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1.はじめに

現代社会において環境保全や自然災害などの様々な観点から環境問題への社

会の関心は高く，森林の諸機能に対する期待も大きい。森林があれば洪水も渇

水も起こらず気候も緩和されるという概念は広く人々に抱かれてきた。また世

界の水資源の確保の重要性も指摘され (Oki& Kanae， 2006)，水源、j函養機能

に対する期待は大きい。サントリーやコカコーラなどの企業も，森と水に関す

る発信をし啓発活動を進めている O

しかし森林は水を消費する。植林をすれば水は失われ，木々を伐採すれば河

川流量は増える O これらのことは人々の直感や賠待とは反するかもしれない

が，多くの研究で確認されていることである o I蒸発作用や水資源かん養機能

についての非科学的な神格化は，今もなお根深く続いている」と蔵治 (2010)

が指捕しているように，現代においても未だ森林水源j函養機能に対する社会の

期待と研究者の認識との隔たりを解消しきれていない。従来，研究者は例えば

Bosch & Hewlett (1982) (.lj、下， BH82論文と記す)などの研究例を根拠とし

て，森林は水を消費することを主張してきたが，なかなか一般社会に浸透しな

い。しかし現代においてもコンクリート貯水ダムの機能を森林で代替できるか

どうかが問題の論点とされるなど，i可を議論すべきなのかという基本的な説明

を研究者が怠ってきた点も指擁されねばならない。

このような森林の水源洞養機能についての研究者と一般社会との認識の;jffi離

は，健全な環境保全を実現していくための建設的な議論の大きな詰寄となって

いる。歴史をi引1平けば， 1914年の林業試験場研究報告の序文に「世間の人々は

森林の水源泊養機能を高く評価し治山の必要性を主張しているが，その機能

の根源の理は明らかにならないままになっている o (中l絡)このままでは国家

百年のχ計を誤る…...J (現代訳は，遠藤， 2002) と記され，森林と水に関す

る社会と研究者の認識の希離は約百年前に既に指摘され解消されないまま現代

に至っていることがわかる O このことから，社会が抱く森と水への期待は強固

な構造・基盤を有することが示唆され その一方研究者が示す研究成果は社

会を納得させるだけの説得力を持ち得なかったこともまた示唆される O

人々の森林への関心はますます高まり，国民目線での森林水源j函養機能の評

価に応えられるだけの情報発信が研究者に求められている今8，森林水iJJ目指養

*干IJ 干 !.~t i¥o.32-1 2012 
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機能に対する社会の期待と研究者の認識との隔たりを，最早，放置するわけに

はいかない。この百年間，社会は森林と水への期待をどのように高めていった

のか? そしてこの百年間の研究者の取り組みの研究方向・研究方針のどこか

に無理はなかったのか，今それを検証する時期にある。

日本森林学会の2011年大会においてテーマ別シンポジウム『森林水源iOO養機

能の研究方向・研究方針を問う r交わりの流域情報jから「結びの流域情

報jへの転換 iが企画された。 (7件の講演と討論が予定されたが， 2011年 3

月の東日本大震災の影響で大会は中止となり，テーマ別シンポジウムも実現し

なかった。)現象を精級化することなく観察し解析し発信していこうという認

識を高めるための啓発活動ふ重要な取り組みであり，今自のシンポジウムは

そのひとつであった。まず現地観i泌をどう設計すべきか，現象をどうモデル化

すべきか，精度はどうするのか について考えたい。さらに社会にどう発信

し，どう説明しどのように社会の期待に応えていくのかについて議論を深め

たい。

今号の水利科学誌の特集「森林水源踊養機能の研究方向・研究方針を跨う j

は発表予定だ、った講演に加筆し散に問うものである。水利科学誌に感謝申し上

げる。特集の冒頭を担う本稿では，まず森林水源酒養機能に対する社会の期待

の基盤と構造を明示し次に森林水源調養機能の研究手法の問題点を指摘す

るO そして特集に寄稿して漂いた各論文を紹介し 社会と研究者の認識の活再生

解消に向けての方向性を示したい。

E 森林水源j函養機能に関する社会と研究者の認識の詑離の実態

1. 森林水源漁養機能に対する社会の期待

林業試験場からの最初の水文関係報告書(木村， 111閏， 1914) の緒言には，

71'(源j函養機能の根拠を学術的に証明できていないが水源調養保安林は乱設され

てきたという警鐘が記されているが，それ以前から既に学校の教科書で¥森林

水源詔養機能が紹介されていた。抑えば， 1901年の高等国語讃本女子用教科書

の第二ト課「山林の恵Jでは f若し111に樹木なき時は，河の水源，常にi図れ，

一旦大雨あらば，忽ち洪水となりて，出を流し家を破るに歪らん。Jと，森林

の有無という板端な事例を用いて説明している O また， 1901年の小卒農業教科

オ，f'J科学 No.324 2012 
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第二十課山林の効用(上)では「山林には，此れ等の外に，尚ほ大な

る効用あり O 水源を養ひて，よく，皐魁と洪水との患を防ぎ，又，よく気候を

和らぐる事，是れなり。山林は，樹木茂りて，日光をさへぎり，且つ，概ね高

処に在るが故に，其の中は，自ら冷かなれば 水蒸気のこれに触るるもの，自

ら凝りて，雲となり，霧となり，又，雨となる。随ひて，山林地方には，常に

雨多し。山林に降りたる隠は， fj'!f根に支えられて，地中に浸み，枝葉に蔽はれ

て，蒸発せざるにより，其の水の一時に流れ出でて，洪水となること少なく，

徐ろに，湧き出でて，泉となり，小川!となりて，里々をうるほす故に，皐魅の

患を少からしむ。jと洪水と皐魁の両方の防止効果を指摘している。

学校の教科書に記載されれば，人々に疑問のない事実として‘浸透していく。

2代3代と経てば，親も祖父母も知っている常識となってしまうのであるO こ

うして森林水源調養機能への期待は揺るぎのない確固としたものとして，社会

に培われたのであった。この原点は， 1897年に制定された森林法にある。保安

林の名称として森林法に明文化された森林の水源調養機能は，確立された事実

としてその後の政策・制度の前提とされた。森林法の整備が急がれ，その後も

愛林運動や植林政策など関が積緩的であった理由には，深刻化する荒廃や災害

への対誌という動機ももちろん大きかったが 欧州諸国の例に倣い私権の制伎

や私有財産への干渉などという政治的な事情からの動きでもあった。わが国に

はもともと森林を水源として捉える思想(それは江戸時代の制度の名残でもあ

った)があったため，森林法に据われた水源j函養機能を受け入れることに疑い

はなかった。森林があれば洪水も渇水も緩和されるとする森林水源酒養機能論

は，森林j去の保安林規定によりオーソライズされ，深く社会に定着してきたの

であった。

冒頭で紹介した森林水文の最初の研究報告(木村・山部， 1914)が林業試験

場から発表された1914年は 1897年の森林法の制定から 17年を経過していた。

すなわち科学的な説明や根拠の提示は，森林法制定時においては特に必要とは

されなかったのである。田中 (20l0a)は，水i席、i飼養機能論を表 1に示す 3つ

表 1 森林水源i耐を機能論の刊誌l檎逃

0思想・文化としての水ilJ空洞去を機能論……江戸時代の制度がJ1¥IWIとして定治2

0政策・制度としての7](ill;¥iili主主機能論・ ・1897年森林法に保安林が設定

0科学・技術としての水ifJ;i.泊議機能論ー 未達成のまま残された

寸t寺IJl+'f: No.32.1 2012 
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のi軸袖で

未達成のまま残された構造を示した O

2. r科学・技術としての水源治養機能論Jの解明が進まない原因

明治期の森林水iJJli:i函養機能論の展開は，観念的表現による認識や伝聞が発信

される一方，森林水文の素過程(プロセス研究)のヨーロッパにおける観泌デ

ータが，後には日本での観測結果も加えて伝えられていた。欧州での森林気象

や他の素過程の観測は19i!t紀半ばには開始されている O 降雨から流出に至るプ

ロセスをブラックボックス的に捉えて応、答をみるのではなく，メカニズムの解

明と実泌データに基づく検証をめざし研究が進められ，降雨，林内雨，林内微

気象，蒸発，土壌水分，地下水位…-という素過程ごとに分解して詳細に観測

していく手法が採用された。

様々な要因が作用する複雑な現象を分解し着目する要国だけを取り出して計

し計算し説明するという手法は近代科学の正攻法であり，さまざまな嬰因が

作用する複雑な現象でも，分解した各素過程を解明しそれらをメカニズムに

基づ、いて組み立てれば森林水源源養機能が説明で、きるはずで、あった。しかしそ

れは容易で、はなし結局 流量を測って降下旬から流出に至るプロセスをブラッ

クボックス的に捉えて応答をみる流域試験研究が開始されるに至ったのであっ

た。 1897年には森林法が制定され森林水源j函養機能がオーソライズされるとい

う状況のなか. 1900年にスイスで量水試験が開始され，日本も最水試験の開始

を急ぐこととなる O

しかし科学・技術としての森林水源調養機能論は容易ではなく，前述した林

業試験場からの最初の水文関係報告書(木村・山田. 1914)の緒言には. 7J(i原

油養機能の根拠を学術的に証明できていないが水源洞養保安林は乱設されてき

たという警鐘が記され，林業試験場からの 2番呂の水文鴎係報告書(玉手，

1923) には. I元来水源涌養ナル事実ハ複雑多11皮ナル関係ヲ有シ. (中略)諸国

子ノ作用ヲ徐去シ，単純ニ森林トノ隠係ノミヲ求メントスルコトハ頗ル困難」

と記され，森林水源i弱養機能の学術的な裳付けが進捗していないことが吐露さ

れるとともに，諸国子が複雑多岐に絡むことを解明が屈難な理由として挙げて

いる O その後，平田龍太郎と山本{恵三部の水源調養機能論争(遠藤 (2002) に

よれば1925~1942年)が生じる O 以上のように近代における「科学・技術とし

ての水源源養機能論jの解明は順調には進捗しなかった。現代においても森林

水平1)科学 No.324 2012 
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水源j凶養機能については様々な議論があり 迷走は100年以上続いているので

ある。

3. 認識の議離と科学コミュニケーション論

科学技術に関する研究者と社会との認識の議離について，科学コミュニケー

ション論の分野での研究が注目されている(例えば日本学術会議， 2009)。そ

こで，本節では，森林水源j函養機能に対する社会の期待と研究者の認識との;ftE

1!iI~について，科学コミュニケーション論の知見を踏まえ考察を進めたい。

科学コミュニケーション論においては，専門家の知識の公衆への理解増進を

主軸においてモデル化する「欠如モデルjがまず議論されたが，その後，公衆

の有するローカルノレツジの存在を考慮した「文脈モデル」も扱われる議論へ

と発展してきた。

しかし前述のように，森林水源i函養機能論については，研究者のもつ情報量

を主軸においた捉え方だけでは不十分で、あり， r思想・文化としての水源調養

機能論」および「政策・制度としての水i原油養機能論jを含めた 3~í[llで捉える

必要があった。神話・迷信なども含め，既に人々に知識や認識があり，生活の

場・仕事の:l;j'bで既に利用され，多くの人々が関与し利害とも関連し学問的

な解明を待たず政策や慣習が先行していたのである。

藤短 (2002)は「現場科学の視点からすれば，科学者の知識産出も lつのロ

ーカルノレッジであるJことを指摘している。しかしローカルノレッジが

“現場条件に f状況依存したJ知識であり 現地で経験してきた実感と整合性

をもって主張される現場の!惑" (藤垣， 2007)であるならば， r政策・告Ij度とし

ての水源j函養機能論」は1897年1IjlJ定の森林j去を根拠とする閤策としての巨大シ

ステムとして機能し明治期から児童の教科書ーにも記載され臨民一般にも浸透

しており，ローカルという諾感はなじまない。

むしろ， r establishedなノレッジjともいうべき強固さを具えており，専門

家に水源i函主主機能の根拠の提示を迫ったのであった。学術は f社会の後追いj

に甘んじて， r establishedなノレッジ」に翻奔され， Yes/ Noのニ択を迫られ，

r*古級fヒ」された研究成果の提示を求め続けたのであった。このような学術と

社会の関係は，従来の公共受容モデルや双方向モデルでは表現できず，関 lに

示すような新たなモデル(仮称 f後追いモデルJ)の導入が必要であろう。

さらに，森林水源iiIi養機能論の場合は， r科学者 vs.市民jという構図には

オ、干すHI';" :-.10.:¥2.1 2012 
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図 1 従来の公共受容モデルおよび、双方向モデル(図は藤

援， 2008) と， r森林水iiili凶養機能論Jの最近100年

間の状況を表す「後退いモデル」

なっていない。科学・技術，制度・政策，伝統・文化，という 3つの立場が対

立するわけではなく，使い分けられているのである。たとえば，科学は理想、

化，精綴イとされた条例=のもとで理論的に見解を主張し制度・政策は現実およ

び総合的な判断(私有地への行政権限の確保，地域振興などを含む)を提示

し伝統・文化は，時空間的に限定された範囲に対象を絞るという使い分けが

みられる。地域住民のサラリーマン化など，水利1緩や水争いに関心をもたない

層が増えた現代社会においては， 3つの立場は対立よりも住み分けの進行が社

会においても科学者偲人においても生じているのかもしれない。

以上，森林水源j函養機能論に対して社会の認識が有する確聞たる基盤と背景

水寺IJ科学 No.324 2012 



特集 f狩

表2 科学コミュニケーション論と森林水源溺去を機能論

5つのポイント

①フレーミング

②妥当性境界

③状況依存性

③変数結ui'j
⑤ローカルノレッジ

森林水源瓶三空機能論における状況

森林があれば，よいことばかり。

政策が先行し十分な議論はされず。

解析条件は理想化。

定設的発信はタブー O

強間，システムとして機能。

について概観してきたが，社会と研究者の認識の託離の原因はこれだけではな

い。科学としての水源相養機能論の研究の進め方にも問題があった。藤壇

(2007) は，フレーミング(問題を切り取る視点，知識を綾織化するあり方，

問題の語り方，状況の定義).変数結節(何をもってある指擦を近似しどの

値を代表値するか)などと並んで、，精紋イヒを科学コミュニケーションを阻む問

題点として指摘している。森林水文学の辿った道を振り返ればまさにそこに開

題点、の一端があったと思われる(表 2)0田中 (201Oc)は f科学・技術として

の水源調養機能論jの解明が順調に進捗したとは言い難い原悶について，その

研究手法として「様々な要因が作用する複雑な現象を分解し着目する要因だけ

を取り出して言，.量し計算し説明するという近代科学」が採用されたことに積回

し. r実験室で再現可能な物理や化学の諸現象のようには要因や条件を単純化

できず，単純理想、状態を想定したメカニズムや最大公約数的な説明では現場に

適用する諮，忽ちjytl外だらけとなってしまう」ことを指摘している。

科学コミュニケーション論の藤援 (2007) も「精綴化jや「理想化Jという

跨題を指摘している O 様々な要因が作用する複雑な現象については. rフレー

ミングJ(藤垣. 2007). r知識の状況依存性J(現場では「こういう前提条件j

という理想系が成立しない場合がある。). r定量化のプロセスJ.r変数結節j

(藤垣. 2007)が重要となる。

4. 観測・モデルはどうあるべきなのか(特集論文の紹介)

本特集の 2番に掲載の論文は「現場観測をどう設計するか一一森林水文観測

における現場問題の解決方法一一-J (愛媛大・農，戎 信宏)について論じる。

戦前の平田・山本の森林水源酒養機能と湿潤抵抗をめぐる論争は， きわめて激

しいものであった。今後の水源詔養機能の評価，あるいはその定量化は，流域

水収支計測とフラックス・樹液流計測の協働(久米ら. 2007)が重要となろ

水平日科学 No.:~2-t 2012 
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う。穣雪の少ない愛媛県地域をイメージして，1)雨量観測と流量観測， 2) 蒸

発散量鏡iUU，3) 観測計画と現場問題，の 3項目の観測を挙げれば，経験に基

づいて指摘すべきことは多い。森林水文学の降雨量，流出景観muに蒸発散量観

測を加えた 3 点セットを長期観ìWJ~頁呂として考えて，各大学問の共問研究，あ

るいは各大学と森林総研の共同で，

の蓄積を進めるべきあろう。

-流量・蒸発散量の長期データの観測

本特集には論文を掲載できなかったが 日本森林学会の2011年大会のテーマ

別シンポジウムでは「現象のホワイトボックス化と数値計算J(東京農工大・

農，白木克繁)の講演も予定された。同大会学術講演集から講演予定の内容の

概絡を紹介する O 土中水移動現象を数値計算で把握する|民1)パイプ流に代

される選択的な流れの扱い. 2)物理性の空間分布，土層厚分布把握， 3)境

界条件. 4)計算機パワー，の 4つが問題となる。降雨流出過程のうち土中水

移動現象の評価を一般化する際，現地調査が必要な情報が過多となることが予

想されるが，降雨流出に至る素過粧や前述の 4項自を，流出ハイドログラフか

ら抽出する作業が有用であろう。その形状の形成がどのような物理現象に由来

しているかは数億言1-算で明らかにできる O 場の条件の観測・ハイドログラフ形

状の特般・浸透数値解析ーによる評価， といった情報を集積していくことが，土

中水移動の現象のホワイトボ、ツクス化に対して有力である。

本特集の 3番めの報告は「対照流域法の脆弱性J(名古屋大・生命農学，邸

中経文)を取り上げる O 流域試験研究では自然斜聞や自然の降雨を対象とする

ため，務自する要因以外の実験条件の差異を揃えることは，実験計画法に基づ

く机上実験のように容易ではない。多岐にわたる実験条件(流域条件と植生処

理内容)に注意を払い解析ーを進める必要があったが そこで登場したのが対照

流域法であった。この手法は，森林水源謡養機能論との関わりも深い。しか

し現地観測と回帰モデルを巧みに組み合わせたこの手法は，暗黙の前提に基

づいている部分も多く，注意:が必要で、ある O

目森林水文学の研究と精般化

1 稽綴化の欲求

森林水i原油養機能の話をすこし広げて，本章では森林水文学:の研究と精綴化

水利科学 No.a24 2012 
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について具体的に踏み込んで検討しよう。プロット・斜面・流域の現場観測，

国帰関係を利用した推定，偏微分方程式の数値解. GISと組み合わせた分布

型流出モデルなど様々な取り組みが行われてきたが，その各々の取り組みにお

いてもどの程度の精級化をすべきかという判断が伴う O

Eurof1uxプロジェクトの Tenhunenら (1995)の研究は樹木のシュートレ

ベル，個体レベル，斜面レベル 地域レベルをそれぞれの空間レベルのモデル

で表現しこれらを連結して再現する意欲的な研究計画であったが，その研究

成果 (Tenhunenet al.， 2001)では各空間レベルごとの考察に留まっており

間レベルを萌えた総合的な考察はかなり控えめなものとなってしまった。彼ら

の手法は，さまざまな要因が作用する捜雑な現象を素過程ごとに分解し着目す

る要悶だけを取り出して詳絹に観測しモデル化するという近代科学の正攻法で

あった。葉群をブロック細工のように円筒型に組み立てて単木としそれを斜

面にずらりと並べて森林とするという手法の採用に，ァドを見て森を見ずという

危険性への考慮はあったのであろうか?

とミの程度の精散化をすべきかという問題は，モデル化とはどういうことだ、っ

たのか? という命題で、もある。近代科学が追い求めたような単純明快な基礎

式が卓越する現象とフィールド科学が対象とする多様な時空間スケールにおけ

る多様な条件が卓越する現象とでは，精級化の必要性もモデル化の意味も異な

るであろう。

多くの流域に共通する条例二(後述する「交わりの情報J)だけを拾って精級

化したモデルを作成しでも，他々の現場に応用する|授には個々の流域がもっ多

燥な情報(後述する「結び、の情報J)の影響を考慮できるモデルでなければ現

象は表現できない。化学プラントなとなの人工装置内で、の応用を前提とする科，学

とは違い，森林水文学のような現場合科学では，精級化した結果を得ても，現場

に応用する際には精紋化し得ない現場条件に適用せざるを得ないのである。

しかし現代においてはその調査・研究の成果である論文や報告書ーには，客観

的に評価できるi出張や諦査マニュアルで指定された調査項目の情報のみが記述

されるに過ぎなくなってしまっている O 学術雑誌の電子化も進み，分業化され

た現場龍査併など，論文検索でも現場観測でも断片的に狙ったものだけをピン

ポイントで謂べることが多くなったように思う O 素朴な動機で、わき見や道草を

する余裕は減ってきた。その結果，諜査項目やその表現方法は画一化しこれ

に外れる情報は無視され埋もれざるを得ない。もともと多くの研究者にとっ

水事i干iヤー :'¥0.32-1 2012 
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て，ガリレオやニュートンなど近代科学の偉人たち以来，現象を数式で表現す

ることは大きな魅力であった。少ないパラメータの簡単な基礎式で様々な事例

を表現することは， しばしば研究の目標となり，また論文の高い評価ともなっ

てきたことも，森林情報のピンポイント化と画一化を助長している。

木を見て森を見ずという観iP，1jデータだけを扱っていれば，木を見て森を見ず

というモデル化でも何ら不都合を感じないのかもしれない。モデル化とはどう

いうことだ、ったのかを語るためには，まず現場観測とはどういうことだったの

か? に思いを巡らせる必要がある。砂防学において土石流の研究は焼岳や桜

島などの土石流頻発渓流の現地観測データにより発展した。土若流が頻発する

のでセンサやカメラを設置しデータが取得される O しかし災害となる土石流

は，まさかここで土石流が発生するとは到底思えないような，センサもカメラ

も設置されていない谷で生じる。このように多様な時空間スケールにおける多

様な条件が卓越する現象は観測もモデル化も容易ではない。しかしだからと

いって何もかも抱え込むような観澱をすれば現象がみえてくるというわけで、も

ない。

DeWalle (2003) は，従来の森林水文学の成果は，護雑な祁互作用が絡む

f間々の問題に対応するための十分な資料とはならないことを指摘している O 彼

は著名な試験地である HubbardBrookや Coweeta，H. J. Andrewsなどでの研

究は元々，発生頻度の低い大洪水に隠る影響を評価することを目的としてはい

なかったことを例示し伐採方法やその面讃率，道路建設，山焼きや地終え，

森林の生長速度などの関わる伺々の切実な問題には従来の森林水文学の研究成

果に基づいた分析では対花、は国難または不可能と指摘している O

2. 後追いの科学，強いられる精綴化，プロトタイプという問題

前節では，研究における精級化という問題を取り上げたが，本節で、は社会が

精紋イヒを求めているということについて概観したい。現代社会においては，透

明化，説明責任という観点から，わかりやすい説明が求められる(表 3)。研

究成果を一般社会に向けて'情報発信する際，あるいは小中高大などの学校教科

書の記述では， Iわかりやすく単純化した説明jや「単純理想状態を想定した

1JIjJや f最大公約数的な記述jなどが，要領を得たわかりやすい説明として受

け入れられる。

数学の集会論では 2つのグループの重なり部分を「交わり(または積)J と

水利科学 NO.324 2012 
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表3 社会が科学に YeslNoを迫る例

-森林に水源j函主主機能はありますか (YesfNo)

-森林はコンクリート製の貯水ダムの代替となりますか (YesfNo) 

事例Aの要因 事例Bの要因

で¥
¥ 

土:tIll利毘の変化¥

山火事の緩底 道路の開設

f交わりと結びj

率例A，Bの共通の要因がf交わりjであり，

共通の要因も片方だけの要国も含めた全体が「結びjである。

図 2 I交わりの[j特別と「結びの情報」の例

呼び，重なっていない部分も含めた部分を「結び(または和)Jと11乎ぶ(図

2)0例えば，ある Aという河川|の流量変化の調査結果では「土地利用の変化」

と「降水特性Jと「山火事の履歴Jの3つが要臨とされ，別の Bという i可;11

の流最変'化の調査結果では f土地利用の変化」と 11浄水特性jと「道路の痛

設jの3つが要因とされた場合，共通する要因，すなわち「交わりJは「土地

利用の変化Jと「降水特性Jの2つとなる o IJlJ火事の履歴jと「道路の開設J
は， 2つの河川に共通の要因ではなく，それぞれの河川の特殊事情と解される o

AB両河川の一方だけに関わる嬰悶も含めて，土地利用の変化，降水特性，地

賞特性，道路の開設の 4つを取りとげるのが「結びの流域情報」である。

多くの事例を扱うレビュー研究や，総括的な調査では，大部分の事例につい

ての「交わり」の要国が注呂されてきた。研究成果としての実験式の入力項と

して採用され，今後の研究計画に観測項目として加えられるのは，この「交わ

り」の情報であった。行政において，指針やマニュアルに入力項として採用さ

れ，データベースの入力項として選択されるのも，この「交わり jの情報であ

水利科学 No.324 2012 
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った。

ーブ]，行政においてもマニュアル化が進み，コンピュータ判定の重課やその

入力とするための現場状況の数値化も進んで、いる。様々なことがコンピュータ

化され，現代社会における森林情報は規格化，専門化が顕著である。このため

多様な現場条件の全てが活かされるわけではなく，マニュアルで設定された入

力項目や既存のデータベースの掲載項自，そして数値化できる情報のみが利用

されることとなってしまい，個々の現場の特殊事情が留意され活かされるシス

テムとはなっていない。

「交わり」に含まれる要閣か「交わりJから外れる要因かで¥情報の蓄積に

格差が生じる O 前者は多くの調査で取り上げられたり，データベースの掲載項

目となっていたりするため，既往の事例や傾向を調べやすく比較もしやすい。

そのため新規の訴査でも調査対象に加えられることが多くなる。一方， I交わ

り」から外れる要因(結びの情報)は，たとえ調査項目に加えられたとして

も，比較対象とする事例がなかなか見つからず有効な考祭に活かせない事態も

生じやすい。客観性を満たせない「新片的な情報」と化し活用できず，そのた

め新規の諜査で調査対象から外されたりするため，ますます情報の蓄積が少な

くなる。このような情報の蓄積の要因陪格差は，実験室や憾物工場など条件を

人工的に制御で、きる場合には蓄積の多い要因だけを選択して装置内の環境を設

定することによって問題を回避できるが.現場科学ではそのような設定はでき

ない。

f交わりJから外れた要因は錨々の等部の特殊事情と解され，最初は注釈な

どとして記録されるとしても二次資料，三次資料ーでは省略され，今後の調査項

目に採用されなければ最早顧みられることはなくなる O 現代においては，特殊

事情に時陪を割き費用をとかけることの必要性を客観的に説明できなければ，そ

れらの要問を考癒することは困難になってきている。 *rにデータベースに入力

される情報や数多くの現場研究をレビューした論文などでは，個々の現場の特

殊な条件の情報が伝えられることは稀であり，データベースで設定された入力

項自や数値化しやすい情報で構成されることとなる。そしてこれらのデータベ

ースやレビュー研究に基づいた科学的な稔揺やシミュレーションの構築，政策

の立案，そしてビジネス展開は，個々の現場の特殊な条件とは*離してしまう

こととなる O

「交わり jから外れる項目について，調査担当者の判断で寵査項目に加えた

'*伊i科学 7、10.324 2012 
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い場合，その根拠はどのように説明できるのだろうか。 他人研究など観測者の

五感と経験が尊重される場合はよいが，大規模な研究フ。ロジェクトの場合，調

査項目の客観的な説明が要求される O しかし情報の蓄積のない要因についての

提案の説明は容易ではない。たとえ調査項目に加えても有効な考察を展開する

だけの情報が得られないというリスクもある。課査担当者にとっては謂査項白

を増やす提案は敷居の高いものとなっている。ブラウンとドゥグッド(宮本

訳， 2002) は，新しい思考方法を研究に反映させることについて次のように述

べている o r新IEIのアイデア間の勢力争いでは昔からの確立されたアイデアの

方が新しいアイデアよりも有利になることは避けられない。古い方には評価の

定まった実績があり，新しいアイデアは当然，何もないからだ。J
研究成果を一般社会に向けて'1脊報発信する際，あるいは小中高大などの学校

教科書の記述では， rわかりやすく単純化した説明Jゃ f単純理想状態を想定

した例jや「最大公約数的な記述Jなどは好ましいことなのだろうか。「わか

りやすく単純化した話」や「直感に訴えるたとえ話Jなど現実の複雑さを省い

た説明では安易な紋切り型のイメージ、が一人歩きするだけである。 18i投紀のヨ

ーロッパは啓蒙時代と称され近代科学をわかりやすく単純化した学習イベント

や出版が流行ったが，やがてエンタテインメント化し現実の科学現象とは希離

していったというスタフォード(高山訳， 1997) による科学史・文化史の分析

は示唆に寓む。

「理解をs)Jけるための典型開の提示Jが実は注釈付きで発信すべき情報から

注釈を取り去ってしまっているのであり， rわかりやすく単純化した説明」が

森林や水資源に対するステレオタイプを生み， r単純理想、状態を想定した併J
がネ1¥1話をつくり， r技大公約数的な記述」が個々の事例の特性を無視すること

に繋がりかねないことを危慎しそれを防ぐためには，単純化しない，要悶を

減らさない，条件を理想化しない，少数の基礎式に帰結させない，という工

夫，すなわち，注釈とともにデータを使用し注釈とともに理論を通用すると

いう姿勢が必要である。

3 精綴イとがそぐわないフィールド科学

流量や地下水などの森林水文現象の現場観測や山地災害の現場調査などで痛

感することは，その地域や流域，あるいはそのときの気象条件など様々な要悶

が実に多様であることである。地JI~や地質，土壌，過去の土地利用や災害の罷

水利子I.'/: お0.:)24 2012 
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歴，植生，人為の影響の大小，そして気象条件など，まさに同じ条件のケース

はひとつとしてないという状況のもとで諸現象は生起している。

個々の森林はそれぞれ毘有の背景や履肢を背負っている O 最近，生物の撞の

多様性に注目が集まっているが，それを支えているのは個々の森林における

様々な条件(地形・地質や気象，人間社会との関わりとその歴史，山火事や地

盤災害などの援歴……)の空間的あるいは時間的な多様性である。様々な森林

との様々な関わりの一つ一つの背景とその重要性が解説されねばならない。

地球温暖化や水源酒養機能，地域環境保全などは いずれも深い複雑な開題

である O しかしその難しさと複雑さをちゃんと説明していく工夫を築きあげて

いく必要がある。

自然現象(フィールド現象)を扱う科学分野に共通的なことではあるが，科

学の土俵への引き込みづらさとして，以下の要閣を指摘できる。

1) 様々な要因が関与しかっ条件を制御できない。(要閣の多様さ)

2) 理想状態でのメカニズムを解明しでも，実際の例は理想状態と大きく異

なることも少なくない。(メカニズムの多様性・多重性)

3) 条1~二が多様なため，平均像を描く教科書の議論は，個々の現場の状況を

必ずしも代表しない。(典型例の不在。ただしこの墳のみ，地球レベ

ルの場合は両者は一致。)

科学コミュニケーションを進める上での問題には，前章で指摘したほかに

以下のような森林特有の問題もある。これらを考躍した議論が必要で、ある O

-先端科学の反対1&IJ (対極)に森林があると思われることも少なくない。

-対象とする大きさについての共通認識の欠如 (11つのj森林といっても，

10m X 10mをさすことも 100kmX 100kmをさすこともある。)

-対象をみる視点についての共通認識の欠如(景観で着目されるのは森林の

外観であり，自然史博物館のジオラマで製作されるのは森林内部であると

いうように，視点の位置も様々である。)

-多様な stakeholder(医学との違い) (医学の場合，一人の身体はその本

人のものであり，検査や治療をうけるかどうかは，その本人が決断してよ

い。森林は土地所有者だけのものではない。例えば，森林法は私有林に及

ぶ。)

水平"1科学 No.324 2012 
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個々の流域内の固有の特徴・履歴・人間社会との関わりなどを重視していく

ためには，要約だけの「交わりの流域情報」から注釈を含めた「結びの流域情

報Jへの転換を，提案したい。本節の冒頭に示した例でいえば， AB 時河川の

共通要躍である土地利用の変化とj浄水特性の 2つだ、けに着呂するのが「交わり

(または積)の'措報」であったが， AB両河川|の一方だけに関わる要臨も含め

て，土地利用の変化，降水特li，地賞特性，道銘の開設の 4つを取り上げるの

が「結びの森林'1育報jである O これらを注釈情報として発信し活用していく必

要がある。

4. 社会に研究成果をどう伝えるかについて(特集論文の紹介)

本特集の 4番めに掲載の論文では， I森林水文学を実学として機能させるた

めにJ(小松 光・久米朋宣・大槻恭一，九州大学・台湾大学)について論じ

られる。森林水文学が社会からの期待に応えることができていないのは， I森

林水文学者が森林のことだけを研究しているためであるJことがまず指摘され

る。間伐による渇水流量の増加量を重要とみなすか否かを判断する方法を，森

林水文学者は持っていなかった。間伐による渇水流量の増加とダムによる増加

の比較が一方法となるが，観測結果から任意条件下(気象，地質，流域間積な

とつでの間伐による渇水流量増加を推定する{擦の不確実性が大きすぎる O しか

しモデルを用いて推定結泉の111高を図示し推定の不確実性をどれだけ縮減すれ

ばいいのかを明らかにできる O 森林水文学は社会から期待される役割を来たす

ためには，従来から行われている観測・モデル化の研究と，森林を森林以外の

ものと比較する研究が両輪をなすことが提言される。

本特集の 5番めに掲載の論文で、は， I科学技術コミュニケーションと森林水

文学J(鳥羽 妙，尚納学1;完大)について論じられる。科学技術コミュニケー

ションを進める前提として，その話が 11云えたいことjなのか， I伝えるべき

状態Jにあるか， I要求されていること」なのか，の区別は重要である。さら

に，話の「内容Jが整い， rコンテンツJが作られ，それが活かされる「場J
の3つが必要である。研究現場以外のどこかで活かせなければ，その研究成果

は特殊条件下の特殊事例でしかない。特殊事例としない研究をすることによっ

て「内容」をまとめ，その内容を社会へ発信できるような「コンテンツJに加

工しそのコンテンツをうまく活用する「場」を意Ijっていかなければならない

ことが提案される。

水平IJ科学 No.324 2012 
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N. 注釈情報の発信と活用一一知の野生化ー一一

1. フィー)vド科学における注釈情報の必要性

現代社会では守国民目線での評価が重視され，精綴fヒされた研究成果は額面

通りの意味で、あることが求められる。精級化された科学的成果の適用性が現場

の諸条件(結びの情報)に左右されるというフィールド科学の難しさは， どの

くらい受け入れられるのだろうか? また，学術分野を超えてその情報を必要

とするはずの情報受容者に自動的に文献を提示しようとするシステムの構築を

目指す「知の構造化 (KnowledgeStructuring) Jが提案されている(小宮山，

2007)0そこでは，個々の'情報は樹枝状に構造化された知の体系上に位置づけ

られることを前提に.テキストマイニングやオントロジーなどの情報自動解析

手法を駆使して学術論文の文服が自動挽出される。ここでも結紋化された研究

成果は額面通りの意味であることが求められ，断片的な情報や殴味にみえる情

報は弾かれてしまう O 森林は，偲体ではなく生物・非生物の集合体であり，か

つ空間である O それをどの時空間レベルで精綴化すればよいのか，どんなスケ

ールで森林を捉えるべきか ということについての多様な見方が尊重されるべ

きである O 現場科学の個々の情報を樹校状に構造化しようとしても，森林水文

学の上位概念は森林学なのか水文学なのかという点ですら見方は様々であろ

つ。

様々な要因が関与する自然現象を無理に精級化するために結びの情報を前

ぎ落として研究成巣の構造化が推進されるのだとすれば，それはまさに野生の

自然現象を飼い思11らし人陪社会に都合のよいものに仕立て上げようという行為

にほかならない。そうであるならば，今こそ，現場科学の諸現象を精級化を迫

る眼差しから解き放ち，多様な要因が関わるという自然現象の真の姿を寵視す

ること，すなわち f知の野生化J(Knowledge Unsophisticating)が必要で、あ

ることを主張したい。

森林とか水文環境などのような自然と関わる現象を対象とする分野において

は，様々な特殊な要因が関わる可能性があり，情報の蓄積の多寡だけで律述要

因を抽出できない。他に開のないその現場だけの特殊事情(結びの情報)が大

きく効いている場合もあり得る O だからこそ調査の際は， していた項目だ

オt利科学 NO.324 2012 
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けではなく.観測者の五感と経験を活用し加えるべき調査項自を探索し，必

要なものは情報として活かしていく必要がある。

シミュレーションモデルにおいてパラメ)タが少ないということは犠々な条

件を反映できないということである。計算尺や数表で現象を解析していた時代

には.簡単な基礎式とか少ないパラメータとし寸情報の単純化や現象の簡易化

は必要だ、ったが，コンピュータの発達した現代では，複雑で多くのパラメータ

を抱える関係式群ふ数多くの場合分けも，コンピュータの得意分野であり，

単純化・街易化の必然性はなし'0だからこそその琉場だ、けの特殊事情(結びの

情報)をモデルに反映していくゆとりが求められる。

しかし調査計画の妥当性と透明性が要求される現代社会においては，数値

的評価が困難である要因や基礎資料が整備されていない要割に者召すること

は，ますます罰9!ftとなってきている。個々の森林の固有の特徴・罷歴・人間社

会との関わりなどを重視していくためには，特級化された「交わりの森林情

報Jだけでは不十分であることの周知を回り 断片的な注釈を含めた「結びの

森林情報Jを活用するシステムの構築が必要である。これらを「知の野生化J
を旗印に推進していきたい。

2. 1"結びの情報jの重ね合わせと発信

個々の森林の固有の特鍛・履歴・人間社会との関わりなどを重視し要約だ

けの「交わりの森林清報Jから注釈を含めた f結びの森林情報Jへの転換を実

現するためには断片情?~IIの重ね合わせによる客観性の獲得が必須で、あり，それ

は人が担うのではなくシステム(次節で後述するような「非公式な断片情報に

対して公式な発信に値する客観性や完全性を補うシステムJ)として整備する

必要がある。

「交わりの森林情報」から「結びの森林情報Jへの転換を隠るためには，蓄

積の少ない調査項目であっても無視することなくその採用を支援していくシス

テムが必要となる O それは観測者の五感と経験を客観的で、定量的なものに変換

する仕組みであり，主観的な d情報や断片的な情報を有効に活かす仕組みであ

るO

主観的な情報や断片的な'1吉報は公式に発信されにくい。しかしその客観性を

阻み不完全を強いている主な原因のひとつは事fY~の報告の少なさにある。そこ

で公式には発信されにくい情報の発信を支援し点と点を繋いで線とする機会

7Jz;fIJ科学 No.32~1 2012 
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を確保することにより，日ド公式な日rr片情報に対して公式な発信に値する客観

性や完全性を補うシステムjを実現したい。

かつて昭和の時代には，根拠を客観的に説明できない事例における「担当者

の判断」が尊重されることがあったときく。テレビの刑事ドラマではしばしば

経験豊かな老刑事の判断が最先端の科学捜査に優るという設定がある。推察す

るに，それらは断片的な情報が担当者の経験を通じて集積されることにより客

観性や完全性が確保され妥当な判断を可能にしていたと思われる。

現代社会では「担当者の判i折Jは「担当者の匙加減次第jと同一視されるこ

とを危俣し避けられ，替わりに判i折の透明性や説明責任が重視されるようにな

った。しかしその際に客観的な情報や定量的な情報に説明根拠を限定してしま

うと，その条件を;前たせない事例については何ら判断をすることができなくな

りサービスを来たせない場合も出てこよう。「非公式な断片情報に対して公式

な発信に値する客観性や完全性を補うシステム」は いわば昭和の時代に担当

者の頭の中で処理されていた主観情報・ i祈片情報の重ね合わせを，透明性を確

保した場で自律的に進めるシステムである(図 3)0

現場の様々な要臨が関わるフィールド科学では，現象を単純化し解析する研

究から，多様な現実を示す注釈をデータにも理論にも付加して扱い解析してい

断片情報の重ね合わせ

昔は担当者の頚の中の職人芸(左上

将来は透明性を薩保して自撞的iこ実施〈右)

図3 断片情報を重ね合わせて，客観性や完全性を補うシス
テムの概念

水利科学 NO.324 2012 
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くという研究へとシフトすべきであろう。インターネット上で注釈情報が発

-伝達・受容される機会は増えてきた。しかし情報を必要とする人のもとに

情報が届くかどうかが重要で、ある。いくつかの方法が実施されている o a)情

報受容者が検索エンジンなどを寵用し「自力jで情報収集， b)情報発信者と

受答者がコミュニティーを形成して情報交換，心 情報格付け機関による情報

の仕分けとデータベース化，などがある。これらの注釈情報の扱いについてみ

てみよう。まず a)の検索エンジンであるが 頻度}IJ買で検索結泉が表示される

わけではなく， 1検索者が満足できる確率の高い検索結果jが表示される仕組

みとなっているそうである。そのため， 1自力」で検索しているつもりでも，

断片的な情報や流行らない情報はあらかじめ弾かれてしまっている。 b) のコ

ミュニティーの形成であるが，そのひとつである学術雑誌のオンライン化で

は，論文中にリンクを張ることや雑誌ホームページ上にサプリメントファイル

を置き詳細な現地情報を掲載することも実現してきており，データや理論に関

する詳細な注釈をつけることが可能となりつつある。しかしそこでやり取りさ

れる情報は論文査読者のフィルターを経た f精般化Jされた情報の場合が多

い。 注釈情報の扱いはコミュニティーのスタンス次第であるが，規模が小さけ

れば内輪の情報に留まり，規模が大きければ玉石混浴となってしまう。注釈情

報を伝達するためには工夫が必要で、あり，インターネットで情報を発信しさえ

すれば自ずと必要とする人が受容してくれると期待するのは楽観的すぎる。c)

の情報格付けでは，個々の情報は xml形式というトップダウンで構造化され

たメタファイルによって位置づけられ，テキストマイニングやオントロジーな

どの情報自動解析手法を駆寵して学術論文が仕分けされ，有用な文献が提示さ

れる。

以上検討してきたような既存のインターネットヒのトップダウン的なシステ

ムだけでは，多様な現実を示す注釈を発信・伝達・受容していくためには十分

ではない。断片的な情報を伝達するためには，断片的な情報を弾かない多様な

価値観に基づく柔軟なシステムが望ましく それはボトムアップ的なフォーク

ソノミーの場であり，掲示板やフェイスブックなどが該当する O しかしそこで

流れる情報には，教科書に記載された情報の部分的引用，様々な伝聞・憶測も

あれば，勘違いによる誤った情報，さらには意函的に歪曲された情報も，まと

もな情報とともに混在して流れうる O こういう玉石混浴の情報社会に， 1非公

式なi主rr片情幸RJが流出すれば勝手な解釈や関連づけ・曲解などによりたちまち

水平IJ科学 No.;t~.t 2012 



24 

信頼できない情報と化し社会の混乱を招きかねない。したがって f非公式な断

片情報jを伝達するための専用のサイトが必要となる O それが「非公式な断片

情報に対して公式な発信に値する客観性や完全性を補うシステムJである。

3. フォークソノミーの活用と情報の自律的信頼評価

インターネット上で断片的な「結びの情報jを発信し，重ね合わせるシステ

ムについて検討を進めたい。そこでは多様な観点(立場).多様な時空間での，

多様な捉え方を尊重すべきであり 情報の価値はトップダウンで決めるのでは

なく.発信者および受容者の判断に委ねたい。実験サイト「知の野生化プロジ

ェクトJ(http://unsophisticating.xO.com) を設霞し，日本森林学会や砂防学

会の大会予稿集などを題材としたフォークソノミ…実験を実施中であるο この

実験サイト設置の際に考慮した点を 実現できなかった機能も含め，表4にま

とめ以下に列挙する。

-多様な情報の発信のしやすさ

無責任な解釈や懇意ある情報変形を排除する仕組みが必要であるが，断片的

な情報を審査することは非現実的である。悪意ある脅さ込みを排除する程涯に

留め，基本的には自由に情報を持ち寄れる場とするべきである。発信者を匿名

とする場合でも，投稿者が自身で投稿内容の撒国や修正を可能とするために

は，本人認証システムが必要となる。フェイスブック上にシステムを構築すれ

ば本人認証の敬語を下げることができょう。

表4 断片情報の重ね合わせに適したフォークソノミ}サイト

多総な情報の発信のしやすさ

発信者与を澄名とするべきかどうか

発信者自身による訂正や取り下げが可能か

情報の信ffi性の硲保

会き込みままの認証(フェイスブックにWJ1守)
いいねボタン 拍手など，依頼性のボトムアッブによる評程!j

情報の受谷のしやすさ

検索機能の7ê~ミ

fこの情報を総ている入1;):......J 
悩卒誌の干専攻性 (DOIのような IDi寄与子)

設rr片情報の発信と:ill:ね合わせを桜綴的に促進するような仕掛け

キュレータ -ililJI:交の導入
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• '1育ol'Rの信頼性の確保

情報の実質的な審査は，掲~&1交の評価データを付加し情報受容者自身の判断

を支援することにより実現する方法が現実的であろう O 掲示板における「拍

手jボ、タンやフェイスブックの「いいねJボタン. Yahoo!コメントの「私は

そう思う Jrそう思わなしリボ、タン，アマゾンのカスタマーレピューの「参考

になりましたJボタンなどの投票システムによる信頼↑生のボトムアップによる

自律的評価は活用しうる。

-情報の受容のしやすさ

検索機能の充実はZ重要である O 年号などは不等式で指定して検索できると有

用性は高まる O さらに複雑な正規表現(ハーシー. 2004) にも対応したいo

DOIのような ID番号をつけることなどにより，受容した情報の再現性が確

保されていると活用性が高まるだけでなく，信頼性の確保にも情報の重ね合わ

せの促進にもつながる。

-情報の重ね合わせ

「この情報をみている人はこんな情報もみていますJ. Iこのレピュアはこの

情報にもレビューを付けています」という統計情報は有用で、あり，情報の重ね

合わせに繋がる O ネット書，:j苫のアマゾンはこのあたりの仕組みがうまく次々と

関連ある本が提示されるが，これらの手法は清報の重ね合わせに有用である O

長文のレビューでなくても，単語や単語群のタグの付加でも情報の重ね合わせ

にi舌用できる。

工夫が必要なのは. レビューやタグの数をどうするかという点である。まっ

たく 1つもタグがつかなければ重ね合わせの機能を果たさないし何百怨とい

う一覧が困難なほどのタグがつけば，それをどう処理するのかによって. lI'fr片

情報の活用に繋がりもし|訴片情報の埋没にも至り得る。

4. キュレーター制度の導入

ブオークソノミーといっても，参加者会員が同等の発言権を有すると，常識

的な判断(ステレオタイプのj易合もある)が勢いを持ち，断片的な情報が~ììiか

れることになりかねない。専門知識や実務経験を有する参加者をキュレーター

として認定しそれなりの発言力をそれなりの責任感とともに行使して頂く O

彼らは各々の信念に従って積極的にタグをつけ，重ね合わせの手助けに貢献し

て頂く。
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一般市民の地域保全への関心の高まりおよび団塊佳代の OB化という現代

の状況を踏まえれば，高い処理能力と豊富な経験をもったキュレーター集団の

形成は卜分に現実的で、ある O 森林や地域保全問題への対応の担い手として， I日

来の行政の担当部署や企業の担当者に全てを委ねるのではなく，一般市民が参

加する助言集団が機能していくことを期待したい。断片的な情報に関する「自

律的な信頼獲得」や「自律的な重ね合わせの促進」を実質的に猿引していくの

も，このキュレーター集屈となろう。

5， 多犠な情報をどう取り込むか?特集論文の紹介)

かつては森林水源溺養機能のひとつとして注自されたfJ:目前効果」は，何故

か沼えてしまったが， Murakami (2010)により再び注呂されることとなっ

た。本特集の 6番めに掲載の論文では 「樹冠遮断のメカニズムと森林の増雨

効果J: (村上茂樹，森林総研・十日町)について論じられる。かつては水源調

養機能のひとつとして重要視された森林の増罰効果は検証が不十分なままいつ

しか忘れ去られ，その真偽は不明のままとなった。しかし増溺効果は否定され

たわけではなく，樹冠遮断との関係において符考すべきであろう O 森林で覆わ

れた大陸規模流域では内罷奥地においても海岸と問等以上の降水量がある。樹

冠遮断による降雨中の大量蒸発(lOmmh-1を超えることもある)が生物ポン

プ説(森林が大限奥地へと水蒸気を輪送しI徐水をもたらすとする理論)を支配

する主要なメカニズムと考えられる (Murakami，201O)0現在の諜面過程モデ

ルは樹程遮断の扱いが不十分で 降雨中の大量蒸発を説明できない。樹冠遮断

の綿密な観測が必要である。

本特集の 7番めに掲載の論文では， r森林生態系の水源濡養機能への社会の

期待J(蔵治 光一郎，東大・生態水文研究所)について論じられる O 森林法

を治水三j去のひとつとしたことは，科学的根拠があったとは言いがたく，神話

が利用された。森林が破壊されたわけではないにもかかわらず， 2001年に森

林・林業基本法が制定され，木材生産重視から多国的機能重視へ転換した0

2009年には政権交代により，木材の需要が増加していないにもかかわらず¥森

林・林業再生プランが示され，木材生産を重視する政策に転換しようとしてい

る。河川計画において森林は基盤岩などと同様，降雨流出関係を決める静的な

要国としてのみ考慮されてきた。今後は，森林を動的なものとしてとらえ，戦

後の森林の成長が大河JII.大洪水に対してどのような変化を与えたのかの解明
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が求められる。蒸発散作用を伐採により抑制することで，利水ダム流域スケー

ルの利用可能な水資源増加が期待されている。残る問題は，蒸発散作用を治水

と手IJ水にどう需和させるかである。

V おわりに

森林水源i函養機能の研究について概観した。研究者は精微な研究成果にこだ

わり逸ぎていたのかもしれない。社会に提供すべきは単純明快で、普遍的な真理

でなくてはならないと思いこんでしまい，どの事例にも重なる「交わりの流域

情報Jを選び出しそれらを前提とした理想条件における精綴な研究成果を追

い求めてきてしまっていたように思われる。だが，社会は現実から*離した精

殺な研究成果を求めていたのではない。個々の現場の特性や個々の現場の履歴

を見落さない「結びの流域情報Jを踏まえ，精椴でなくとも本質的・実質的な

情報に迫る必要があったように思う O

研究者から社会への情守長発信は，従来は， r科学的な精綴な研究成果Jを，

学術論文というお墨付きを得て発表してきた。「知の野生化 (Knowleclge

Unsophisticating) Jに留意すれば，これからは， r断片的で注釈だらけの研究

成果jが様々なキュレーターによって発信されるという情報の流れも加速して

いくであろう。
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