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訂正

『水利科学』 No.46 （第 9巻第5号） l 9頁の第 1表中の平均降水量の欄の

宝Jll・・・・ ・2, 100とあるのを3,700に訂正いたします。



7]0乙対する森林の影響とは？

野口陽一

1. はじめに

昭和40年 4月5日， 「農業における土地環境とその改善一一特に水分環境

を中心Jこして一一」 1）と題する，日本農学会大会のシンポジウムにおいて，

話題提供者の 1人となることを一応は辞退しましたものの，軽い説得によっ

て私は容易にこれを引き受けてしまい，「流出量に対する森林の影響Jという

題で，話をすることになりました。農業における （私の場合，林学における），

土地環境，あるいは水分環境とは一体何を指すか，ニのことが根本的に 1つ

の疑問として，頭のどこかに引掛っていた私は，むしろ進んで話題提供者の

1人となって，いろいろの質問を受ければ，上記の疑問を解決する緒も見出

せるかもしれないというふうにも考えたのでありました。

そう L、ぅ次第で，話の大要は，まず世界の主な森林量水試験地（第 l；表〉を

紹介 L，ついで森林の伐採によって年流出量が増加した例（第2表）を示し，

森林量水試験の成果をいかなる統計量で、表わすべきかという点に問題がある

ことを述べたつもりでありました。なおまた，米国の Fraserで行なわれた，

伐採の程度の異なる試験においても，伐採ということが3 流出量を増加させ

る方向にはたらいたことをのべました（この事実から直ちに，水利用という目的

のためには，森林を伐ればよ い という結論を出す方がありますがι ここではそう い

う実際問題への結論までおよんでおりません）。さらにこの試験では，流出量を直

接には測定しないで， 降水量から蒸発散量を差引L、た残りとして，流出量を
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第 1表世界の主な森林量水 試験

｜ ｜試験｜ ｜ ｜ 
観測｜略 称 （所在〕｜流域｜純度｜平均年水｜ 主 な る 研 究 禿 表
開始年｜ ｜数｜ ｜降水量｜

1仰 IE…。l （スイス） I 2 IN. 4ぺl川

19061 ~a＇：。n W「1eel（米， C。I)I 2 I N. 38 I 500 I B。teset。I. (19紛

19261愛知問林（日，愛知）｜ 5 1 N. 3511800 1 ：~~~~m，荻原（1951)

1934 I Cowe出 （米， NC〕I23 I N. 35 I 1800 I H川 （1941) Hoover〔l9刈，
I I I I Dunford (l 947) 

19叶竜の口1l1 （日，岡山〉｜ 2 IN. 34 I 1200 ｜ 武田（194~＜， 中野（1950),
｜ ｜ ｜ ｜白井（l9 0) 

19371 Fraser （米， Col.)I 3 I N. 40 I 600 I ~~~~e~l （｛為 〉

1938 I宝）｜｜

19391釜淵

（口群馬） I 5 I N. 37 I 2100 ｜武田（1950)

（日山形） I 2 I N. 39 I 2500 ｜丸山猪瀬（l952) 

（独） I 2 IN. 5211200 I (Delfs, 1958) l川 lOber Horz 
1956 1山。 （ケニア〉｜ 2 I N. 0 I 2000 I (Perei叫 1962)

（注） * lOOmm ~Ii約値。

算出した点を取り上

:f，流出量に対する森

林の影響l土，間接的な

ものであるということ

をお話ししたのであり

ます。これに関連して，

各地の試験流域におけ

る流出量と蒸発散量の

配分（第 3表）の地域差

第 2衣 森林伐採による年流出量の増加例

。） Coweeto (lOmm ~主的位）

｜年降水量｜ 年流出量伴）
観測期間 共通 No. 18 No. 17 

( ) Control area I T reo凶 ore。

1936-1940 
17 50mm I 870mm （附）I 710mm仰の

T. P. 
1900 (53%)1 1060 (56%) 

1944 -1953 

<i.l) 1941午4月No.17伐採 350 （上下の差 No.17 
-140 ( /1 No. le 

増加分 + 210 

についても触れ，最後 b）釜 淵 (lOmm j言約！直）

：こ，森林量水試験では

流域に edaphic change 

（土壌状態の変化）を与

える場合に，始めて真

に森林量水試験らしL、

｜ ｜ 年流出量（ネ）
｜年降水量 l ' 

観測期間｜（共通〕 I Con~~j ふ。 l Tre~~d '! 
C. P. 

1940-1947 

T. P. 
1948 -1950 

2660mm I 2030mm (76%)1 2090mm (78%) 

2300 I 1720 (75%)1 1880 (83%) 

試験が行なわれるはず （注） 1947年－48年 11号沢伐採，増加分約五%。
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第 3表試験流域の水収支（年量） (IOmm括￥:Jft1()

流 世主 統計期間 降水量二流出量＋蒸発散畳

三註 ;irl (1) 1940-1950 2520 = 1930 + 590mm 
愛 知 (A) 1932 -1961 1850 = 960 + 890 
Coweeta (N。18) 1936】 1943 1860 = 970 十 890

Emmen↑al ( s) 1915-1927 1610 = 910十 700

竜の口山 口ヒ〕 1937-1943 1150 = 310 + 840 
Wagon Wheel Gap (A) 1919-1926 530 = l 90 + 340 
Fi mi河（熱帯雨林） ＊ 1700 = 660 + l 040 

Lauloke河，（乾燥サハンナ〉 ＊ 1100二 190＋引O

（；主） 本アフリカコンゴ流岐，Penman ( 1963）~ P. 4による。

でありますげれども，実際問題と しては下流に対する影響などもありまして，

これは容易：二実行できない， したがって，森林量水試験成果の解釈に当って

は，十分生態学的な観点からの考察も加えていかなければならない．一一ー簡

単に要約致しますと，大体以上のようなことをお話ししたのであります。

話題提供が終りま してから質問の形で出されましたご意見の中には，「森林

の機構（メカニズム）を調査するのが目的ならば，浸透とか蒸散とかし、う個々

の現象をもっとよく捉えなければならないだろう」といった意味のこともあ

りまして，私自身の研究課題を今後どのよう にしぼっていくかについて非常

に参考：こなりました。

ところが，最初いだいておりました，「水分環境とは何を指すか」という 私

の疑問は，シンポジウムが終りまして，ご質問に対する答を考えたりしてお

りますうちに，そもそも「水に対する森林の影響とは何か」としづ根本的な

問題：二形を変えて，私の脳裡を支配することになっていたのであります。そ

の後，この問題に対しては，今日までのと ころ3 以下のような考え方で自答

しているわげてaありますが，あえてこれをのべさせて頂き，いろいろのご意

見を賜るよすがともなればと願っているわけで、あります。

2. 森林の影響の基本的意義

森林水文学は，水文学的循環過程の中で，森林の影響のおよぶ範囲を取扱

うものであるとか，森林の機能を明らかにすることを目的とする 3 とかし、う

ふう：こL、われております。ところが，ここでその彰響とは何をいうのか，機
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能と L、う言葉で何を意味しているのか，ということを考えてみますと，これ

は必ずしも直ちに簡明に説明できるものではありません。われわれが求めて

いるものを，われわれ自身はよく知らないし， したがってこれを表現する適

切な言葉を知らないもののようです。それゆえわれわれは，通俗には，影響，

作用，はたらき，効果，効用，機能，機構，メカニズ、ムp 役割など，少しず

つニュアンスの違ういろいろの言葉を使って，これを表わそうとするわけで、

ありますが，このようなL、し、換えは，一題の代数の問題を解いている中学生

が，その問題すら解かないうちに，次から次へと新らしい問題を与えられる

ときに起す，あの混乱に似たものをわれわれに与えてしまいます。

そこで，ここでは，こう L、ぅ混乱を避けて，今までにどんな事柄が森林の

影響という用語で説明されてきたかについて考えてみたいと思います。まず，

キトリッジが，了森林の影響とは，生態学的反作用であるともいえる」3〕とい

った，あの生態学的反作用とし、う概念はどうい うものかということに触れる

ことに致します。

3. 生態学的作用，反作用

生物の無機的な環境因子としては，光，水分，温度，風p 土地，土壌構造

などをあげることができます。これらの条件因子が，どんな範囲にあるかに

よって，生物の生長や活動は，ある程度制約されるのでありますから，これ

ら無機的な環境因子が，生物に対しておよぼしている作用があると考えるこ

とができます。生態学では，この作用を環境作用（または単に作用， action）と

いっております。生物は，これらの環境因子から環境作用を受げていると同

時に，その環境因子をある程度改変するはたらきをもっております。このは

たらきが3 環境形成作用（または反作用， 削ction）と名づけられており，キトリ

ッジの生態学的反作用とは，このことでありましょう。

なお生物相互間にも，いろいろ働き合う関係が認められ，これは相互作用

(coaction）とよばれております。

無機環境因子を 2大別致しますと，空間において生物を支持してゆく支持

環境（土地，空気，水）と，栄養，気象に関係する代謝環境とに分けることが

でき，したがって生物の環境形成作用は，これらのおのおのについて存在す

るわけでありますが，いま生物群としての森林を例にとり，森林がその環境
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第 4表環境形成作用の分類と森林の影響

環境形成作用一般の分類＊ 森林の環境形成作用の例 料

A 女す 地 反 ｛乍 用 浸蝕防止作用，地盤保護作用 。
支持環境

B. Jt 気 反 イ乍 用 （防風林な どの〉風速減少作用
に対する

反作用 土岐水分を増加させる作用および減少
C 対 水 反 作 用 させる作用（水源かん養，流量調節， O

氾濫速度軽減の作用）

対栄夜条件反 土壌 森林動物や落葉落校の有筏質添加作 。
A. 

用，穿孔作用

作用
水 質 森林土壌中のパクテリアの諸作用 。

代謝環境
光 樹冠のうっ閉による遮）＇（；作用

に対する

"It気象条件反
温度 森林の徴気候緩和作用

反作用
B 

水分 森林による蒸発 ・蒸散量の変更 。作用

ガス
植物の炭素同化作用による空中への酸
奈の供給

（注） ＊左欄は文献叫 p. 40～p. 48より作製。 判。Eflit水文学的現象に関係のiliいもの。

に対しておよlましている環境形成作用を掲げますと， 第 4表のよう に与りま

す。森林は，生物の環境形成作用一般の，あらゆる項目：こ相当する反作用す

なわち森林の影響を有しております。

われわれはいま，森林の影響を生態学的な概念として捉えようとしたわけ

であり，また進んで，生態学的反作用をよく調べていきますと，森林とその

環境との閣の調和，均衡といったものをも捉える ことがで主るのであります

が，ここに注意しなければならないことは，第 4表右側の記述のうちあるも

のは，森林を擬人的に考えさせる危険をは らんでいるということであります。

とくに対水反作用に対応させて，括弧を付けて書いた用語は適当でにありま

せん。環境形成作用（reaction〕と L、う概念を始めて説明した クレメンツ（E.F. 

Clements, 1928）はもちろん 「水源i函養」というような擬人的な言葉は使ってい

ないのでありまして，彼の reロctionの分類lこ，

I .土壌の形成作用

JI. 土壌構造の改変作用



l!I. 土壌水分におよぽす影響

イ 水分含量を増加させる作用

ロ．水分含量を減少させる作用

N. 栄養分および溶解物質に関する作用

v.土壌生物を通じての作用

VI .対気反作用
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とある。第E項の土壌水分におよぼす影響が，人聞の側からみれば水源i函養

ということになるのでありましょう 。水源i函養とか，流量調節とかL、う言葉

は明らかに人間中心の考え方を示しておりますが，生態学的な環境形成作用

の概念では未三人閣の立場は入ってこないのであります。

それでは3 水源かん養保安林などの効果についてはどう考えるか，という

ことになるわけでありますが，その問題にはいります前に，人類の環境に対す

る行動をあたかも生物の行動のように客観的に考えてみることに致します。

4. 人類の環境形成行為一一保全一一ー

人類の生活にとって，その自然環境は，土地，水，鉱物，植生（たとえば森

林）などの天然資源が，気候や地形と組み合わさったものということができ

ましょう。人類の生活を決定する要素は，自然環境のみではありませんが，

自然環境は，人類の活動をある程度制約致 します。地形や温度，雨量，土壌，

森林などは直接間接に人類の外的生活に影響するだけでなく，その内面生活

にすら影響をおよぼします。

このように，自然環境が人類の生活に与える影響がある反面において，人

類が種々の行為lこよって自然環境，あるいは土地条件を改変していることは，

ちょうど，人類以外の生物界において，生物がその環境に対して環境形成作

用をもっと同様であります。ただ人類の場合は複雑でありまして，生物学一

般におけると同様の方法のみで，これを論ずれば足ると L、うわけにはL、かな

いでありましょう。しかし次のような行為は，これに対して環境形成という

概念を用いてみることができないでしょうか。道路，橋梁，貯水池， 干j石地

の造成，港湾，農地，河JI［の改良；防風林，防潮林，防霧林などの造成保護；

治山，砂防， j産税，排水施設の建設。これらは人類が土地や水におよぼす影

響であり，その環境形成の行為であるということができるのであります。
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ニニ ：ニいまのべましたようなものは，いわゆる国土保全事業（あるいは資源

保全ド業〉として行なわれるのでありますが，これを人類の環境形成行為て、あ

ると見るのは，生態学を基礎にして考える場合，当然のことでありまして，

生態学者逮は，保全のあり方として，生物界における調和や均衡の概念をも

って説明しようとするのであります。

たとえ（ど，

「保全とはp 人類と土地との調和状態をしづ」。（LeopoldAldo) 

7真の保全の目的は，有用な植物，動物，その他あらゆる資源の収穫と更

新の均衡のとれた循環系を確立することである」。（EugeneP. Odum〕

「保全；主，鉱物，土，水，植物，動物と L、ぅ天然資源を賢明に利用し，生

態学的に温存するということ以上のことである。それは新しい社会哲学の基

礎となるものである」。（EdwardH. Graham) 

「保全とは，自然界における均衡の，人類による調整である。人類が3 土

地，水， 植物p 動物：こ対して とる行動は3 この均衡を維持することもあるが

破ることもある。 －－－もしこの均衡が破られるならば，人類は結局土地から

追放されるJ。（AmericanFo附 ryAssoci。tion,Teaching Conservation) 

「保全とは，人類の生活と自然界との生態学的調和を求める意識的努力で

ある」。（StanleyA. Cain) 

5. 保安林の目的 （水源かん養林など）

保全という，人類の意識的努力の表われとして，わが国には保安林制度が

あり ます。島田博士の記述5）により ますと，

了日本の現行森林法は，周知のごとく次のげ種の目的を有する森林を，保

安林の性格をもつものと指定し，これに特定の制限を課することができると

している」

のであります。

の

( 1 ) 土砂流出防備林一一土砂の流出，浸蝕を防止するもの

( 2) 土砂崩壊防備林一一地盤不安定な急斜地の崩壊を防止するもの

( 3) 水源i函養林一一水源を酒養し，河川の流量を調節するもの

( 4) 水害防備林一一洪水時の砂礁の暴流や高水位を防止するに役立つも
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( 5) 落石防止林一一地盤を固定し，落石の危険を防止するもの

( 6) なだれ防止林一一頚雪の発生を防ぐもの

( 7) 防風林 強風，冷風，熱風などによる危害を防止するもの

( 8) 飛砂防止林一一飛砂による危害，砂丘の移動などを防ぐもの

（？） 潮害防備林一一海岸において潮風，潮水の害を防止するもの

(l 0) 防雪林 吹雪，吹きだまりその他の雪害防止のためのもの

(l l) 干害防備林一ーかん流用貯水池の水沼れを防止するためのもの

(12) 防霧林一一海霧の発生による被害を軽減するためのもの（主として北

海道）

(13) 防火林 火災の延焼を防止するため耐火樹林帯をなすもの

(14) 魚付林←ー河川，湖沼の魚放の繁殖ならびに棲息を扶げるもの

(15) 航行目標林一一主として漁船の航行目標として有用のもの

(16) 保健林一一都会または工場附近で，防塵3 防煙などの作用により，

公衆衛生に貢献するもの

(17) 風致林一一社寺名所または旧跡の風致を添えるもの

この場合， これらの説明文（ ーするもの）とL、うのは，人聞の目的を表

わしたものか，保安林それ自身の合目的性を表わしたものかは，必ずしも明

らかでありません。保安林の場合はその両者が一致することが理想ではあり

ましょうが，現実には，ある森林がある種の保安林に指定されることによっ

て，その森林がその 1つの目的：こ対してのみ合目的性をもっということは不

可能のことであります。このことについてはここでは深く問題に致しません

が，とにかし保安林の目的として，たとえば「河川の流量を調節する」と

か，「高水位を防止するに役立つ」とか書かれた説明文は，森林が人類；こ役に

立っていること，価値をもつものであることをのべたものでありましょう。

これらの説明文の中には，第 4表に掲げました森林の環境形成作用の中で

用いました，浸蝕防止，水源i函養などといった用語と同ーの用語も使ってあ

りますが，それらは保安林の場合は，それが人間にとって価値をもつもので

なければならないのであります。すなわち保安林はその機能が全く没価値的

に測定できるという前提：こ立つものではないと思われるのであります。

保安林：二限らず，一般に森林は人聞にとっていろいろの効用（utility）をもっ

としづ見方ができるのでありますが，この効用に着目して森林の影響を分け
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る場合，Franrnis6l（土次の 3つがあるとしております。

。） 直接的影響（機械的作用〉

落石防止林， なだれ防止林，防風林の作用など

b) 間接的影響 （物理的，化学的作用を主とするもの）

対地反作用，対水反作用はもちろんのこと，その他の生態学的環境形成作

用はこの中に含まれる。

c) 心理的，生理的影響

本質的には，上記のロ）または b）に還元しうるかもしれないが3 人類に

とってよりよい環境をつくるという点で a), b）とは区別されてよいもの，

保健林，風致林の作用など

この分け方はまさに，森林の影響をその（森林の影響の）効用を論ずるため

：二分類したものであります。保安林の目的とはこのような森林の影響の効用

を指したものぞなければならないでしょう。通俗には森林の影響としづ用語

と，森林の効用と L、う用語は混用されるおそれがありますが，厳密には，つ

まり研究対象と しては3 森林の影響と森林の効用（笑は森林のお響の効用）とは

区別されなければならないと思われます。

6. むすび

水に対する森林の影響を，私は一応，

降水

浸透

森林の 1貯溜 iに対する影響

蒸発 ・蒸散

流出

というように理解して，従来行なわれたこれらに関する研究を渉猟して，著

書7）に引用したことがありますが3 これら影響の記述に当って，それの人類

の生活に対する効用に全く触れないで，全く客観的な形で記述するという こ

とは，非常にむずかしいことであると感じました。キトリ γ ジ3）がし、ったよ

うに，「森林影響学の水に関する一面は森林水文学といってもよし、」ならば，

水：二対する森林の影響と，森林の影響の効用とは，水文学の二分科〔山本荘毅

氏 水利科学 No.35ーーによる〕基礎水文学〔Seier叶ifrchydrology）と，社会経済水
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文学（Socio-economic hydrology）と の中にそれぞれ含みこ まれるような方法をも

って研究されてよいはずであり ますが，「森林水文学」といわれる分野に，今日

それほど明らかな分科があるといえるかどうかは疑問でありましょう。しか

し森林は3 決して人類の意志や目的を理解して（保安林に指定したという位のこ

とでは〕，その目的に十分沿う（土たらきを意識的に行なうものでないことに明

らかであります。人類（土森林を技術的に管理しなければならない所以であり

ます。

冒頭に紹介しました シンポジウ ムI）の， 司会をされた福田教授が，その司

会のことばの中で，

「論議が水収支を主軸とすると L、し、ましても ，関与する多くの要因は

互に影響し合って，全体として lつの総合的， 有機的な均合いが形づくられ

ると見るべきであり，またこの場合には，人文的なものから，自然的なもの

まである のは当然であ ります」といわれたことを再び想い起してみますと，

ここで、は，森林の影響の基本的な意義を明らかにした程度で，さらにその効

用の問題に対して，自然科学だけの基礎の上に立って，いきなり這入ってL、

けるかどうか，ということも考えてみなければならなくなってまいりました。

（東京大学助教授，農博）
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