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治山事業の経済化について

一一治山事業の進むべき道一一

若江則忠

治山事業の長期計画としては，明治44年度に初まる第一期森林治水事業が

その鳴矢である。その後，名称こそ変わるが連綿として続けられて凡そ半世

紀になる。

この間，昭和28年に策定された治山治水基本対策要綱は，洪水防禦のため

に必要にして十分な方策を網羅した文字通り抜本的対策と称せられるが，そ

の投資計画は国の財政規模とあまりにも不釣合であったため，昭和29年度か

ら同昭和32年度までの実讃は，治水事業について僅かに11%，治山事業につ

いて13%にすぎない状況である。

昭和33年度を初年度とする新長期経済計画は， 最も新しい計画であるが，

この計画は，国土保全について 「国土保全事業は国土を災害から防ぎ，経i斉

活動を保持し， ひいては民生安定に資するものであるから，経済の発展に即

応してその規模の拡大をはかることが必要である。今後の基本的方向として

は，災害復旧事業を早急に完成せしめるとともに，進んで、災害未然防止のた

めの保全事業につき……事業効果を考慮しつつ，治水，矛IJ水を総合して計画

的かつ重点的に事業を施行するものとする」と述べ，治山治水事業 の目的

と，今後進むべき方向を示唆している。

この場合，治山事業は森林のもつ保全機能を主体としてその方向づけがさ

れたのであるが，森林は同時に生産機能を有しており，この経済計画は，一

方でこの機能を最大限に発揚すべきことを要請している。

従って，新長期経済計画の一環として林野庁が策定した 「林業長期計画J

は，森林のもつ二面的な機能の総和を最大ならしめることを目途と し，治山

事業については，その基本的使命達成の過程において，特に次の事項の具現

化を図ることを強調している。
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すなわち，第一に，治水，利水事業と密に連けいしてその総合的効果を確

保すべきこと。

第二に，経済的工法を確立してその投資効率を向上する こと。

第三に，予防治山を推進して，災害の；未然防止に努めること。

これらは，いずれも治山事業の 「経済化」を企図するものであるが，それ

はあくまで基本的な保全効果を減殺することなく，とL寸前提に立ってであ

ることは断るまでもない。

それでは，以下，各項についての具体的な検討を進めてみたし、と思う。

まず治水事業との連けいであるが，施設計画については昭和4年の閣議決

定に基づき，流域毎に砂防あるいは河川事業の施設と重複を避けながら，相

互に有機的に連けいして流域防災の総合効果を確保するよう既に重要河川流

域については施設計画の調整が終っているのでこれを省略し，ここでは投資

計画としての河川部門計画と， 砂防，治山部門計画とのバランスについて考

究してみたい。

問題を簡約化するために，洪水被害は水嵩の多寡に正比例するものと仮定

する。河水への土砂の混入は流速を減退させ， 水嵩を増す。従って土砂の混

入率による水嵩の増加割合を推算して，その増加部分を砂防，治山の投資対

象とし， 土砂を混入しない洪水部分を河川の投資対象とすると次のように概

算できる。

(1）土砂の混入による水深の増大

V=Q/A 

Q：流量，V：水速，A：潤面，Ha：水深， K：常数

A=KHa .・. V=Q/KH，。
また，

V=CvR] （パザン式）

C：常数，R：動水半径，J：渓床勾配

Q/KHa=CvRJ =C干IKHa]

Qz/K2H02=C2KHa] Qz=OK3H03j 

OK3}Lを常数 L とすれば

Q'=Lι3 ..ι＝±Q§-

すなわち Haはσに正比例する。
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つまり土砂の混入による水深の増加は，水量の増加の 3分の 2乗程度と見

込 まれる。

（例〕
土砂混入量

0 

0.05 

0.10 

0.20 

土砂の空隙率50%と
したときの容孟比

（〉以下同じ

〔0.10〕
(0.20) 

(0.40) 

(2）土砂の混入による水速の減

v' r ” 
r＋α（ii-r) 

v' _ r _ 1. o 
v T十日（il-r) 1. 0+2×1. 6 

水深

1. 00 

1. 03 

1. 07 

1. 13 

が： 土砂を含んだ水の流速 占：土砂の単位体積当り重量（2.6)

v：土砂を含まない水の流速 y：水の単位体積当り重量 (1. 0) 

α：流水中に含まれる土砂の割合

日（土砂の混入率〕 （同容量〕
v' 

v 
v 

。 1. 0 

0.05 〔0.10〕 1 
1.08 =0.93 1. 08 v' 

0.10 (0.20〕 1 
1. 16 =0. 86 1. 16 v' 

0.20 (0.40) 1 -一一1.一3一2一 0.76 1. 32 v' 

(3〕水速の滅による水深の増大

む＝Ci/支了 v2=C2R] ．・．R＝~ 
C'] 

w=k' c常数〕， R＝問。＝仇2

すなわち Hο はがに正比例する。

土砂の混入率 （同容量〕 v' (2）のuを代入する

。 1 1 

0.05 (0. 10) 1. 082 1. 17 

0. 10 (0.20) 1. 162 1. 35 

0.20 〔0.40) 1. 322 1. 74 
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土砂の混入率

。
0.05 

0.10 

0.20 
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。

（同容量）

(0.10) 

(0. 20〕

(0.40) 

。百
円可

制U

る
す

例
比

正

水深

1. 17×1. 03=el. 2 

1. 35×1. 07ヰ 1.4 

1. 74×1. 13ヰ 2.0

すなわち，土砂の混入による水深の増大は（水速の減少のため〉土砂10%

（容量）の混入で2割増し， 同20%で4割， 40%で約2倍ということと なる。

河川上流部においては渓床勾配が急で Jc勾配）を下流部のそれとして考

えた上式による こと はできず，掃流力による侵蝕と土石流による直接的な破

壊力が災害の標尺になる。

そこで土砂の混入による侵蝕力の増大を次式から推定してみる。

(5) So=rHolo 

すなわち S。は JHoに正比例する。

So ：限界掃流力 T：流水の単位重量 I。： 勾配 Ho：水深

土砂の混入率 （同容量） r Ho{(l）より｝ rHo 

。 1. 0 1. 00 1. 00 

0.05 (0. 10) l+O. 05×2・ 6 -1. 076 1. 03 
1. 05 

1. 11 

0. 10 (0.20) 1. 145 1. 07 1. 23 

0.20 (0.40) 1. 267 1. 13 1. 43 

0.30 (0.60) 1. 370 1. 19 1. 63 

0.40 (0.80〕 1. 460 1. 25 1. 83 

0.50 (1. 00) 1. 530 1. 31 2.00 

すなわち， 勾配，流速を一定とした場合， 土砂 （容量〉の混入比率が10%

の場合，侵蝕力は11%増加 し， 20%の場合は23%増加する。災害時における

土砂の混入率 （容量〕は下流において10～20%，上流において 80～100%程

度と推定せられる。

災害は一般的に，河川の下流域に多く発生するが，最近の傾向 としては，

上流域の被害も加増の傾向にあるので，今， i反りに河川の上流域の災害を災
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害全量の30%とし上流部においては掃流による侵蝕カの増を，下流部にお

いては水嵩の多寡を災害と正比例するものとして計算すると，

（イ〕 土砂混入率 （容量〕

上流部 SOJ,j) 

下流部 10以の場合，

椅i束力の増 0.83〔上流部〉

水討 の増 0.20（下流部）

0.83×0. 3+0. 2×0. 7=0. 389キ40%

（ロ〉土砂混入率（容量〉

上流部 100%) 
¥,(J、七旦,6、

下流部 20%) ーに，

掃j荒力の増 1. 00〔上流部〕

7J＇（嵩 の増 0.40（下流部〕

1. 00×0. 3+0. 4×0. 7 = 0. 58"""60 ;!b 

すなわち，水による災害率〔河川部門が担当するもの〉を 100とした場合

に，土砂の混入によ り増加する災害比率（治山，砂防部門が担当する もの〉

はおおむね40%乃至60%と推算できる。

これをそのまま河川事業投資額と砂防，治山事業投資額の比率であると判

定するには，用いた算式にかなり大胆な省略法を取り入れたこと及び計算式

の前提条件（例えば水嵩の増をそのまま災害率に正比例するとしたこと〉に

は仮定的因子が多すぎる欠点もあるが，個々の流域について具体的な統計資

料に基づき，以上の算定式を応用し，河川！と治山， 砂防の施設計画（投資額〉

をチェッ クしてみることは，将来の妥当投資額算定に何らかの手掛りになる

のではないかと思い，あえて試算を行なったものである。

次に，砂防事業と治山事業とのパランスについて考えてみたい。

この場合，両事業の公約数的目的である流出土砂を対象とし，それぞれの

事業が抑止しようとする土砂量を算定しその数量比を事業量の比率とみな

す方法をと ることとするO

治山事業の目標は， 10ヵ年間に所要の復旧，予防事業を施行して，昭和32

年度末の荒廃地 316千haを最も 安定していたと認められる昭和初期の状態

（荒廃地面積約 9万ha，年々の新生崩壊地約 2千ha）に引き戻そうとするも
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のであるが，これを土砂流出量から把握すると次のようになる。

大正の初めから昭和10年頃までは荒廃地（崩壊地，はげ山荒廃移行地及び

地すべりの総称，以下同じ）の総数は 112千haから 80千haの間にあっ て大

きな振幅はないので，算術平均して 96千ha とし，また年々の新生崩壊地を

平均 2千ha として流出土砂量を計算すると，

荒廃地 96,000(ha）× 200(m3)= 19, 200（千mり

新生崩壊地 2, 000 If ×2, 167 If = 4, 330 If 

一般山地 24,000（千ha〕× 1 If =24,000 If 

言十 =47, 530 If 

但し荒廃地からの流出土砂量は，戦後の荒廃地実態調査その他の調査から

類推し次のように想定した （1年間に lhaから出る土砂量〉。

崩 壊地 200ma

は げ 山 100 If （荒廃移行地も同量〉

地すべり地 1,000 If 

新生崩壊地 2,167 If （当年分のみ）

但し，渓流に関係するもの 2, 500m3その割合 2/3 ) 
｝の合計

渓流に関係しないもの 1, 500 If その割合 1/3 J 

一般山 地 lm3 

昭和32年度末においては，

崩 壊 地 198,624(ha）×200(m3)=39, 730（千ma)l 
ト荒廃地復旧事業

はげ 山 26,142 ＂× 100 If = 2, 610 If ) 

地すべり地 13,964 If ×1, 000 If =13, 960 If 地すべり防止事業1荒廃防止

荒廃移行地 77, 599 If x 100 If ニ 7,760 If はげ山防止事業 j事 業

（荒廃地小計） 316, 329 If 64, 060 If 

新生崩壊地 4, 650 If ×2, 167 If =10, 070 If 荒廃地復旧事業

一般山 地 24, 000 （千ha｝× 111=24, 000 If 

合 計 四， 130 If 

すなわち，山地からの年間土砂総流出量は98百万立方米に達し， 昭和初期

と対比すれば5千万立方米の増となっている。

林業長期計画では，これを昭和50年度までに修復 し計画完了時における年

間流出土砂量をおおむね28百万立方米とすることとしているが， 10ヵ年計画

では， 先に記したようにおおむね7割の進捗を見込み昭和初期の状態に近づ
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けることを目途とするもので，その事業計画は次の通りである。

荒廃地復旧事業 198,579ha 123, 789百万円

但し，新生崩壊地の復旧 33,574haを含む。

荒廃防止事業 E’；~~：！斤 2刊 7百万円

内 訳

（はげ山防止
崩 壊防止

地すべり防止

小 計

38, 674ha I 

16,952ヵ所ト

9, 172ha J 

16,952ヵ所
246, 425ha 149,486百万円

この結果，昭和42年度末における年間流出土砂量は次のようになる ものと

推計できる。

崩 壊地 51,440(ha）× 200(mり＝10,290（千m')

は げ山 8, 321 II × 100 II = 830 II 

地すべり地 4, 792 II ×1, 000 II = 4, 790 II 

荒廃移行地 38, 925 II × 100 II = 3, 890 II 

（荒廃地小計〉 103, 428 II 19, 800 II 

新生崩壊地 2, 976 II ×2, 167 II = 6, 450 II 

一 般 山地 24,000（千ha）× 1 II =24,000 II 

ぷ口入 言十 50,250 II 

すなわち10ヵ年計画完了時において年間流出土砂量は約 5千万立方米とな

り，抑止すべき総量 7千万立方米 （昭和32年度末流出量 98,130千d一 昭和

50年度末流出量 28,000千m3〕に対し抑止し得た土砂量4千8百万立方米 （昭

和32年度末流出量 98,000千m3一昭和42年度末流出量 50,250千m勺で，その

達成率は約70%，その結果昭和初期の 4千7百万立方米にほぼ近い状態とな

る。

これを砂防事業と比較すればよいのであるが砂防事業の抑止対象の流送土

砂量は昭和32年度末において 127百万立方米 （この測定元値は昭和24年度の

調査に基づく 140百万立方米である〕となっているが， 測定元値の数量は，

山地からの流出土量をどのように評量したのか判然としないので，こ こで直

ちにパランスを云々することは控えたい。

しかしながら治山事業がこのような方法で 「流送土砂の抑止」を一つの指

標として，その施設投資の妥当性，均衡性を究明することは，それ自体経済
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性追求の要請にも応じ得る途であろうと確信し，長期計画を抑止土砂の面か

ら解説したのである。しかし問題はなお， ill地からの崩壊土砂がどのように

流送し，堆積し，ついに海岸に至るか，またその間，渓間施設によりどのよ

うにチェックされるかといった土砂流送のメカニズムと災害防除の関係等，

究明すべき点も多く残されており，この点は先年から公共事業費による調査

を継続実施中でもあ り，これらの結果とも併せ， 慎重に検討を進めたL、と思

つ。
次に，利水事業との関連について述べたL、。その第ーは発電用夕、、ムと森林

の効用あるいは治山事業との関連である。

森林の水源i函養あるいは流量の均等的調整等の効用は，流出して くる水を

直接的に利用する場合 （例えば水路式発電〉においては，大雨の場合のよう

に流出期間が短かく，従って単位時間当りの流出量の絶対量が大きすぎて利

用する側の受入能力をこえるときは，流出量のなかの超過分は利用しないま

ま放出せねばならぬというロ スを防止することに有効に働く のであるが，発

電方法が水路式から貯水式に転換せられつつある今臼においては，そのよう

な流量調節機能の大部分は貯水池の管理により人為的に調整され得るので，

発電ダムと森林あるいは治山事業との関連は，ダムの背後に堆積して貯水容

量を減少させる流送土砂の抑止とL、う観点から把握されねばならない。

貯水式ダムの最も厄介な問題の一つは，流出土砂で埋没するとい うことで

あろう 。

事実，十数年で全貯水容量の過半を埋没したダムの例を指摘することは容

易である。ダムの埋没は直ちに，発電効率の低下を意味するが，近時，発電

施設がグムサイドの関係もあり極めて大きな投資を伴なっているだけに，そ

の投資効果維持のためにも流出土砂の抑止は，とくに大きな意義を有するの

である。

発電夕、、ムの施設位置をとり まく上流水源地帯の地質，地形，林相，荒廃地

の状況， あるいは今後の開発計画は，気象条件と相侯って，流送土砂を支配

する因子である。

ダムサイ ドの地質調査にかけられる莫大な調査費の何十分のーかが，この

よう な諸国子の調査と，年間流送土砂量の測定に用いられたならば，結果は

かなり変っていたであろう。
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治山事業は，意識すると意識しないとを問わず， その事業を通じてダム上

流からの流送土砂を抑止する効果をあげ得るのであるが，以上のような調査

は相互の協力態勢を強化し得るきずな ともなり，総合的な効果の発揚も期待

できるのである。

発電夕、ム自体の排砂装置と治山施設は，堆積土砂によ る発電効率の低下を

防止し得る最も有効な手段であるが，これら二つの投資合計が最少でしかも

最大の効果をあげ得るためには，発電者側の流送土砂によ る損失と治山施設

による効果についての正当な認識が必要であろうと思われる。

治山事業は，そのよ うな正当な認識と，その上に立つ要請に応じて， 必要

な協力をすることにやぶさかではなく ，むしろ， 協力の方法を自らも検討し

ている段階にあることを記しておきたし、。

第二は水利用のなかでエネルギー源としてではなく，水そのものを消費す

る工業用水，農業用水等と森林あるいは治山事業の関連の問題に移りたL、。

近時，水利用の増大は目覚ま しいものがあり，このすう 勢は人口の増大，

農業生産の集約化，工業の発展等の客観的情勢から推して，より高まる こと

は必至である。

降雨による供給量がコンスタントであるとすれば，この水量をできるかぎ

り温存し，平均化して使用することが水利用効率化の唯一の方策であろう。

先に述べた貯水池式発電の例にならい，水源地帯に貯水池的な効用施設を築

設するこ とはこの目的にそ うものである。

ある季節またはある地方 （流域〉では，水は過剰で、あり，この水が水害を

惹起している日本の現状を想起すれば，この余剰水を一時的に無害に貯溜し

計画的に必要な時に放出する とし、 う構想は，水害の防備は勿論，水利用の効

率化という面からも十分検討してみる価値がある。

このような構想は，すでに諸外国で実用化されている。一一拡水法がこれ

である。

拡7）く法には，溝渠式， 貯水池式，竪穴式，等諸種の方法があるが，治山事

業のなかにこれらの施設をとり入れるのには，かなりの追加投資を余儀な く

される。 従って，治山卒業が矛I］水部門に進出することの是非は，論外として

も， flJ水部門に進出するこ との可否は，一つにかかって水の大量消費者であ

る長業， 工業者側¢要請一一 客観的にL、えば水の取得原価の増嵩一ーにある
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といえよう。

いま，工業用水について見るに，その需要量は農業用水の大休 1乃至2割

と見られ，絶対量はさほど多いとはいえないがその伸びは目覚ましいものが

ある。また工業用水は農業用水に比べてはるかに歴史が浅く ，河川の水は旧

来の慣行によって農業用水に押えられ，工業用水の割込む余地が少なく，勢

い，工業用水はその大部分を地下水に依存している現状にあるC その地下水

も手を扶いていては枯渇する一方で，すでに各地で地殻沈下の問題を惹起し

ていることは衆知のところである。

このような情況から推しても一一事実もまたそ うであるが一一水の取得原

価は漸次，増嵩せざるを得ないのである。

従って， 治山事業が拡水法をとり入れつつその施設分野のなかで利水部門

に協力することは必要であり，かつ可能な措置とい うことができる。

水源地帯において， 拡水法による小貯水池を整備する ことは，下流地域の

貯水池に比べ補償額，設備費ともかなり低廉である とL、う経済的有利性を十

分期待できる ところである。

ただしこのような施設もわが国の急峻な地形， 複雑な地質構造に適合し，

かつ，効果的に運用されるためには，慎重な事前調査と綿密な現地適用試験

が必要なことはいうまでもなL、。

幸い， 農林省の応用研究費によ り昭和32年度から継続実施中の拡水法の試

験研究も昨年度から赤城山において現地試験を行ない，かなりの成果を収め

つつあるので，これがさらに実用段階に入る日の一日も早からんことを期待

したい。

第三は流域の管理と森林の整備について述べて見たい。

ここでしづ流域の管理とは，水害の防除と水利用の増進を通じ流域経済の

振興を図るための総合計画とその施行を指すのであるが，流域に占める森林

の分布率と森林の有する公益機能から してその効用は高く評価されねばなる

まい。しかし，これをいかに高く言平価してもそれのみで十分でないことはし、

うまでもない。

森林の機能とこれを補完する治山施設とが流域を通じ治水施設と調和のと

れた有機体を形成して初めて総合的な保全効果が期待でき，また，＊利用の

増進にも寄与できるのである。
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この場合，水源地情の森林に要請される公益的機能を十二分に発揚させる

ためには，森林に対する財産権の自由な行使を制約すること，換言すれば河

川と同じく公物的な扱いをすること によって初めて可能となるO

保安林の指定がこれであるO

昭和28年の大水害を契機として，翌29年に策定された治山治水基本対策要

綱は流域保全のため保安林の整備拡充を急速に実施する要あるを述べている

が，これは同年制定の 「保安林整備臨時措置法」により：具現化され，当 時

2,480千ヘクタールであった保安林を， 主として水源j国養保安林に重点を指

向し， 5ヵ年聞に4.05千ヘクタールに拡充することを目途とし着々整備調査

が進められ，この調査は予定通り昭和 33年度をもって終了し，同年度に指

定，解除の行政処分も完了する計画であったが，事務的なずれもあり，行政

処分は昭和35年度に完了する予定になっている。

このように保安林の整備計画は，若干のl時間的ずれこそあれ予定通りの面

積を確保する見透しであり，問題は，これら保安林がその機能を十二分に発

揮するための管理の充実に移りつつあるのである。

これがためには行政指導もさることながら森林所有者の保安林に対する経

営意欲の振起を強く要請したL、と思う。

水源酒養保安林に対しては，財産権の制約とはし、え，その施業要件は，森

林のもつ経済効果（生産機能〉をこと さらに抑圧することを避け，区分皆伐

を容認した一種の計画伐採の形をとっているので，この施業要件内で十分に

経済活動は可能であり，所有者さえその気持になれば，林業技術指導員の，

適切な助言と指導を得て満足すべき収益を得ることができるであろう。

ただし，禁伐ないし単木選伐を施業条件とする保安林は，財産権の行使を

殆んどといってよい位に拘束することとなるので，基本対策要綱にも記され

ている如く ，適正な補償？を行なう必要があり，これが具体的な運用について

慎重な検討が続けられて来たが，木年度，漸くその実施要綱も本決りとな

り，禁伐，単木選伐保安林については，凍結されていると認められる立木資

本の評価額に一定の利率を乗じた額相当額を毎年金銭で補償’することになっ

たものである。

なお，保安林の質的内界を整備するため，既設保安林で，災害のため立木

が損傷または滅失し，保全機能がL、ちじるしく減退し放置するときは，表土
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流たの危険ある地区について保安施設事業としての 「保安林改良事業」を施

行する計画を立て昭和35年度の新規事業として予算を要求中であるが，その

面積は全体計画として約65千ヘクタール（該当保安林面積総数の4%弱）で

昭和42年までの 8ヵ年に完了する計画である。この計画が実施されれば，官

行造林契約により実施中の水源林造成事業の進捗と相｛交って流域保全効果に

好影響をもたらせることができょ う。

以上で、第 1項目の「治llJ•Jj:業と治水，矛IJ水事業との連けいと総合効果の確

保について」の検討を終り，第 2項目の 「経済的工法の確立Jに移りたし、。

ここでしヴ経済的工法とは，諸々 の崩壊地についてその復旧工事に要する

経費をできる限り節約しつつなお十分の効果を確保するための工種，工法の

組合せとその施行方法をさすのであるが，従来，ややもすれば，個々の崩壊

地に当面して，これを丹念に修復することと，そのために用いる工法は，先

進地のそれを画ーに適用してきた嫌いがないでもなかった。

たまたま，昭和30年度に公共事業調査費をも って実施した崩壊地の実態調

奇は，全匡し 50地域につき調査時点、において， 調査対象地域内の崩壊地すべ

てをと りあげ，それらの崩壊とその発生に関係したと考えられる主要な因子

のうち客観的表現が簡単にできる因子との端的な関係に分解して調査すると

Lづ方法をとったが，その結果，崩壊発生と地質，地形および林相との関連

について一般的な傾向を把促することができた。

このうち， 特に地域的な分布を示す地主｛条件に，災害発生の主因子である

気象条件をかけ』合せて類型化したのが荒廃地の地帯分類で、あるO

この地帯分類は，その地帯に属する地域に発生する崩壊現象に共通する特

異点を把え，この特異性に即応 した工極，工法を選定して有効かっ適切に治

山工事を推進し得る目安となるものであるが，勿論この分類だけで直ちに経

済化が可能であるという ものではない。

むしろこの考え方は治山工法の適切な運用に寄与すると L、う経済化以前の

日的につながるのであるが， 工法の本質論からすれば，この方途をたどって

こそ初めて本当の意味の経済化が可能であるといえるのである。

治山事業10ヵ年計画で策定している荒廃地復旧面積 137,752haから北海道

分 6,650haを控除した 131,102haの地情分類別面積および地帯の特徴ならび

にI也市別工法の概要は次の通 りである。
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C積雪地帯 28,685ha （総数面積に対する比率 21.9%) 

（特徴〕 東北裏日本一帯の積雪地帯で，積雪のため雪崩，融雪による荒廃

促進が特徴である。

（工法〉 雪崩のため山腹工法は困難で、あり，工費も多額を要するので，主

として渓間工事に・より山脚を固定し土砂流出を防止する。111腹は自然復

旧を期待し，一般には工作物を最少限に止めるか特に必要な場合は雪崩

防止を兼ね積工および階段工を行なう〔ha当り単価630千円）。

。凍上地帯 広574ha(4.3%) 

（特徴〉 関東，中部山岳地帯の少雪，寒冷地地帯で，凍上による荒廃が特

徴。

（工法） 凍上による生産土砂量がし、ちじるしく ，このため山腹工は伏工を

主体とした防凍工事を行なうほか，この地仰の重要性にかんがみ渓間工

事も十分に行なう （ha当り単価850千円〉。

。多雨破砕帯 17, 304ha (13. 2%) 

（特徴〉 主として中央構造線に沿う多雨破砕帯地7市で，大規模，悪性の崩

壊が多い。

（工法〕 地質的に脆弱な多雨地帯であるが， 一般に土壌が良好なため植生

侵入が容易であるのでIll腹工法は簡易化して自然復旧を期待し，この地

帯の特徴である渓間侵蝕の防止に重点をおく（ha当り単価800千円）。

C多雨三， 四紀層地帯 7,665ha (5.8%) 

（特徴〉 多雨地帯に属する三， 四紀層で降雨による地表侵蝕と地すベり性

崩壊が特徴。

（工法〉 排水工を十分に行ない，山腹工事は努めて簡易化して直接山腹結

化を目途とし，渓間工事は最少限に止める（ha当り単価600千円〉。

。多雨火山堆積物地帯 4,297ha (3.3%) 

（特徴〉 主としてシラスおよびこれに類する火山堆積物地帯で特異な荒廃

現象が特徴。

〔工法） シラス，火山灰層の縦侵蝕防止を目標とし水路工法を重点とする

(ha当り単価471千円）。

。寡雨花岡岩三紀層地滑 14, 967ha (11. 4%〕

（特徴〕 瀬戸内海より愛知県中央部にかけての寡雨地7市で，いわゆるはげ
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山が多い。

〔工法〉 山腹侵蝕が少ないので山腹石積工，渓問工はきわめて簡易化し山

腹の直接緑化を目標とする（ha当り単価300千円〉。

0その他地帯 52,600ha (40. 1%) 

（説明〉 以上の地帯に属しないものO

（工法〕 一般的な軽度の工法を採用する（ha当り 単価500千円）。

なお，全地帯を通じた lha当りの平均単価は570千円である。

このような地帯分類と工法区分は，さらに現地についての細密な調査に基

づき適切に応用，工夫され，また個々の工作物，植栽方法の改善，さらには

新方法の案出等によ り，着実に経済化の道程をたどることを期待したL、。

なお，ここに付言したいことは， 以上のよう な行政指導と併行して，林業

試験場においても昭和33年度より「経済的治山工法に関する研究」をテーマ

として，その第一次対象地を寡雨花闘岩地帯（~、わゆるはげ山地帯）に求

め，岡山県下における現地試験を進めていることであるO この研究は当地帯

における荒廃地の復旧，防止工法の試験と，既施行地における経済的樹種の

導入法および衰退した砂防植栽樹極の更改方法を究明することを主要な内容

としているが，経済化の鍵を円、かにして土木的経費を造林的経費におき換

えるか」という点においている。

このような試験は，引き続き多雪地帯，破砕常；地帯：におよぼされる予定で

あるが，試験研究機関が進んでこのような命題を捉えたことは，経済化への

要請がいかに強いかということを裏書することと共にその成果の程を期待し

たL、と思う 。

最後は，予防治山の推進についてであるが，この事業は，昭和32年度に予

算化されてより逐年，増大の一途をたどり，その具体的効果についても，数

次の台風，豪雨に際し，はっきりと実証されている。

もともと予防治山こそ治山事業本来の任務といえるのであるが，戦後，頻

発した大水害により要復旧面積が累増する一途にあったこと，予防措置が言

葉でいう 程その適確性を期待し難いとされていたこと等が，この事業の予算

化を返らせた要因のよう である。

しかしながら，近時，とみにi曽大しつつある工業生産力は，豊富にして低

廉な水を希求し，反面，集約化された土地利用と人口の増大は洪水による被
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害の軽減措置を期待する。

このような水に対する両面の強い要請が，予防治山の拡充を促した一面の

理由であったことも事実であろ う。

予防治山は，災害発生の事前に，適確にその場所を予知することができる

としづ前提に立てば，これ以上理想的な洪水防禦対策はないわけであるが，

洪水発生の素因， 誘因を仮定的にあてはめるならば， 全国，妻ljるところがそ

の対象地とな り得るであろう。 ここにプロパピリティの追求と緊要度の判定

が要請される。危険地帯の予知については，地質学，地形学，気象学および

森林土壌学の知識を山地荒廃防止の立場においてこれを整理し，あるいはそ

れぞれの専門家の適切な助言と協力を得て，一方，先に述べた治山調査によ

るデータを援用するならば，かなり高い確率を期待できるものと信 じてい

る。治山事業10ヵ年計画は，以上のような観点に立って所要の施設（主とし

て渓間床固工で若干の山腹工事を伴なう〉を投入し，これら施設が毎5ヵ年

聞に2分のlの確率で効用を発揮すると仮定した場合， 5ヵ年聞を 1期間と

Lてその期間終了年次において 1ヵ年に発生する平均新生崩壊地面積の約20

%を軽減し得ると推算しているのである。

なお，予防治山事業の流域別配分計画は，客観的な因子を組合わせ，でき

る限り合理的かつ効率的に運用することを目途とし，現在，次のような算定

式を用いている。

IP+lOC M+lOm 
K1' ="/z-X2:K×~一一 ×f×F

但し， Kv ：流域の荒廃防止事業の妥当投資率

P：流域の想定氾らん区域内における年平均生産所得額〔昭21～30年〉

C：流域の想定氾らん区域内における年平均被害額 （昭21～30年〕

2:K：流域における荒廃頻度を示す指数で次の表から求める。

面瓦＼竺竺 A B c 

第 1 類 1. 01 1. 04 1. 97 

第 2 類 1. 00 1. 05 1. 59 

第 3 類 1. 06 1. 49 7. 72 

第 4 軍長 1. 00 1. 11 2.04 

但し．第 1類 花樹岩類，石英粗面岩，安山岩，Z丹岩，斑岩
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第 2類 中 ・古生層，変成岩（破砕帯を含む）

第 3類 第三紀，第四紀および凝灰岩

第 4類 ローム，火山灰，温泉余土，集塊岩

傾斜度 A(26. 5°以下） B〔26.5。～35°) C(35°以上）

（但し， 5万分の l地形図より判定）

以上の組合せ毎に，治山調査による資料に基づき， 流出土砂量を算定し，その比

率を求めたのが表の数字である。

M：流域の平均年降水量 （m 単位〉 m：流域の最大日雨量（m 単位〕

f: l+ 流域の未開発面積 F：一流域の民有林面積
流域の森林面積 流域の全森林面積

P+lOC 
←一三一ーの Pは災害を受け るであろう量を示し， Cは過去における実際に受け

た量である。

一 時 P+lOC
全国 220流域の大部分は P lOCてあったか ら，一一一一一 ＝P となるが，特に関

2 

発の遅れている地域，また台風常襲地帯については Cの値がかなり 高く ，時に C>P

となるが， これら地域については後進性の回復，常襲地帯の特異性を考慮 してP と

Cの値の如何にかかわらず本式を用いた。

M十lCm
一一三一ーは想定降水量を示すもので，全国平均値で，最大 日雨量の10倍が平均年

降水量；にほぼ等しいので平均化したも の。

以上の算式の構成でもわかるように，荒廃防止事業は流域の生産所得，既

往の被害額，降水量，荒廃頻度指数（地質，地形の組合せ〕並びに未開発率

（今後の森林開発 林道の開設と伐採 が人為的な荒廃要因となる〕の

諸国子に相関する ものとして策定したものであるが，なお，一層の検討を進

め， 事業費の効率化に資したい と考えている。

L、ずれにせよ予防治山は今後の長期に亘る試験， 研究と現場技術者の尊い

経験と携まざる工夫とによ り逐次その成果をつみあげてゆくことができるで

あろうし，また，そうあ りたL、と念願している次第であるO 〔昭和 34.9. 30) 

（林野庁治山課長〕
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