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副川治水長期dlil!!1の歴史（XlV) 135 

ることが困難であろう。更に，多目的ダムを主軸として治水と利水との聞に望ましい

相互補完的な関係の確立を目備す場合，このような機能は基本的な条件と考えられる

と述べて，今後の究明と努力を期待して結んでL、るが，同じく一般的，抽象的表現に

とどまっており，要点は，第 2節の新しい投資限度額算定の方法論を提示したのが長

期展望の内容であった。

（関米地方建設局，河川l部長）

訂 正

『水利科学』（前号No.56）に掲載の束三郎氏の論文（「地表変動と指標植物」）中の

次の個所を訂正いたします。

訟 正
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57 23 
台風 ・梅雨γ伴う豪雨，－見舞わ 台風 ・梅風に伴う豪雨によるも
れる ｝ 」 のとされている。しばしば豪雨

に見舞われる
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62 8 凍上 ・ただれ ・凍上融解 凍上 ・なだれ・凍土融解

63 29 (Betulo ermoni) (Betulo ermii) 

64 10 Heion,s> A Heim,s> A 

66 写真説明
トドマツ（Abiessocholinensis〕の トドマツ（Abiessocholinensis）の
黒常材 異常材

67 18 （北海道大学助教授，林学博士） （北海道大学助教授，農学博士〉



地表変動 と 指標 植 物

東三郎

まえがき

山麓扇状地帯，低山地帯，奥山へと開発の手が伸びるにつれて，山地災害

の危険度はますます高くなってきた。開発後，わずかに 1世紀を経たにすど

ない北海道の歴史にも，最近の急速な開発テンポに伴って災害は急増してぎ

ている。生命の危険，生産機能の喪失を災害とよぶならば，危険地帯の認識

を高め，危険地帯への接近に慎重な計画が必要なことはいうまでもない。危

険地帯の認識のなかでまず必要なことは，その土地の過去の歴史を知ること

であろう。これまで，土地は利用者の立場によって調査されてきているが，

その多くは利用目的にそった限られた枠内で行なわれてきている。たとえ

ば，農 ・林業は土壌について，土木事業は地盤 ・風化土層 ・水脈について，

地下資源開発は埋蔵物質について，直接，生産的な面に焦点をあわせてき

た。しかし，土地の高度利用に伴って，諸部門は同ーの舞台で交錯し，各部

門聞に利害相反する現象が生まれ，もはや一部門の独占的利用は許されなく

なってきた。一時代前とちがって，災害防止を含めた開発問題が発生してき

たこんにち，各分野で得られたこれまでの土地観は総合され，新しい基準線
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の設定が必要なのであろう。

筆者はしばらく山腹工の研究をつづけてきた。そのなかで，既成崩壊地の

侵食防止と，未崩壊部の崩壊予防とは全く別個のものであり，植生のもつ侵

食防止能力に物理的な限界のあることを知った。さらに植生は侵食地形の動

態を表現し，過去の変動を物語っていることを学んだ。不動の大地とされや

すい山地斜面に，意外に活発な動きのあることや，扇状地の 2次侵食 ・再堆

積が，われわれの生活時間（地質年代に対して）のなかでおこることがわかっ

た。そ こで，災害防止を論ずるにあたって，地表変動に対する時閥単位の導

入を必要と し，その方法の 1つとして植生研究を軸として考えてムた。

地質学 ・地形学 ・気象学・植物生態学が同ーの舞台で論ぜられるところ

に，治水 ・砂防のむずかしさがある。しかし，同ーの時間単位を基準にして

地表変動をみていけば，問題点は明らかになってくるはずである。

一般に植物は材料・ 原料としてのみ扱われてL、るが，彼等の寄り集った社

会すなわち植生が土地の歴史を物語り，ある植物が刻明な記録を残すという

面をクロ ーズア y プして， これからの新しい土地観lこ寄与したいものとおも

コ。

地表変動と山地災害

土地の形すなわち地形は，その場所の気候 ・岩石の性質 ・生物の状態およ

び活動 ・土地の変動などのいろいろの事柄と密接な関係をもって生成してい

る。この地形を生成する力または作用を営力と L、L、，火山とか地震をおこす

ような内部から働く内的営力（internalagency）と，風・ 雨 ・河水 ・氷 ・波・温

度の変化といった地球の外側から働く外的営力（externalagency）とにわけられ

る。内的営力は大地形すなわち構造地形を，外的営力は小地形すなわち侵食

地形を生み出す。

山地災害の防止；こつとめる治山 ・砂防部門で関係している地形といえば，

この侵食地形である。確かに小地形にはちがし、ないが，扇状地の大きさには

リノレ（rill）によってできる数 cm2 のものから半径数 10km のものまであり，

侵食には傾斜畑の雨滴侵食から山麓の土石流まで含められ，地表移動には大

地すべりからクリ ープ性の移動まで，大小の規模をもった現象が混在してい

る。筆者は第 1図のように地学的輸廻に対して，治山 ・砂防で取り扱う対象



と，農耕地の土壌保全の対象と

を一応区別して，侵食問題を論

ずる必要があると考えている。

The geological cycle は LEGGET,

R.F. によるものであるが，その

サイクルのなかに山地災害の対

象を入れてみた。両者の規模を

同時にもりこむことは困難であ

ったが，位置つ’けを明らかにし

てこれからの論議に役立てたい

と考えた3

遠い過去から現在までのさま
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第 1図 侵食輪廻と侵食防止の関係

ざまな地形形成の過程におい I The geolo印刷 cycle, I The cy巾 of erosion 

て，土地利用はつとめて災害を co附 ol. m The cycle of soil conservation 

避ける方法を採りいれつつ発展してきた。最も原始的な時代には，地表変動

によってもたらされる危害を本能的：こ察知し，動物的に移動する生活が行な

われていた。人智が発達し，人間の生活が安住化するにおよんで，ある程度

人為的な地形改造まで行なうようになったが，その結果，行動の自由は束縛

され，予期以上の地表変動の際lこ大きな災害をこうむるようになってきた。

すなわち退避の術をもたない植物と同じような被害をまねくようになったの

である。その後の機械文明の発達は，動物的退避を軽視する風潮さえもたら

した。

こんにち，わが国の自然災害の大部分は，台風 ・梅雨に伴う豪雨に見舞わ

れる地域で，いちじるしい地形変化を体験できるところでは，それなりに生

活圏の拡大がひかえめであるのに対して，あまり豪雨におそわれないところ

では，地形を無視した土地利用がすすめられやすL、。いわゆる一時的な平面

的な開発に流れる危険性がある。これまでのところ，豪雨をコントロールす

る段階に達していないのであるから，われわれは予告なしに訪れる豪雨を受

身で待たなければならない。災害発生の時 ・場所 ・規模のどの 1つを欠いて

も的確な「災害予知」とはならないが，少なくとも豪雨受入れの場である山

地の個性を知り，地形を判別する方法の精度を高めなければならない。
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地すべり地，崩土堆積地，河道堆積地，堆積扇状地など，豪雨時に土石流

の材料を供給する地形は非常に多L、。 このような土石の堆積は，過去の急激

な地表変動や，その後の緩慢な風化・侵食によって蓄積されたものである。

雨水のようにいっきょに流出しないために，古くなると植生におおわれる。

新しい山腹崩壊地は，航空写真に白い班点となってあらわれるので，なまな

ましし、侵食現象を訴えるが，古い堆積土砂や地すべり先端部は植生におおわ

れて安定してし、るかのようにみえる。しかし異常出水にはひとたまりもなく

運搬される土砂であるから，植生被覆による地表固定の期待にのみとらわれ

ず，当初の裸地出現と植生侵入の関係から，あまり遠くない過去におこった

はずの地表変動を読みとり，それを防災対策の資料とすべきであろう。

指標植物の防災的意義

植物の個体または群落，とくに特殊な植物群落は環境因子の気候的・土性

的および生物的諸国子の総和を示し，実用的にはある作物のその土地への適

否あるいは土地の肥沃度を判断する指標となる。このような場合にその植物

を指標植物（Plantindicator）と称している。指標植物の概念はすでに17世紀末

から18世紀にかけて，King. Degner. Buflon. Bibergなどの博物学者の研究にあ

らわれ， 19世紀の多くの学者によって，土壌の化学的性質や物理的性質と植

物生育の関係において体系づけられてきた。野生植物の指標的価値に深い関

心を払った Besseyの研究は，植物生態学の発展を刺激し， Clements.F.E.の環

境と植物群落および遷移の研究としてひきつがれていった。 Clements は指標

植物をつぎに示すように要因的指標と過程指標・実用的指標・古生態的指標

の4つにわけて論じている。

[ Fae↑or indicators 

l Ci1mat1c and edaphic indicators 

2. Water indicotors 

3. Light indicators 

4. Tempera↑ure i『1dico↑ors

5. Indicators of solutes 

6. Soline indicators 

7. Lime indicators 

8. Aeration indicators 

9 lndicatars of factor-complexes 

l 0. Soil indicators 



l l Slope-exposure indicators 

12. Altitude indicators 

13. Organism indic。tars
Il Process indicators 

l Fire indicators 

2. Lumbering indicators 

3. Cultivation indicators 

4. Grazing indicators 

5. Indicators of irrigation and drainage 

6. Construction indicators 

7. Physiagraphic i『1dicators

8. Climatic indicators 

日 Practice indicators 

l. Agriculture indica↑ors 

2. Grazing indicators 

3 Forest indicators 

11' Poleic inbicotors 

l. Pole1c indicators of climo↑e and cycle 

2. Pole1c indicators of succession 

3. Plant indicロtorsof animals 

4. Animal indicators of plants 
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これらの指標植物は，要因的指標（Factorindicator）と実用 的指標（Practice

indicator）が，植物の生産力と環境条件を中心にしているのに対して，過程指

標（Processindicator）と古生態的指標（Paleicindicator）が， 環境の変化をあらわ

すものとしている。過程指標は，過去の野火 ・山火 ・伐採 ・農耕・放牧・土

木工事などの地表撹乱や，侵食 ・堆積による地表変化，気温 ・降水量などの

気候変化をあらわし，また，樹木年輸のような気候的指標が先史時代の気候

変化を物語る場合もあるが，多くはわれわれの生活時間内の変化をあらわす

ものとしている。

古生態的指標は化石を手がかりにして得られる地質年代の決定に用いられ

ている。そこで，防災的見地にたって，最も適切な指標植物について，

Clements の分類から求めてみると， ][ -7の地文的指標（Physiog岬 hicindicator) 

があげられる。この地文的指標は現在あまり活用されていなし、。おそらく，

農業生産が平坦地に集中し，土地の肥沃度を中心に研究され，地表変動と無

関係であったためであろう 。この影響は林業生産にもあらわれ，山地の地形

変化よりも肥沃度と林木生育の関係が重要視されている。

実は， Clementsの先輩格にあたる Cowles,H.C.は，地形が過去のいろいろ
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の影響を受けて現在の姿に達してL、ると同様に，地表の植物は過去の地表変

動に応じた景観を呈してし、るものと考えてきた。Cowlesはシカコ大学で地

質学を修め，つづL、て植物生態学の研究に専念しただけあって，地表変化と

植物の関係：こ細密な検討を加え，いわゆる動的生態学 （Dynamicecology）の基

をつくった。当時アメリカの地形学者 Davis, W.M. は地形輪廻説（cycl1~ theory〕

を出しており， Cowlesの考え方にも影響をおよぼしたといわれている。 1911

年に Cowie~ （立植生遷移：こ関する考え方をまとめ，そのなかで遷移の動因を

Physiogrophic なものと bio↑IC なものに大別し，前者をさらに regionalなものと

topogr口phic なものにわけて述べている。 regionols口ccessionは地質年代の大気

候変化によるものであり，topogrロphicsuccessionは川・風・火山などによるも

ので，侵食 ・堆穣作用がローカルな退行遷移をもたらす点を強調している。

Clementsの単極相説が気候条件にのみ支配されるとしているのに対して，

Cowlesの極相の概念には，植生還移がエロージョン ・サイクル；こ，エロー

ジョン ・サイクノレは大気候のサイクルに包含されるとされている。のちに

Cowlesの考え方は土地的条件を重くみた Tロnsley,A. G の多極相説にひぎつ

がれている。

このように Clements の分類した地文的指標植物をさらに追究してみると，

Cowlesの唱えた地形的還移（topographicsuccession) ：こ到達するお Cowlesが地

形的変化と樋生に関して1901年のシカコA市周辺で研究した論文によると，山

地防災の立場で理解できる指標価値について述べ られてし、る点の多い ことが

わかる。 2,3のスケッチについて紹介すると，彼はまず， 水源部の峡谷に

おいて，不安定な粘土質斜面の貧弱な植生や，傾斜し－n、る樹林をとりあ：ず

て，崩壊や地すべり性の移動を認め，堆積地における先駆植物の侵入状況

や， JI！の蛇行による堆積地の 2次侵食と一時的な安定林の破壊について述べ

ている。また高地では，侵食と植生のタイプについて，岩礁地 ・砂質地 ・粘

土地の実例を示してし、るが，いずれも地形の変化を主とし，植生の変化を従

としている点lこ特徴がある。

一般に，われわれは植生被覆による侵食減殺の問題：こ熱中しやすいが，山

地災害の原因となる土砂害（崩壊 ・地すべり・土石流）を考える場合には， 農

耕地の侵食現象よりも数段スケールの大さい侵食現象：こ注目しなければなら

ない。そのためには，地表変動と植生の関係lこ， Cowles の地形的遷移の考
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え方をとりいれてみる必要があるだろう 。また，地形変化（こは地質年代のよ

うな長い時間単位だけでなく，植物の生育に関した時間単位も入れてムるべ

きであろう。

植生侵入と裸地

なんらかの原因によって裸地ができると，そこには周囲から植物が移住し

定着する。ここでし、う裸地とは，崩壊地や滑落崖，扇状地や河道堆積地のよ

うに，新成土でおおわれた場所をし、L、，山火跡や刈払い地のように樹草の根

系や根株の残った土地と区別しておく。裸地に侵入し，貧栄養的土壌条件に

うちかつて定着する植物を先駆植物（Pioneer）とよんでいるが，この種の植

物は種子の飛散力が大きいことにも特徴がある。もし林内の局所的な小面積

裸地であれば，必ずしも先駆植物のみがし、ちじるしく侵入するわけではな

い。侵入の阻害要因である表土の移動と水分不足が緩和されると，多種の植

物が定着する。崩壊斜面では地形的条件すなわち斜面の傾斜 ・土質 ・方位と

植生回復の関係が密接であり，気象条件とからみあった裸地表面の動静が大

きく影響する。

筆者が北海道の崩壊地で観察した表土移動にはつぎのようなものがあげら

れる。

l. 雨水による表面侵食

2. 融雪水による表面侵食

3. 凍結による表土の凍上崩落

4. 凍結表土の融解流動

5. 積雪移動に伴う表面侵食

6. 乾燥時の表面風食

7. 岩石崩落による表面侵食

8. 隣接未崩壊部の崩落に伴う表面侵食

、ニれらの表面侵食は傾斜が急になるほど，種子の着生を困難にする。 し

かし，岩塊の多い凹凸の斜面や，倒木 ・根株の上様には，局所的な不動点

(immovable spot）があり， その部分に侵入定着の場がある。先住植物のない裸

地では，異種植物閣の競争にわずらわされないが，種子発芽に必要な水分に

めぐまれないために，初期生長のいちじるしい陽性植物のほうが有利であ
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第 2図裸地における植物侵入

Mi gr。fion 「一一一cce叫一一一寸
Germination ー→ Grow山一一－ Reproduction 

Surface cond汁ion

Ci主） I Bore oreo, Il Immovable spot, Il Suitαble humidity 

る。第2図に初期侵入に必要な条件を模式的に示した。これは裸地の物理的

条件の優先順位をあらわすもので，不動点の考え方を強調した。従来，侵食

の概念には雨水侵食と植生被覆が中心であったために，裸地の表土移動と植

生侵入の関係は深く追究されていない。生態学的にみると，植生の有無は表

土移動の実態を示す要因的指標と考えられるから，人為的な植生導入の解決

lこも，その指標を生かさなければならない。

多くの樹木は秋に種子を散布する。裸地斜面では翌春，種子の発芽する頃

までに，凍上 ・ただれ ・凍上融解などによって表土は移動し，種子は斜面の

脚部に押し流されたり，埋没したりして発芽できない場合が多 L、。いつぼ

に初夏（北海道では 5月下旬から 6月中旬）に種子を散布するヤナギ科植物

では，表土乾燥と風食によって発芽条件が満たされないところでは定着しな

い。ヤナギ科の種子には休眠性が無く，かつ短命であるが，もし水分条件に

めぐまれれば， 24～48時間で発芽完了するとL、う特性をそなえている。しか

し発芽後は植物聞の競争に弱L、。したがって，ヤナギ類の侵入は相当の広さ

をもっ裸地の出現年代を推算するのに有効である。三紀層の地すべり地や崩
20) 

壊池，河岸堆積地によくこの実例をみかける。また火山砂磯地帯において

も岩礁のかげの種子が発芽したとおもわれるヤナギ類（Salixsp.）やトロノ

キ（Papulusmoximowiczii）の自生木は相当に多L、。一般に乾燥しているとおも

われている火山砂磯地帯でも，岩塊の下には十分な土湿が保たれていると想

像されるが，筆者はこれを岩塊の「物理的日かげ作用」とみている。このよ

うな押し出し堆積地では，地表変動の年代と年輪数は一致している場合が多

し、。
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わが国では火山爆発により広範囲の植生が壊滅するが，木本類の先駆植物

が優先的に侵入し，ついて岳耐陰性をもっ針葉樹も定着しており，一般に一次

遷移でいわれているような，「蘇苔類」→「草本類」→「低木類」→「高木類」

の）｜聞序をたどっていない。この点は，草本類に占領される部分に先駆植物が

侵入しにくいことや，植栽木が競争lこ弱L、点からもうなずけることである。

しかし，この点の理解者は意外に少ない。

実は先住植物群が局所的に死滅する現象に崩壊や地すべり問題を入れてみ

ると， Cowles のL、う植生交替が明らかになってくる。本多静六先生はカラ

7 ツ天然林の成立と，地すべり ・なだれ，山火 ・噴火による裸地の出現につ

いて生態的な関係を述べている。また河田奈先生は男体山のカラマツ純林を

大崩壊の指標植物と説明している。最近館協博士らは，カラ 7 ツの育地が新

成裸地にあたることについて， W ilson，武田 ・小林， Shober.Lindquist. Plochmann 

の見解を紹介し，大崩壊による裸地のカラ 7 ツ林は， JI国当な遷移の場合には

他の樹種におきかわるが，それには約 200年を要し， もしその聞に再び破嬢

作用がおこれば，再びカラ 7 ツ林が成立するというカラマツ林の群落学的研

究を行なっている。

防災的な立場では，このようなカラ 7 ツ林が過去の崩壊を意味する指標と

して有効なことはいうまでもない。

さらに林内の局所的な崩壊地では，必ずしも先駆植物が優先的に侵入する

とは限らない。

北海道では， トドマツ ・エゾマツの同時侵入も多L、。ただ外観的に，生長

の早い広葉樹と初期伸長の遅い針葉樹に，侵入時点、の差が感じられるが，同

年齢の場合が多い。従来，植物調査のなかで，植物の年齢について記載され

たものは少なL、。生態学的調査のなかでは環境の判断に時間単位を入れる必

要があるので，この種の研究は発展の余地を残しているようにおもわれる。

かつて石狩川源流原生林総合調査において，井上 ・谷口は林分構成について

研究し，そのなかで崩境地再生林と河岸林の推移について触れている。いず

れも針葉樹 ・広葉樹の年齢構成をとらえている点が興味深い。第 3図に崩壊

地のスケッチの一例を転載してみた。これによるとダケカンパ（Betuloermoni), 

ケヤ7 ハンノキ（Alnushirsute), トトマツ（Abiessacholinensis）の樹齢がほとんど

等しく，崩壊地発生の年代がほぼ推察できる。また，河岸堆積地のドロノキ



地すべり調査には樹木の傾斜 ・屈曲の状

態を示した報告が多L、。これは家屋の傾斜

・土地のキレツ，滑落崖，沼地などととも

に，われわれの目！こ映ずる地すべり現象の

特徴となっているからであろう 。Heion,5)A 

はモミ（Tonne）の樹幹屈曲と地すべり移動

の反復について年代的に説明し，さらにナ

シ（Birnbaum） の樹幹が傾斜した後，

若校だけが直上に伸びている状態

を，経過年数を加味して巧みにスケ

ッチしている。このような観察によ

って，比較的最近の地表変動を探る

ことは，防災上みのがせない重要事

項とおもわれる。実際問題 として

は，ダムサイ トの選定，林道路線選

定の際に適切な資料をもたらすだろ

う。

筆者が最近得た変異樹形の例につ

いて述べてムょう 。第 4図はケヤ 7

ハンノキ （Alnushi月山〕の傾斜木と直

伸校である。親木は山側に 24°傾斜

している。環境から過去の地すべり

によるものと考えられた。 傾斜後校

が直上（実際には谷側に 5＞傾斜）に伸

びており，図の伐採位置の年輪数は

が，河川｜の蛇行による堆積土砂の初期年代

を示し，樹齢 227年の実例をあげている

が，河道内に不安定な土砂として貯えられ

ている時聞をあらわす点で貴重である匂

変異樹形と地表変動
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21年と数えられ，おおよそ20数年前の地すべり移動と推定された。このよう

な例は三紀層崩壊地（こも多L、。 Heim の述べた樹形に，さらに年輸解析 を加

えると，地表変動の歴史（土明らかになってくる。

樹木年代学 （Dendrochronology）は考古学における遺物の年代決定に使われて

いる手法であるが，環境の変化と年輪形成の関係を詳細にみると，われわれ

の生活時間で推定できる指標ともなる。筆者はこれまで針葉樹の異常材 （ア

テ・ Compressionwood）と広葉樹の偏心生長（Eccentricgrow↑h）を手がかりにし

て，人為的に乱されていない林内地すべり地で年代学的な解析を試みた。そ

の結果，地塊の移動に不規則な周期をもっ反復性や，ブロック状の交E性が

みられた。このような移動が，大面積の大移動か，大移動後の余波かある

いは前兆であるかという点については，将来の研究にまたなければならない

が，一般に山地を不動とみなしやすいわれわれにひとつの警告を与えたもの

とおもわれる。

樹幹が傾斜すると鉛直位にもどろうとして屈地性屈曲が働き，樹幹に異常

材が形成される。針葉樹では普通，傾斜木の下側断面にあらわれ，秋材に近

い濃い色をして，肉眼的に正常材と識別しやすし、。広葉樹では，上側断面に

形成されるが，肉眼では識別しにく L、。通直材となるトド 7 ツ（Abiessachali-

nensis），ヱソ） ツ（Picea jezaensi仏カラ 7 ツ（la川 leptolepis）で、は，形成年代 ・

形成方向を判別 しやすし、。なお， 樹木を傾斜させる外力には，台風 ・積雪の

影響もあるから，台風の発生年代，豪雪年代の記録や，異常材の形成方向

（山側か谷側あるいは側方）と関連づけて解釈する必要がある。しかし，地すべ

り地特有の波状地形，滑落崖，キレツなどと関連づけることは容易である。

その一例としては，一樹幹横断面にあらわれる異常材の形成方向が，年代ご

とに変化している点をあげることができる。写真にその実例を示した。この

試料木は北海道大学中川地方演習林（白亜紀上部エゾ層群）の林内地すべり地

で採取したもので，樹齢 100年，最近のいちじるしL、傾斜は1952年と 1956年

にみられる。反対方向に1942年以降弱いアテがみられるが，それ以前の約40

年聞はほぼ正常な生育で，地表変動の休止期と推定される（外力の作周年代と

異常林の形成年代には 1年のズレがある〉。

このよう な判読を地すべり区域内の数本の試料木について行なうと，その

土地の履歴を知るのに好都合である。筆者の経験によると冠頂部の年輪が約
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＜写真＞ トドマツ （Abiessachalinensis）の

黒常材

90年の間正常であるのに対し

て，地すべり地の中央部ではこ

の聞に数回の移動をくりかえ

し， さらに先端部ではクリープ

性の移動が頻発してL、る例が多

L、。地下構造の精査や移動計に

よる微動の察知とともに相互の

関係会見出し，地すべり面の存

在，規模，数などの定性的把握

に寄与するものと思われる。

針葉樹にくらべるとはるかに

生活力の旺盛な広葉樹の場合に

出所北海道大学中川演習林（1965.9.) は，強い倒伏；こもかかわらず枯

死する割合は少なし、。直伸枝もその好例であるが，桜株の年輸を注意深くみ

ると， 偏心生長の方向変換や， 数年間にわたって狭い年輪幅をもっ場合があ

る。広葉樹の偏心方向は傾斜木の上側断面に向いてし、るかλ，ヲ0～180°の方

向変換は重大な立地点の変動を意味していることになるc 北海道では慢性的

地すべり地といわれている徳富川流域泥の沢の地すベり先端部で調べたヤチ

ダモ （Fraxinusmandshurica var. japonica）では，第 1表のように1945年， l957年，

1965年の 3固にわたっていちじるしい方向変換があらわれてL、た。約10年に

1回の変動は地下の水路の形成 ・破壊と関係があるのではなし、かと想像され

る。

さらに同地の渓岸斜面のハ リギリ（Kalopanaxpictυs）伐根に， いわじるしく

年輪幅の狭少な年代がみられた。これは1956年から1961年にわたるもので，

この聞の年輪幅が12mm （年平均 2mm）であるのに対して， 他の年代のそれは

第 1表偏心方向の変化（ヤチダモ〉 約 2倍である。その相

年代 ｜偏心方位 i樹幹傾斜｜ 備 考 対値を第2表 に 示 し
方位 i

1925~44 

1945～56 

1957～64 

1965~66 i 

w 
N 

w 

｜樹齢 42年 た。生長不良の年輪に

E ；伐採高 20cm はその年の異常気象

s ｜直径 ・55×38cm （低温 ・早越〉の影響も
｜年輪幅最高
I m 考慮、しなければならな
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第 2表 肥大牛長の急減（ハリギリ）

IX 
"r 代 l 年 数 ｜総！m'f幅 ｜年平常翰幅｜ 備

考

1910～15 6 26 

1927～32 6 24 

1956～61 6 12 

1962～65 4 16 

4.3 

4.0 

2.0 

4.0 

樹齢 115年

伐採高 50 cm 

直径 42×47 cm 

L、が，数年間の連続的な生長不良（.J:，根切れによる樹勢回復の不十分な年代

を示すものとおもわれる。このような場合の樹形は樹冠の発達が不斉であっ

たり，主fニ幼齢針葉樹の摘頭部が笛、につまり，それ以前の正常な上長伸長と

いちじるしく異なってし、る。周辺の樹木の外形や年輪とあわせ， 王fニ地形と

関連づけて判読しなければならないが，地表変動を物語る指標として有効で
ふ ーヲ
庁〉’Q。

あとがき

山地災害をひきおこす地表変動の原動力は気象変動であるc この気象変動

を予知することはかなりむずかしい段階であるから，われわれは与えられた

山地の個性を十分認識する必要があると考えてきた。したがって生活時間的

な時間単位で，侵食・堆積などの地形変化をみるために，指標植物の概念を

導入しようと試みた。幸い，植物生態学の先達に教えられるところが多く，

木本植物の初期侵入を確認できるようになった。年輪にあらわれる異 常材

や偏心生長も侵入定着後の地表変動をあらわしてL、る点で興味深いものがゐ

る。 これらのことは山地が不動のものでなくたえず変化したこ とを示してい

る。防災的見地で検討しなければならない重要問題であろう。

十分な論議の展開にいたらなかったが，諸賢の御批判をいただければ幸い

である。
（北海道大学助教授，林学博士）
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