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スイス『保安林重点報告』

山県系光晶

古 井戸宏通

本訳稿（以下単に「報告」）は，古井戸が森林総合研究所在籍中に分担調査

者となった2003年度「森林吸収源としての保安林管理情報緊急整備事業」（林

野庁治山課）の一環として，スイス連邦環境森林景観庁『保安林重点報告』ワー

キングペーパー［2003年 1月16日版］ (Bericht Schwerpu叫（tSchutzwald. Arbeト

tsdokument, Version 16. Januar 2003, BUWAL (SAEFL））を， ドイツ語圏の

森林法制に精通した山県系光晶氏に訳出していただいたものである。

1990年代以降，環境問題が地球的規模に拡大しているなか，「持続可能な森

林経営」を実現するために国家が果たすべき役割が鋭く関われている。ここで

19世紀後半以降の欧州山岳地域の林政をあらためて振り返ると，国土保全のた

めの農牧利用規制~ （行政警察法的森林法）から造林の技術指導（第一次世界大

戦後の農業会議所の設立等）へ，さらに第二次世界大戦後の針葉樹造林へのイ

ンセンティヴの本格的付与へと変遷してきた。 1970年代後半以降の酸性雨問題

の顕在化や1990年代のリオデジャネイロ・サミットを契機に，過去のトウヒ一

斉造林への反省が生まれた今日においては，高標高地域での既成造林地の更新

とこれを図書する山村経済の疲弊や獣害問題に代表される課題群に対し，広く

市民の理解を得ることを前提とし，補完性の原理に基づく欧州、｜・国・地域によ

る共同助成やこれと少なからずリンクした環境政策的な観点の導入，狩猟団体

との利害調整等が図られている。

こうした政策の方向性を背景として欧州では，国の重要な役割のひとつであ

る全国を対象とした森林計画（NationalForest Programme，以下単に「NFP」）

の策定について，欧州森林保護閣僚会議や欧州森林研究所などにより， a.NFP
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策定への市民参加， b.他産業セクターとの連関をも視野に入れた目標設定， c

地域文化や経験知の重視， といった計画の基本指針とその具体化や， dNFP 

の実施過程のモニタリング・評価といった計画手法等が検討課題となり，一部

の国ではすでに NFPの策定に至っている。

諸カントン（州）の連合体からなる分権国家であるスイスにおいて，全国を

対象とする連邦森林法は20世紀初頭には制定されていたものの， NFPの策定

は2004年を鳴矢とする。この NFP策定を決定づけたのは，『法的計画に関す

る報告1999 2003』Berichtiiber die Legislaturplannung 1999-2003の「2.4

環境と社会資本～目的 7 『スイスの持続的発展』戦略に基づく環境・運輸・エ

ネルギ一政策Jであり，そこでは連邦森林法の改正とともに数年間を計画期間

とする全国計画の策定が謡われている。その後，2000年 3月の連邦環境森林景

観庁の連邦森林政策に関する文書によって政府内における取り組みが開始さ

れ， 2001年 5月9日の連邦環境森林景観庁の指令によってこの取り組みが本格

化されることとなった。

スイス林政当局は， 1）林地， 2）森林保護， 3）木材利用， 4）生物多様性，

5）保安林 Schutzwald,6）森林施業の経済的活性化， 7）レクリエーション，

8）教育・訓練，の 8つの分科会を設置した。このうち「保安林」分科会は連

邦環境森林景観庁の PGreminger博士を長とし，専門家，全国の行政担当者，

鉄道当局などの利害関係者等，計18名のメンバーからなる。

本「報告」は，この「保安林」分科会によるワーキングペーパー（WP）で

ある。 2003年10月末においては，同名の WPとしては2002年 5月15日の「草

案」版と，今回山県系氏に訳出していただいた2003年 1月16日版の 2種類（とも

にドイツ語）が web上に存在した。 2007年 1月24日現在， web上では，これ

らの WPをもとに2004年に完成したスイスの NFPの本文が存在し， WPは削

除されたようである。この意味で本「報告」は，スイス NFP策定における「保

安林」分科会の検討内容を記録に留める貴重な資料となっている。

従来，スイスの保安林政策は，島田 （1956）が指摘したように，農民の林野

開墾を規制する代わりに保安林にのみ造林補助金を支給するといった徹底的な

インセンティヴの付与をその特徴とした。 Blotzer( 1992）による と，同時に

スイスの特徴である強い分権性から「保安林」「非保安林」の区分が専らカン

トンに委ねられた結果， 20世紀初頭に70%程度だった保安林率が， 1992年には

95%にまで拡大しその結果「保安林」「非保安林」の区分の意味が薄れてし
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まう。遡ってすでにスイス山林会は1943年にこの区分の廃止を連邦政府に要請

しており， 1983年のカントン上級フェルスター会議も「保安林と非保安林の区

分の止揚」を提言していた。 1991年森林法 （中村訳 （1995）参照）で，法文上

「保安林」「非保安林」の区分がなくなったのはこうした流れをうけたものだが，

だからといって，今後も保安的機能をもっ森林に対する特別の規制が完全に放

棄されることはありえないと Blotzerは予言している。一方，志賀（2003）は

1991年の森林法以降 「スイスのほとんどの森林が保安林化し，現行の連邦森林

法では保安林に関する規定が削除され，保安林に課されていた皆伐禁止措置が

全森林に拡大」したとし，保安的機能の多寡にかかわらず支出される政府の助

成金（1991年森林法35～37条による）をカントンレベルで、実証的に分析してい

る。しかしながら， 1991年森林法にも，「保安的機能を有する森林」について

のカントンの保育義務 （20条 5項）と，これに対する国の保育措置費用助成規

定（38条 l項）が存在することが旧来の保安林制度との関係においていかなる

意味をもつかについては十分に論じられていなかった。

本「報告」は 「保安的機能を有する森林」の整備指針を示したものであると

いえる。「保安林」を含めた 8分科会の作業をもとに策定されたスイスの NFP

においても，「保安林」整備の戦略的優先順位は高く，「5つの優先目標」の第

ーに「森林の保安的機能の保証」が掲げられ，水質保全も第三の目標に含まれ

ている。慣習的－制度的に従来指定されてきた保安林と，機能的にみて重要な

保安林とをあらためて峻別したとき，後者の維持・整備をめぐるさまざまな課

題は，「欧州の水源」を自認する山岳国であり交通手段の確保を生命線とする

観光国でもあるスイスにとって依然、重大であることがここにみてとれる。他の

分科会との関係に配慮した記述が随所にみられるのも興味深し、。スイス林政史

を研究する上でも，山岳国林政における保安林整備の現代的意義を考える上で

も，本「報告」は貴重な礎石となろう。読者は日本との共通点の多さに気づか

れるかもしれない。国際比較に資するため一点だけ補足しておくと，スイスの

場合，保安林に限らず全森林が，志賀の指摘したように「皆伐禁止」であると

同時に， 「原則転用禁止」である。したがって，保安林指定による所有者への

規制は主として上物である林木の利用・施業方法に対する規制なのであって，

土地利用規制が緩やかで保安林のみ転用規制が強くそれゆえに私有林での指定

が困難である日本とは事情が大きく異なる。この点を蛇足ながら指摘して序文

の結びとしたい。
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1 問題提起

I. 1 今日の保安林の現状分析一弱点について

。保安林は多くのスイス国民の経済基盤ならびに生活空間を守っている

国内の山岳林は百万人以上のスイス国民の生活空間および経済活動領域を雪

崩，落石，土石流，洪水から守っている。

過去の125年に，持続性原則に基づいた森林維持政策のおかげで，かつて濫

伐された山岳林は自然の危険に対する生物学的な防御の盾に築きあげられた。

そして，その維持は山岳地域にと って生存を左右する重要な意味をもっている

のである。

人聞がかくも森林に依存せざるを得ないところは，山岳地域とアルプス山麓

をおいてほかにはどこにもない。成長し続ける圏内ツーリズム産業は，欠くこ

とのできない便益の給付を保安林所有者の行う仕事から得ている。保安林は，

10万人以上のスイス人の雇用の場を守っている。同時にまた，保安林及び禁伐

林は圏内交通の通行可能性ならびに山岳地域およびアルプス山麓を抜ける通過

軸を保証しているのである。

その一方で「慣れっこになって，びっくりしなし、」としづ状況がみられる。

なぜなら，国民は森林の保全機能のもつ高い価値を今日ではあまりに知らなさ
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すぎるからである。安全に対する森林の便益の給付は，多くの国民から当然の

こと，天与のこととみなされているのである。

。保安林は地表を被覆することで自然災害を防御する

山地の峡谷にある生活空間および経済活動領域を雪崩，土石流，落石，地表

浸食から将来にわたって守るために，保安林は欠くべからざるものである。そ

れ故，安定して健全な保安林の維持は，官公庁と森林所有者と， 山岳地域を利

用しこれを通り抜け，あるいはまた森林の保全に頼らざるを得ない者との聞

の連携の中心的関心事なのである。

保安林は持続的な防災システムであり，かつ地表を被覆し経費的にも有利な

システムである。このシステムは個別のケースにおいてのみ土木工学的措置で

補完されるが，しかし，これによって全く同じ機能が置き換えられはしない。

かくして，適時適切に管理した場合の山地における保安林の作用は，これに対

応する土木工学的な措置に比べて 5倍から20倍も経費的に有利なのである。こ

れとは逆に，森林の防災能力には限界もある。だから保安林があらゆるケース

で土木工学的措置を代替できるわけではない。

山岳地域における保安林の安全に関する便益給付を持続的にもたらすことの

前提は，構造的に安定した永続的な成長と，時宜をえた更新である。それは目

的を志向した保全林の管理－保育を規定する。

＠保安林の管理・保育はお金がかかるものであり，かつまた，経費を賄うこと

のないものである

保安林の便益の給付を永続的に保証することは，木材からの収益すなわち保

安林経営の最も重要な収益によ ってはカパーできない経費を生じさせることと

なる。公共の福祉を守ることに寄与している保安林の管理・保育に必要ではあ

るが，この木材収益によってはカバーし得ない経費については，森林所有者に

負担させることはできないものである。

現在のところ，スイスの森林面積のおよそ25%は，交通路のためであるか居

住地域のためて、あるかは別としては，森林の下部にあるものを保全している。

そうした保安林の便益給付のために，連邦とカントンと地方公共団体

Gemeindeは，過去10年に約 5億スイスフランを投資した。現在のところ連邦

は自然災害に対する防災を持続的に確保するために年平均3000万スイスフラン

を支出して約500の保安林プロジェクトを支援している。

。自然災害に対する防災のための安全に関する便益の給付を持続的にもたらす
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ことは，今日でも，将来においても確保されていない

第二回の全国森林資源調査は1999年に行われ，次のような結果であった。

＊山岳林の継続的な更新は確保されていない。なぜなら，更新林地が引き

続き減少しているからである。そして，それは，風害や雪害に対する森

林のぜ、い弱性を高めることにつながっている。

＊標高の高いところに広がる地域では，生態系にと って重要な樹種である

モミや山岳カエデが獣害の危険にさらされている。

＊落石防止保安林の11%および雪崩防備保安林の42%しか防災機能と高い

安定性を示していない。 土砂崩壊，河岸浸食などのエロージョンプロセ

スを間際で止めている保安林種の保安林にあっても，同様の状況にある

といえよう。

＊森林自体の諸害による被害の程度，林分の健全性および（あるいは）林

分の更新状況は， 雪崩，落石，土砂崩れ，エロージョン，洪水および土

石流に対する防災機能が多くの場所で今日のみならず将来も確保されな

いことを示唆している。

19世紀に濫伐されて立木本数も蓄積も乏しくなった山岳林から， 一斉単層林

型の構造がよく見られる蓄積の豊かな林分が発達してきた。現地の実態にあっ

た適切な保安林の管理がなされていない場合には，多くのケースでその防災面

での有用性は低下し続ける。 1999年に各カントンの林務官に対して行ったアン

ケートは，約123000haの保安林が「手入れを必要としている」としづ結果を

示している。このことは， BUWALにとって，もし各カ ントンがそのために

必要な財源を補助金で用意するのであれば， 今後10年聞は毎年5000万スイスフ

ランから6000万スイスフラ ン見積もらなければならないことを意味する。現在

用意されている連邦予算と比べて約 1/4から 1/3に相当する額が多くなるの

である。その場合に，「保育等の管理の優先度」が高いのは，交通路の上部に

ある保安林ならびに渓流の直接的に影響を及ぼす区域内にある保安林である。

それらの保安林の暴風に対するぜい弱性は，樹高が高くなるとともに，また樹

体が重くなるとともに増してし、く。このことは，たとえば木が転倒したり根の

土壌緊縛部分が緩んだ場合には，渓谷に沿った、河岸の浸食を加速することにつ

ながるのである。
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。保安林は自然災害から守るだけでなく，林産物も生産する

自然災害の防災とならんで，保安林は，環境にやさしい原料品である木材や，

キノコ，木の実などの食料品も産出する。かてて加えて，保安林は，同時にま

た土壌や飲料水も守ってし、る。森林の多種多様な産物のメニューは，社会によっ

て消費されるほかのすべての生産物同様に，価値の変化の下に置かれている。

今日では，エコロジカルな価値が増していて，これが重要になる一方で，経済

的な価値は重要性を幾分失っている。

第 2回全国森林資源調査によれば，プレアルプス地方，アルプス地方及び南

部アルプス地方で、490万m3とL、う年間森林成長量に対して，毎年の木材生産は，

340万m3にすぎない。このことは，山岳地域の森林蓄積が過去10年間に約1590

万m3増加していることを意味する。かくして，蓄積が過大に形成されたが故

に保安林の安定性が揺らぐというリスクが，保安林の便益の給付にそれ相応の

影響をともなって高まっている。極端な場合には，森林は，その下部に住む者

ないしは下部にある財物にとって危険になることもおこりうる。加えて，建築

用材であるか，包装用材であるか，燃料材であるかは別として， C02中立の

原材料品である木材の利用についてのポテ ンシャルは，木材が環境にやさしく

かっ持続的であるにもかかわらず，ほとんど利用されないこととなる。

原材料品「山岳木材」の利用は， さらに山岳地域において維持する価値があ

り，かつ，強化しうる付加価値創出の連鎖的結合のための基礎を提供する。数

千名の雇用の場がそれに依存している。すなわち，生き甲斐のある生活のでき

る山岳地域が存立するための基盤のひとつなのである。

O経済的発展

林業経営体は，アルプス地方では1982年以降，黒字経営から赤字経営に転換

した。これにともなって，必要不可欠な保安林の保育等の管理の確保への関心

も低下している。山岳地域での伐木集運材にあっては合理化の潜在的可能性が

厳しい地形条件の故に限られているとしづ状況も，事態を難しくする方向に作

用している。コストを下げる潜在能力は，小規模の経営体からなる経営体構造

によ って規定されている。木材生産の可能性がこのように限られているので，

この結果，保安林の管理への財政的資金の調達は，継続的に確保されねばなら

ない。

水利科学 No.294 2007 



104 

保安林のもたらす便益の給付についての要請は，今日に至るまで基本的

には変わっていない。指標となる戦略の中心にあるのは，これまで同様に

保安林のもたらす便益の給付の持続的かつ効果的な確保である。

1. 2 動向分析一保安林を道づれにした旅はどこへ向かうのか

1. 2. 1 保安林を取りまく情勢

。社会の発展一辺縁地域とその立地的な短所

辺縁部で進行している過疎化は，結果として山岳地域の地域住民や地域社会

の要望をなおざりにし過小評価することへとつながっている。公的な資金や

施策の効果と効率を向上させることに向けて，合理化の戦略がとり続けられね

ばならない。

山岳地域の立地の不利性に対する資金調達は減少している。なぜなら，今日

の情報化社会，車社会，余暇社会にとって，地域聞の連帯は価値を失っている

からである。地域聞の連帯は，自然、災害の場合にのみ効果を発揮するようになっ

てきているが，ここにも減少傾向が確認される。

居住地や交通路の安全と防災の要請は増大しているが，そうした要請は，森

林所有者や財政力の弱し、地方自治体およびカントンではもはや担いきれなく

なっている。それらは，競争力のある公的サービスについての財政負担能力の

限界に達していて，これにともなってさらなる立地的不利が起きているのであ

る。

森林の諸機能の意味は，それが景観の要素として下部に住む住民・社会の役

にたっているのか，あるいは雪崩に対する直接的な防災として役に立っている

のか，はたまた，土砂流出などの災害が起こらないような健全な流域の維持に

資するものとして下部住民・社会を稗益しているのかは別として，判然とした

ものではない。このことから森林のもたらす便益の給付についての要求もまた，

複合的なものとなっている。

過去何世紀もの聞に，スイスでは森林に親近感を抱く心情が醸成されてきた。

そして，この国民の心情は，価値観の変化によって大きく左右されるようになっ

てきている。今日では，エコロジカルな価値が最も重要になっている。 18世紀

及び19世紀の1870年代までは，森林の量的な維持と並んで，木材生産と自然災

水利科学 No.294 2007 



山県長古井戸 スイス「保安林重点報告』 105 

害に対する防災が最も重要であった。そして，これらを基礎として森林造成戦

略があったので、ある。

森林が多少なりとも自然に近い状態になるように，森林をそれ自体の推移に

ゆだねるとし、う傾向，そしてまた，これには経費がかからず，あまつさえ森林

備蓄の造成に対しては公的部門から資金的な報償があるとしづ事実は，保安林

の管理の必要性を評価するに際して，国民の心情をぐらつかせている。

森林維持政策は森林造成戦略を土台にして今日に至っているが，今後は，達

成されたものを維持すること，万一の場合にはこれを補い，改善することが将

来において大事である。何十年も追求されてきた森林造成戦略は，森林の機能

に応じて分化した維持戦略にその席を譲らなければならない。

。増加する森林蓄積は，保安林の便益の給付の場合には継続性を阻害する

1876年の最初の森林行政立法が施行されて以降，山岳地域では，自然災害に

対する防災の給付能力のある防御の盾が造成されてきた。その更新の緊急性が

高まっている。増えた森林蓄積を保安林の管理く保育：手入れ〉の枠組みのな

かで減少させ，適切な更新を図ることによって，安定した森林構造，かつまた，

安定することによってそれ相応の防災上の便益給付を持続的にもたらす森林構

造がっくり出されなければならない。

第 2回全国森林資源調査の結果は，自然、災害に対する森林の防災上の有用性

が将来は条件付きでしか確保されないことを示している。スイスの山岳地核の

森林蓄積は毎年約 7%増加しており，「世界の中でもトップの位置」にあるが，

この事実は，今後何年かは大きく変わらないとみられる。出発点としなければ

ならないのは，わが国の保安林の林分は最小限の保育等の管理と蓄積の減少が

なければ単層で一斉林型のものとなり，それとともに不安定さを増していくこ

ととなるということである。その結果は，保安林の防災上の便益給付が減少し

続けるということである。なぜなら，更新のための十分な数の孔状の面があっ

て，多様性を持つ林分構造の森林だけが継続的な防災上の便益給付を保証する

からである。不安定性が増す結果，転倒した木々によって交通路に沿った保安

林，渓流に影響を及ぼす流域にある保安林及び居住地の上部にある保安林は，

それ自体が危険な状態になりうる。さらにこのことは， PRに努めている保安

林の防災上の便益給付のイメージをふたたび傷つけることに必然、的につなが

る。これまで国民の中に広く培われてきた森林に対する肯定的な心情の維持は，

保安林の将来のかたちについてのイメージの細分化が進むことに取って代わら
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れるかもしれない。林務行政組織やその代表者たちのイメージに与えるマイナ

スの影響もあり うる。

。保安林は景観のかたちと発展の一部をなす

わが国の国民と外国人観光客は，スイスの森林のもつ小面積で色彩の変化に

富む多様性と，森林と畑や牧場がモザイク状に交互に変わっていくさまを高く

評価している。皆伐を禁止しているがために，スイスでは峡谷や水源地域く流

域〉は， 国境を接している国々とは違った様相となっている。 すなわち，それ

らの国々に見られるような，合理的な伐採 ・収穫と更新を可能にはするが，大

面積でチェスの競技盤のように格子状に配列された模様の伐採面によ ってでき

ているのではない。そうした合理的で，「きめの粗し、」森林施業と保安林管理

へむけた展開は，これまでスイスで追い求められてきた，自然保護や景観保全

の要求についても考慮した多様に機能する森林維持戦略をこれまで以上に損な

う可能性があるといえよう。

農業において絶え間なく続く構造転換は，結果的に山岳部や丘陵部からの農

業の撤退につながり，さらにこれと結びついて，土地や森林の利用の粗放化並

びに保育等の保安林管理の粗放化になつながっている。その結果は，山岳地域

における森林面積の増大である。かくして，森林面積はユラ地方では約1.6%.

プレアルプス地方では約2.6%，アルプス地方では約7.6%，南部アルプス地方

では約5.6%増えた。農業的利用のもとに置かれなくなったか，あるいはまた，

資金や人的資源が不足しているが故に自然保護上の管理がおろそかにされてい

る山野の面積の増加傾向は，絶え間なく続いている。そのよ うな傾向の行き着

く先は，長期的には景観の「陳腐化」であろう。これを回む前提となるのは，

少なからぬ額の財政支出である。

。環境が森林に与える影響も不安定化のリスクとなっている

暴風や豪雨，異常な乾燥期などの極端な悪天候現象の増加に現れている気候

の変化によって，保安林は増大し続ける負荷にさらされている。さらに，特に

交通の要衝にあって交通の影響を強く受ける場所にあっては，さらなる物理的

ストレスを意味する環境負荷が加わる。それらは，保安林の安定性を囲む構造

的な要因である。

。自然災害に対する防災の力である経済

山岳地域の維持のための公的資金は，農業，林業， ツーリズム，エネルギー，

洪水に対する防災など個 の々部門ごとの関心事に向けて投入されている。これ
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に対応して，この数十年間に縦割りの体制が組織化されてきたのである。この

ことは，相互が有機的に関連するよう専門的観点から決められた目標の実現に

向けた，統合的な山村振興策がないことを意味する。計画と実行と監査は，縦

割りで行われている。このことは，組織の面で連邦政府についても各カントン

政府についても当てはまる。縦割りの組織構造は，たとえば自然災害の場合の

財政の流れで明白となる。官僚主義的ではない，型にはまらない，そして複雑

ではない迅速な支援が再三にわたって要望されているが，そうした国や公共団

体からの支援は，縦割り構造によって困難なものとなっている。

観光客も，山岳地域では自然災害に対する防災を必要としている。しかしな

がら，その一方で彼らは，流行のスポーツを森林内で行い，野生の支配する静

寂な空間をかき乱すのだが，こうした行為は保安林にあっては「修復すること

が」 困難な 「害」にしかならないのである。

現存する自然災害のポテンシャルを土地利用計画的手段で、回避しようという

国や公共団体，公的保険制度主体の側からの圧力が増しているにもかかわらず，

ことに居住地域では物価上昇によって被害のポテンシャルが，そしてまた，そ

れとともに自然災害に由来するリスクが増大している。

かつて多くの山岳部地方公共団体において校舎や道路の建設のための財政基

盤となっていた山岳林，それと同時に自然災害から住民や財産を守っていた山

岳林，そして，だからこそ基本財産として望まれていた山岳林は，今日では多

くの森林所有者にとって負担となっているのである。農業経営体にとって森林

は，昔は農耕や牧畜の作業が暇になる時期には結構な副業収入を可能にしたも

のであるが，現在では農業経営体もまた，山岳林での肉体を酷使する作業に対

する関心を失っている。

新しい伐木集運材技術の開発は，山岳林においても作業の合理化を可能にし

ている。しかしながら，その種の手法の効率的な投入の前提となるのは，大面

積の箇所への投入の可能性なのである。

1. 2. 2 林業内部の情況

。所有構造は効率性及び実効性を高めることを困難にしている

森林所有関係は，山岳林にあっても零細な所有構造によってかたちづくられ

ている。だれもが森林に立ち入ることを許されているとし寸事実にもかかわら

ず，今日でもなお多くのケースで森林所有の境界は，所有規模がどうあれ「経
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営の境界Jをなしている。所有の境界を乗り越えた集約的な協業は，最近では

大風害「ロタール」 の際に見られたように，せいぜい風害時に「活況」を呈す

るだけである。小規模の所有構造は，峡谷や流域の利益に対応した統合的，全

体的な施策・措置の計画策定や実現を許さないのである。

。厳格であるが細分化していない森林維持政策は，保安林を管理しようという

心構えに影響している

厳格な，そしてまた，農山村地域と人口集積地域との間あるいは森林の豊富

な地域と乏しい地域との聞に差異のないような森林維持政策は，林務行政が山

岳地域で行っている森林維持や林産物生産などの森林利用のための支出がなぜ

必要であるのか，あるいはそうした支出が適切で、あるかということを調べさせ

る契機となっている。このことはまた，保安林の保育等の管理にむけた努力及

び国や公共団体を通じた資金提供に悪影響を及ぼすかもしれなし、。

。永続な保安林からの便益給付の条件となる，最適かっ立地条件に適した，自

然に近い安定的な森林構造の維持

永続的であり，かつまた，地表面を被覆した保安林からの便益の給付は，稚

樹にはじまり成熟し年老いて朽ち果てるまでの，森林の自然、にまかせた生成老

死のサイクルとは対極にあるものである。

この生成段階に応じて，生態系である森林に対して然るべき適切な干渉をと

ることができる。この場合に大切なのは，目的とする防災上の便益給付の観点

から自然そのものの循環を最適に利用し，かつまた，これを強くかく乱しない

ことである．

過去数十年を振り返ると， 1970年代に入るまで，アルプス北部に発達する砂

岩，頁岩，泥灰岩からなる地層て、形成された流域の造林のために国や公共団体

によ って支援された莫大な支出が行われた。目標は，土砂崩れや地滑りしやす

い不安定な斜面を安定させることと，流域から出る洪水の高水量を抑えること

であった。多くの場合に造林の主要な樹種として利用されたのは，必ずしも立

地条件に適していないトウヒであった。

同じようにトウヒは， 1980年代に入るまで「収穫のチャンス」を理由に森林

所有者から非常にもてはやされ，かくして，本来広葉樹が植えられてしかるべ

きであった標高の高い地でも樹種の多様性はほとんど進まなかった。それ故，

そのような自然状態とはかけ離れた林分て、は，立地により適合した林分に向け

ての改良の余地がある。そして，このことは，長期的には土壌の改良にも役に
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立つのである。

野生動物の食草圧力は，依然として保安林の天然更新にマイナスに作用して

おり，保安林にと って重要な広葉樹の樹種や白モミが林分の構成種となること

を阻んでいる。これらのことも出発点としなければならない。森林所有者と林

務行政担当者と「狩猟」関係者の三者が，社会的な要請にも配慮しつつ密接に

協力することが必要である。

。保安林の管理は損失を生む仕事であるーー林務行政組織網には発展の可能性

がなおもある

山岳地域で、は手作業の合理化に向けた可能性が限られているが放に，木材収

益とその生産経費との聞の差異は拡大し続けている。すでに1960年代末ころに

は，多くの伐採作業地で木材収益は生産コストをカバーしておらず，そして，

この結果，多くの森林所有者にあっては，作業が容易で林道もよく入っている

林分だけに限って伐採・ 木材収穫が行われることとなったのである。道も通じ

ていない急な流域の森林や，渓流沿いの森林は放って置かれてきたが，このこ

とは災害の誘因となる，根が洗掘された木による危険を生むことにつながって

いる。

静けさ，休養，多様性，自然など，社会から高く評価されている山岳林の理

想的な便益の給付は，これをお金に換えようとする努力にもかかわらず，市場

で流通させることは困難である。

森林所有者にとっては，木材部門であろうと森林部門あろうと地域的な価値

生産の連鎖的結合を構築するための共同事業を行おうとしづ刺激は，もともと

ないのである。

長年培われた組織のネットワークと，この聞に山岳地域の林務行政組織に蓄

積された体験や知識については，その価値が過小評価されている。それらは，

将来，森林の境界を越えてより良く活用することができるものである。林業に

向けて整備されたネ ットワークは，地域に根を下ろしたものであり， 地方公共

団体や土地所有者と強い関係にあ り，さらに，土地や自然に関する知見ならび

に観察によって得られた，ほかにはないような情報資産を駆使している。その

ポテンシャルは，将来さらに利用され，必要な場合は整備されねばならなし、。
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1. 3 2015年における出発時の様相 一 発展

。社会の状況一伝統が将来を形成することを妨げている

保安林が生む便益の給付は，依然として社会の必要に対応したものとなって

いる。経済的理由から木材生産は意味を失ってしる。景観形成への関心，生物

多様性の促進，人間や動物にとっての安らぎの空間，自然、体験としての森林。

それらは新たな社会経済的挑戦で、あり，保安林はこの挑戦に対応しうるものと

なっていなければならない。そうした主張を文書で、表現し，戦略的に世の中に

明らかにしていくことが必要である。

過去125年に発達してきた，森林の維持のための法律実務。これに基づいて

構築された林務行政組織。ならびに連邦国家制度をとるスイスにおける森林所

有権の意義。この三者は，連邦ーカント ン，地方公共団体， 土地所有者相互の

聞の新しい役割や使命の理解に向けたさらなる発展を妨げている。過去は，将

来への信頼よりもより重みがある。

流域の今日的な要求及びその将来形成については，森林に関するものであっ

ても，そうでないものであっても，教育や研究の分野ではほとんど注目されて

いないとしづ情況があるが，このことは，幅広い層の支持を得た，将来に向け

てのさらなる発展の妨げとなっている。

。経済の様相一保安林は全体の一部であり，景観の一部であり，かつ流域の

一部である

一般に保安林は，山岳地域の，多かれ少なかれ人が住んでいる流域の一部で

ある。それとともに，保安林は，下部の住民や財産の保全に，景観の形成に，

そしてまた飲料水の保全や土壊の保全に寄与し，流域の生物多様性を高めてい

る。そうした森林のもたらす便益の給付を住民やその生活圏の要求に長期的に

適合させていくことは，大事なことである。指針となる計画と，相互に調整の

とれた地域ごとの森林発展計画 Waldentwicklungsplan及び景観発展計画 Land-

schaftsentwicklungsplanがその基礎となる。その前提は，十分に散在している

小面積の更新面をも った，森林とし、う生態系の更新能力である。

森林蓄積とその発達は，保安林にあっては，防災上の便益給付を持続的にも

たらすことを保証する蓄積水準にある。つねに災害の誘因となる根が洗掘され

た木は，定期的に行われる総合的な流域管理と渓流沿いに行われる保育等の保

安林管理を通じて最小限のレベルまで減少している。

C02中立の環境にやさしい原料品である木材については，環境保全上代替で

水利科学 No.294 2007 



山鯨 古井戸 スイ ス『保安林重点報告』 111 

きる場合や，全体的な得失からみて経済的な意味がある場合には，山岳地域に

おける木材を基礎とした価値創出の連鎖的結合を首尾一貫して促進することに

よって一層その利用が図られている。

。安全のコスト一自然災害に対する防災の総合的方針はパブリ ック・サービ

スである

保安林からもたらされる安全に関する便益の給付の確保のために必要な財政

資金は，国や公共団体によって持続的に使えるようになっていなければならな

い。財政資金は限られたものであるということから出発しなければならない。

これに対応して，使用できる資金を用いて効果的に最大の成果を達成できるよ

うな道を見つけることが必要である。

保安林からもたらされる便益給付の確保のために予防的な事業に投資するこ

とは，十分やりがし、のあることである。なぜなら，保安林にあっては，そうし

た投資は，土木工学的な施策よりも安上がりだからである。土木工学的な対策

のために財政資金を用意するよりも，予防的対策のためにこれを用意すること

の方がより難しい。なぜ、なら，実施された投資の成果を短期的に，あるいは中

期的に証明することができない分野だからである。予防的事業は，被害を限定

的なものにし被害を防止することに寄与するのであるから，おのずと成果を

証明することは難しいのである。そうした事業によって防ぐことので‘きた件数

と量以上の被害が，実際には起きているに違いないのである。

保安林の保育等の管理は，地域の要求と調整した上で、行われるものであるが，

自然災害に対する防災のために最も優先して投入される措置のひとつである。

保安林の保育等の管理をさらに合理的なものにすることを可能にする次のよ

うな刺激が得られ，基礎が生み出されているはずである。

＊所有の境界を乗り越えた共同作業

＊雪崩，落石，土石流，洪水その他の危険なプロセスに及ぼす保安林の影

響の限界並びに保育等の保安林管理措置の効果の限界に関するより良い

知識

＊立地に適合し，かつ，保安林管理の要求に照準を合わせた保育等の管理

技術並びに伐木集運材技術の発展，及びそれらに付帯する技術的装備（た

とえば機械）

＊木材マーケッティングの最適化
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保安林機能を享受する者は，もたらされる便益の給付を経費面で分担してい

る。

O組織の情況一縦割りによる問題解決から，各段階ごとに適正であり，かっ

統合化された計画と実行への道

連邦，カントン，地方公共団体及び森林所有者は，連携して峡谷や流域の人

命や価値ある財産の保全を確保している。自然、災害に対する保安林の防災上の

有用性の維持は，人命や価値ある財産の保全のための統合的なリスクマネーシ

メントの一部となっている。土地利用計画づくり，土地の利用並びに組織体制

に関する施策の有用性の維持もまた，高く寄与している。

連携して行う任務の実施にあたって，効率性や， リスク的に見て適正であっ

て，かつ高い費用対効果を促すため，企業経営的な思考と実行の諸原則が取り

入れられているはずである。

国は，生産者と消費者との聞の仲介役的な機能をますます引き受けるように

なっている。その前提となるのは，だれがと’の種の保安林の給付に利害を持っ

ているかについて判明していることである。

林務行政組織は，統合的な「自然災害管理Jに与り，森林とし、ぅ土地利用の

境を越えた国土の形成に寄与できるようにするために，山岳地域の統合的な流

域管理の諸目標にあわせたものとなっている。しかしながら多くの伝統と歴史

は，組織のさらなる発展と想定しうる新たな内容に向けた動きを妨げる働きを

している。加えて林務行政に染みついた「規制的森林行政」のイメージ，並び

に，木材等の生産とし、う要請と保全とし、う要請，なかんずくエコロジカルなも

のの保全とし、う要請，これらを同時に充たすというジレンマは，さらなる発展

を容易ならざるものとしている。

2 ビジョンと目標

2. 1 ビジョン

保安林は，山岳林の一部であり，景観の一部であり，渓流や河川や湖沼もあ

る水源地域く流域〉の一部であって，特に山岳地域においては大切な生活空間

経済活動空間の維持のために大きく寄与している。
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保安林の価値は，第一義的に自然災害に対する防災，自然、的原材料である木

材の生産， C02の固定，景観の形成並びに土壌及び飲料水の保全にある。それ

らの価値は，社会から公認されている。そして，国や公共団体からその維持に

資金が出されている。

防災上の便益の給付と安全を産み出すことは，連邦，カントン， 地方公共団

体及び事業所所有者及び森林所有者の聞の共同任務である。この任務は，防災

や安全に向けた取り組みが行われる地域（流域）において，環境保全的，経済

的，社会的，かつ安全技術的な諸基準に基づいて成果を上げている。

森林というエコシステムの循環過程を最適に利用することができる場合に

は，災害ポテンシャルを回避するための予防的な措置が土木工学的な対策措置

より優先して採用されている。

保安林からもたらされる安全に関する便益の給付は，統合的な「自然災害

ー リスグ管理」の一部となってる。この自然災害ーリスク管理の目標は，

人命や財産を費用的にも効果的に自然災害から守るというものであり，スイス

全土の観点からも比較に耐えうる安全水準と優先度に従って個別の目標が配列

されている。

防災上の便益の給付と，それにともなう安全に関する便益の給付は，企業経

営的な原則に準拠して，また，これにふさわしいように整備された組織によっ

て産み出されている。

地域の管轄官庁は，人命と施設を守るために，相互に調整のとれていてリス

ク的に見て適正な，流域における統合的自然災害及び土地利用管理に配意して

業務を行っている。

生き甲斐のある生活ができる山岳地域を維持するために，価値創出の連鎖的

結合・山岳林材という「環境価値」は，奨励金などの制度をもって助成されて

いる。
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2. 2 目標

表 1

目標 20日 指標

1.保安林一防災機能の充足

1 a 水源地域の保全のための防災上の便益

の給付が持続的に確保されている こと

＊居住地及び交通軸が保全されている ＊通行止めの交通路の数

こと ＊交通路及び居住地にあっては，被害の程度。

＊管理が行き届かず手入れの遅れてい 保安林内で手入れの遅れている箇所のない面

る箇所について，かなりの部分が回 積の割合、もし くは， 手入れが行われている

復していること 面積割合の増加

＊未更新の部分が減少していること 保安林内の未更新部分のない面積割合の増加

＊保安林内の野生動物による食害が滅 保全作用にとって重要な主要樹種が十分に更

少しているこ と 新している面積割合の増加 （NAIS)

1 b 保安林のもたらす便益の給付がスイス ＊国民の中での保安林のもたらす保安便益の

全土で社会に知らしめられ，社会に公 給付の知名度

認されていること ＊最小限の保安林管理のために使用可能な資

I原

持続的保安林管理NAIS

2.保安林一統合的な自然災害リスク管理

2 a 保安林のもたらす防災上の便益給付は 統合的な自然災害リスク管理の確保のための，

統合的な自然災害リスク管理の重要な 水源地域を対象とした地域拠点機関の数

部分となっていること。この統合的リ

スク管理は，分散型で効率的な組織モ

デルに基づいて機能していること

2 b 保安林の施業は、所有の違いを越えた， *ha当たりの保安林施業コスト

効果的 ・効率的な森林所有者組織をつ ＊複数の所有者を包含した組織の数

うじてなされること。この組織は，奨 ＊便益の給付とその効果に対して支払われた

励制度によって助成されること 金額

訳注 NAJSとは Nachhaltigkeitund Erfolgskontrolle im Sckutzwald （保安林における持続性及び成果

のコントロール）の略語。
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3 戦略及び施策

注： 施策の文書化にあたっては，最初の案が重要である。

3. 1 保安林一保安機能の充足

表2

目標 1a 水源地域の保全のための保安便益の給付が持続的に確保されていること

戦略 施策

1 a 1 奨励制度に重点を置いた国家保安林 ＊連邦とカント ンとの聞の行動計画の同意

行動計画の枠組みののなかでの活動 ＊地域段階での抜本的なプロジェクト及び組

計画助成及びプロジェクト助成 織モデルについての助成

＊保育等の森林管理及び森林の更新を促進す

るための奨励制度としての NAISの定着化

（便益の給付と効果への支払い）

1 a 2 モニタリング制度の創設 （政視と コ ＊モニタリング制度の創設 （監視とコントロー

ントロール） ル）

＊質について：保安林現況調査の実施（更新，

保育及び食害の状況）

＊野生生物生息現況を地域的に適切なものと

するための，保安林に特化した森林・野生

生物戦略の創設

目標 1b 保安林のもたらす便益の給付がスイス全土で社会に知らしめられ，社会に公認

されていること

戦略 施策

1 b 1 保安林がもたらす便益の給付能力の ＊使益給付に対して公的サービスによって行

観点からの，関係者，パートナー． われる支払いの基礎としての保育等の管理

国民の感性を高めること がなされた保安林の定量化

*NAISラベルの創設

＊保安林の諸機能の持続的確保に向けた国家

的な保安林キャンベーン

＊学校， NGO，諸団体との協働
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目標 la b 流域の保全のための保安便益の給付が持続的に確保されていること。保安林の

もたらす便益の給付がスイス全土で（特に政治的な意思決定をする者の中で）

知られ，公認されていること。

戦略 施策

1 a b 1 ノウハウの確保とその移転、特に学 ＊教育・研修コースの助成

際的な教育・研修や、市町村もし ＊知見の交換の促進

くはカントンの垣根を越えてなされ ＊普及サービスセンターの創設

る知識の交換の強化などを通じたそ

れらの実施。アルプス地域における

国際的な知識や経験の蓄積の活用

3. 2 保安林一統合的な自然災害リスク管理

表3

目標 2a 保安林のもたらす防災上の便益給付が統合的な自然災害リスク管理の重要な部

分となっていること。この統合的リスク管理は分散型で効率的な組織モデルに

基づいて機能していること

戦略 施策

2 a 1 部門間の垣根を越えた連合の促進 ＊協働の可能性の確認

＊他部門とのコ ンタクト及び情報の流れの強

1t 

＊部門間の垣根を越えたプロジェクトの実行，

これに対する共同の資金供与については事

務の簡素化が図られていること。

＊先導的プロジェクトの実施のための奨励措

置の創設

2 a 2 流域における統合的な自然災害リス ＊先導地域ないしは先導地区の選定

ク管理の隊保のための権限ある地域 ＊権限ある地域基幹センターの助成のための

基幹センターの創設 奨励制度の構築

＊将来の発展の潜在能力に関する土地所有者，

私企業及び 「国」との間の議論

水利科学 No.294 2007 



山蘇 古井戸 ．スイ ス 『保安林重点報告』 117 

目標2b 保安林の施業は，所有の違いを越えた，効果的・効率的な森林所有者組織を通

じてなされること。この組織は，奨励制度によって助成されること

戦略 施策

2 b 1 保安林の施業の効率性の向上 ＊保安林施業の効率的な技術の投入，特に木

材運送の場合の効率的技術の投入

＊構造上の枠組み規定条件 （共同事業の場合：

人と機械）の改善

＊保安林保育等の管理，必要なインフラ給付

並びに自然災害の防災のための技術的措置

のための諸資源を， 相互に調整のとれたか

たちで組み合わせて投入すること。

＊各地域における「価値創出の連鎖的結合：

木材Jの助成を通じて保安林から産出され

る木材の利用を促進すること

目標 2a b 保安林のもたらす保安便益の給付は統合的な自然災害リスク管理の重要な部

分となっていること。この統合的リスク管理は， 分散型で効率的な組織モデ

ルに基づいて機能していること。保安林の施業は，所有の違いを越えた，効

果的 ・効率的な森林所有者組織を通じてなされること。この組織は， 奨励制

度によって助成されること。

戦略 施策

2 a b 1 統合された自然災害リスク管理に ＊議論の場となる組織 （流域ごとに）

係る意思疎通及び感性の強化 ＊市町村， カン トン，連邦，土地所有者及び

私企業関の，専門領域を越えた知見の交換

2 a b 2 「統合されたリスク ・資源管理」 ＊この目的に適した大学及び技術専門学校に

の教育・研修における定着化 対する教育の提供

＊流域に関係する研究及び山岳地域の持続的

発展の理論の促進

＊教育対象となるものの構築及び文書化

（古井戸：東向大学院農学問学問林政学研司

山県議：林道安全協会専務理事
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