で地続的－団地的に固

有保安林残存が目安となり， 解除可能面積は小笠国有林の3分の l程度と考え
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られた。

2) 現地試験－測定

石川政幸氏らにより，社台国有林の畑地の年15t/haの侵食量に対し，森林

区は全然流出しないのが測定され，また，林帯幅Lと流出土砂量Dは，減少

係数a，林帯のないと きのDをDoとして，D=Doealの関係があり， aは年数

の経過に無関係に一定であり，豪雨時は 3m幅の林帯では通過土砂量が多い，

ことが示された。難波氏らにより，林地からの土砂流出は41），落葉落枝が少な

いヒノ キ林地が侵食量最大で，落葉落枝の保存と下草の繁茂する新植地が最小

である，のが測定された。

遠藤治郎氏らにより， はげ山の無施工区は年流出土砂量102t/haぐらいで，

治山施工区は年ごとに指数関数的に侵食量が減少する，ことが知られた。村井

宏氏らによ り，放牧地内の休息地は受食度高いとし、う放牧地の侵食，地表を

露出した皆伐区の年20t/ha以上の侵食量に対し，地表を露出しない皆伐区 ・

間伐区は侵食量はきわめて少ないというカラマツ林の施業別土砂流出状況，も

測定され出した。また，小林忠一氏により階段工と地表流下水の関係，小野茂

夫氏により森林皆伐跡地の階段工の機能，も試験・測定された。

3) 総括的研究

筆者による流域管理と森林の関係の研究では33)34），水源地帯の侵食防止に

は，落葉落校など地面被覆物で保護された良好な林地土援を維持し，過度の放

牧や粗放な伐採搬出で林地面を荒らさず，流域の許容流出土砂量以下に抑止す

るだけの森林面積を確保する必要がある，ことがわかった。

土砂流出防備林については，石川政幸氏により，ガリーの谷頭周辺，急斜面

の必要地に20～30mの林帯幅の必要性が示された。また，筆者により，土砂

流出防備林の保全機能発揮に直接重要なのはお），地面被覆物も含めた良好な林

地土壌であり， 林木はその良好な林地土壊を生産，維持する二次的意義を有

し 伐採で蓄積が減少すること よりは，搬出で良好な林地土壌を喪失すること

が問題である，ことがわかった。

筆者により，傾斜地農業地では36），農地が上方，林地が下方にある地域は，

農地の侵食が問題で，農地保全が林地保全にも必要であり，農地の保全的農法

・保全施設の実行に伴い山地保全・森林造成を行い，林地適正配置など流域管

理的経営が必要である，とされた。

筆者による森林の土砂流出防止機能の研究では37），平均年侵食深（mm)
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は，林地0.2，草地0.2，耕地1.1，裸地6.7，荒廃地23.6で，良好な林地は草地

・農耕地より侵食少なしわが国の水源地帯からは年5,000万 m3の土石が流出

し森林面積率の増大で流出土砂量は減少し，森林の荒廃で土砂流出は著しく

増大する，ことが示された。

難波氏らにより，山地流域からの土砂流出については刊），土砂流出量E(m3

/ha）は，起伏度 R(lOOm），年降水量 P(lOOmm），森林面積率 F（%） との間

E=0.474 R +0.292 P-0.118 F+ 2.452 

または，£＝2.743×RP/F-2.409

の関係があり，地形の急な所，降水量の多い所に森林を配置するのが得策であ

る，ことがわかった。

難波氏による森林と山地荒廃の関係の研究では位），荒廃裸地を良好な植生で

おおうと，表面侵食量は1I I 000程度に減少でき，地面被覆物を持った良好な

林地土壌の維持が侵食防止に重要である，ことが知られた。

(2) 分析的研究

1) 実験的研究

難波氏らによる被覆工の侵食防止実験39）では，被覆工は雨滴侵食の防止効果

が大で，侵食量Eは傾斜S，降雨強度I，被覆物の割合 Cとの聞に， a・ b ・ c ・ 

dを常数として，

E=aS11'e-dc 

の関係がある，ことがわかった。

2) 解析的研究

石川政幸氏らにより，北海道の土嬢侵食と凍結の関係が研究され，また，林

内植生の茎 落葉の地表流に対する抵抗は大きく，林床面無植生では， 100m 

の林帯でも土砂が突き抜けるので， 林縁付近は密集した林床にし，ガリー密度

大きく斜面長短い所は，カリ一周辺の林帯を残す必要がある，ことがわかり，

前記の流域管理と森林の関係33)34），土砂流出防備林35），林地からの土砂流出41)

でも，地面被覆物の重要性が示された。

前記の被覆工の実験39）では，被覆物は，土砂流出に大きな影響を与えるが，

地表流下水にはそれほど大きな影響を与えず，被覆工の材料は，落葉 －ワラの

ような屈撰性のある柔軟な材料が地表面との親和性高く効果は大きく，種子の
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発芽を助長するため，被覆工の被覆割合は5割とか6割とかにし急傾斜では

縦置きにするのがよい，ことがわかった。

4. 1970年代

保護樹帯の必要幅が求められ，また，筆者らの研究と併行して，東北地方の

林地・草地で，村井 宏氏らの放牧 ・森林伐採 ・森林火災など森林状態別－地

被状態別の侵食の研究，が推進された。筆者は1970年代後半には旧国立林試を

退職し，林業土木施設研究所に移り，『治山 ・森林防災圏内文献目録』44）の作成

にも当たった。

(1) 総合的研究

1) 現地調査

中野秀章氏による沖縄の森林と水土保全調査のなかで，粘土質赤色土は表面

侵食に弱く，山頂の緩斜地・台地から V字谷への傾斜変換点で、は，林冠や落

葉層の切れ目にリル侵食が見られ，林道の裸地法面，パイナッフ。ル開畑斜面の

侵食が問題である，ことが調査された。

2) 現地試験・測定

東北地方の林地・混牧林・転換草地などで，村井宏氏らにより，裸地年平

均侵食深6.6cmに対し；林地1.6mmで，造成草地の裸地率は， 3。で軽度・重度

の両放牧区とも 1%未満， 25。の重度区は12%前後で，急斜面中腹に裸地が集

中し， 3年間の侵食量（kg/ha）は，アカマツ林地124，カラマツ林地139，不耕起

草地998，耕起裸地27,362とし、う草地転換・放牧の影響，年侵食量（kg/ha）は

間伐林地66.9，地被物剥脱しない皆伐区39.4，地被物剥脱地表露出皆伐区

28,750.6という森林伐採の影響，年侵食深（mm）は，激甚被災皆伐跡地34,

中度被災地11，軽度被災地2とし、う森林火災の影響，が試験・測定された。

岩崎勇作氏らにより， トラクター集運材で，地表露出の重度区，作業道はリ

ノレが発生し，それぞれ4.0, 10.6 t/haの侵食量がある，のが測定された。

遠藤治郎氏らにより，岡山地方森林で，伐採や森林火災で地表が撹乱された

年とその後数年間は，年間土砂移動量は大きくなる，のが示された。

九州地方の林地・草地で，河野良治氏らにより，標準林地（裸地率 0%),

クヌギ放牧林地（同35%），放牧自然草地（同30%），放牧人工草地（同25%)

の夏期4ヵ月の土砂移動量（g）は，それぞれ1,904,2,796, 13,238, 1,925およ
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び3,474(2ヵ所）とし、う畜産利用の影響，竹下幸氏により，皆伐後は流出土

砂量が処理前より著しく増加するとし、う森林皆伐の流出土砂への影響，また陶

山正憲氏らにより，スギ林は伐採後3年目の侵食量増加が顕著で，広葉樹林は

草生繁茂と低木の自然導入で3年目から激減するという照葉樹林左スギ人工林

の侵食量比較，が試験・測定された。

梁瀬秀雄氏らにより，天然林でも地表被覆状態の悪い斜面は侵食が大で，ま

た，年流出土砂量（t/ha）は，ブナ天然林19x 10-3に対し，天然林伐跡地は 7

倍，ヒノキ人工林は12倍，とし、う測定もある。

3) 総括的研究

難波氏らにより， 保護樹帯については43），立木指数と土砂流出距離の関係か

ら，保護樹帯の幅員は， 25°にl.0, 35°に1.5,45。に2.0の安全率を乗じ，スギ50

年生林分の立木指数30を用い， 25。で11m, 35°で21m, 45。で33mが必要とされ

Tこ。

村井 宏氏により，林床が破壊されない限り， 立木除去だけでは表面侵食を

発生せず，家畜の行動頻度高い場所に表面侵食が発生し裸地率5%，地被物

厚さl.5cmを限界として林地保全をはかり，定置方式の林内放牧をやめ，地

被物を一定量保持する輪換放牧を行い，傾斜20～25°を超える急斜地の放牧を

避け，森林火災激甚被災地にはワ ラ伏せ工や簡易土留工が必要であり，また，

ブナは落葉層が堆積しやすく，ヒノ キ，ヒパは林床植生の侵入をはかり， 林地

年侵食深1.6mmtこ対し裸地6.6cmで，林被乏しいほど裸地面積率高い， こと

がわかった。

4) 解説

村井宏氏により，『林業研究解説シリーズ』49号 （1972）の「混牧林施業

と林地保全」のなかに，放牧草地の年侵食量0.1～0.4mmで，放牧区は禁牧区

の2～5倍の侵食発生，土砂流出，土壌保全法が，また，中野秀章氏により，

『林業研究解説シリーズ』 51号（1973）の「森林の水土保全機能とその活用」

のなかに，森林の表面侵食防止機能と落葉層の保護， 複層林冠の広葉樹林 ・針

広混交林の非皆伐作業，道路 ・流路沿いの保護林帯が望ましく，落葉層が保持

されれば針葉樹人工一斉林も問題はない，とし、う侵食防止法が，解説されてい

る。

筆者による『治山・森林防災圏内文献目録』刊のなかに， E荒廃 1.斜面の侵

食， v.森林の荒廃防止機能，荒廃防止工法 1.(1）表面侵食防止工法， 4.(1）表面
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侵食・土砂流出防止作用，四森林の保全施業，保安林 1.(2）土砂流出防備林と

して， 1975年までの土壌侵食関係の文献が集録されている。

(2) 分析的研究

1) 実験的研究

村井宏氏の落葉地被物の侵食防止実験では， 100mm/hrで 1時間0.1t/ha 

以下の侵食量にとどめるには，厚さ lcm前後の落葉被覆量が必要であり，岩

崎勇作氏のライシメータ一実験では，裸地区の年侵食量29t/haに対し，林木

区 －牧草区は僅少の侵食量であった。

また，小林忠一氏らの植被・地被別の侵食防止実験では，植被率の増加につ

れ侵食量は指数関数的に減少し，植被率0.3kg/m2で裸地の侵食の 8～17%,

植被率1.2kg/m2で裸地の 1～2%となる，ことがわかった。遠藤治郎氏らによ

る表面侵食防止工法の実験もある。

2) 解析的研究

前記の保護樹帯の研究ではり），急斜地て‘立木指数が大きいほど土砂流出は減

少し，草本指数も大きいほど土砂流出は減少するが，立木に比し効果は劣る，

ことが示された。

5. 1980年代以降

筆者は1980年代前半には文献目録の充実，解説シリーズの執筆に当たり，

1980年代後半の林業土木施設研究所退職後は森林の土保全機能の総括的研究に

専念した柑）47）則。また，北海道－東北地方などでは，旧国立林試 ・森林総研の

現役研究者により，ブナ林と侵食の関係，林地転換草地の侵食の研究，土壊侵

食に関する解析的研究，など種々の研究が盛んに行われた。

(1）総合的研究

1) 現地調査

梁瀬秀雄氏らにより，北上山地では，放牧のための天然広葉樹の伐採・火入

れで，山頂付近の緩斜面のササ類が衰退しシパ草地化して荒廃地となり，また

放牧2年で急斜地・休息地・牛道の地表露出が目立ち，大谷義一氏により，牧

野樹林の小ザサの地下茎網の発達は貧弱で，牛道の裸地が流出土砂の生産源と

なる，ことが知られた。
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2) 現地試験－測定

北原 曜氏らにより，林道切取法面の侵食量，林地を草地化すると，全孔隙

量－透水速度は減少すること，岩崎勇作氏らにより，土壌流亡量は耕起草地＞

不耕起草地＞天然林地＞シパ草地の）I頂に大であり，村上公久氏らにより，大き

な連続降雨では，林床の保たれた残置林と庇陰林で林床の破壊された放牧区と

では，侵食量に著しい差がある，が測定された。また，竹内美次氏らにより，

広葉樹林を伐採し草地とし放牧すると，侵食量は伐採後増加し，保護林帯残存

の造成放牧草地は造成前の流出土砂量の 3倍であるが，林帯残存しない草地は

40倍にもなり，大谷義一氏らによ り，放牧斜面は，下層植生の根系密度小さ

く， 牛道の発達顕著なほど年侵食量は多い，のが測定された。

北田正憲民らにより， トラクター集材で地表は撹乱され，異常な土砂流出を

起こしやすく，多量の流出土砂があるが， 2～3年経過すると集材直後に比し

著しく減少する，ことがわかった。

3) 総括的研究

河野良治氏によると，侵食防止には，スギ，カラマツ，アカマツの壮齢林か

落葉広葉樹とし，択伐作業また小面積帯状皆伐が望ましく，伐採木の枝葉で地

表面を被覆するのがよい， とし、う。

加藤正樹氏により，林床植生の被覆度高いほど土壌の移動量少なく，被覆率

50%でも林床植生除去区の 2分の l程度の移動量であり，また荒木誠氏によ

り，伐期の一斉林を間伐して樹下植栽した複層林，伐期の複層林を主伐した下

木林は，皆伐新植地より，土壌保全効果勝り，適度の除間伐保育した一斉林は

複層林と同じであり，竹内美次氏により，年侵食量はブナ天然林を基準とし

て，天然林伐跡地は 7倍，ヒノキ人工林は12倍であるが，いずれも裸地の

0.1%以下であり，森林が良好なほど流出土砂は少ない，こ とが示された。

その他，岩元 賢氏によ る深層風化花崩岩地帯の山腹緑化工の土砂生産抑止

効果，服部重昭氏らの林地被覆がヒノキ人工林の侵食防止に及ぼす影響，の研

究もある。

『森林の公益機能に関する文献要約集』47）の重点的・結論的なことを筆者によ

り簡単に要約した「森林の水土保全機能（Il）」刊）のなかで，侵食・土砂流出に

ついても，森林の影響，森林の機能，防止に望ましい森林とその取扱いが総括

的に要約されている。また，筆者による「森林の土保全機能の研究を顧み

て」刊）のなかでも，森林の表面侵食防止機能・土砂流出防止機能の研究の変遷
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状況が総括的にまとめられている。さらに，筆者の「旧国立林試の山地荒廃の

調査・ 研究J50）のなかでも，表面侵食・土砂流出について旧国立林試の研究状

況が総括的に述べられている。

4) 解説

前記の筆者の『治山・森林防災圏内文献目録』刊を， 1975年以後の追加，脱

落などの訂正で補完した補遺集45）が出され，『森林の公益機能解説シリーズ』

5号の「森林の土砂流出防止機能」岨）のなかに，筆者により I.森林は，表面侵

食による土砂流出を防止する， Il.森林は，流域における土砂流出を防止する，

として，森林の侵食－土砂流出防止機能が解説された。また，『森林の公益機

能に関する文献要約集J47）では， I .2.森林の土保全（荒廃防止）機能のなかに，

筆者により表面侵食 －土砂流出について，森林の影響，森林の機能，防止に望

ましい森林とその取扱いが総括的に要約されてしる。

(2) 分析的研究

1) 実験的研究

岩崎勇作氏らのライシメーターによる実験では，カラマツう っ閉区では裸地

の侵食著しく，伐採した裸地にブナを植栽すると，ブナの生育に伴い侵食防止

効果が高ま った。

2) 解析的研究

有光一登氏によると，伐採時の地表変動は中部急斜・下部に大きいが，伐採

後は大きくなく，斜面下部の林内雨の衝撃による飛散が大きく，また，筆者の

年侵食深の予測は10），その後の測定でも大体合致し，地被物は，薄くても地表

面を裸出させない程度であれば，雨滴の衝撃を完全に消去でき，森林火災によ

って植被状態が裸地に近いほど，侵食量は増加する，ことがわかった。

陶山正憲氏によると，降灰地帯では，裸地は地表面の凹凸が発生しにくい

が，林地は降灰と降雨の分布が不均一で，降灰リ ングの形成とリ ング欠壌で水

みちができ，表面侵食されやすく，落葉層厚く受食性低いクロマツ林とするの

がよい，ことが示された。

あとがき

以上，筆者らの研究を中心として山地土壌侵食の研究を回顧したが，旧国立

林試の山地土壌侵食の研究も，50年以上の経過によって，完成に近いといって
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もよかろう。なお，ここでいう山地土壊侵食は，表面侵食や平時の土砂流出を

指し，主として山崩れによる土石流などの災害時の土砂流出は含まれていな

し、。
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