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森林水文学用語集（2)

野 口 陽 一

タ行

対照流域 controlarea 

森林理水試験において， 植生の変化の影響を検出するため，人為的に植生に処理

（伐採など）を加える流媛 （処理流域） とは別に， 植生状態に変化を加えずに，降水

量と流出量などの観測は処理流域と同様に行なう今一つの流域を設ける。 その観測値

を，処理流域における観測値を解釈する場合の基準にするのである。そのような基準

とするための流域をし、う。 基準流域または標準区ともいう。 ＠対照流域における流出

量の変動は，降水の影響を受けているが伐採などの処理の影響を受けてはいないか

ら，これと処理流域における流出量の変動とを比較対照することによって，処理流域

における流出量の変動から降水の影轡の分を除去し， 処理の影響のみを求めることが

できる。

対照流域法 control area method 

森林理水試験において対照流域を設けて試験する方法。 ⑦森林理水試験を歴史的に

みれば，単独流域法や並行流域法とよばれるべきものがあったが，今日では対照流域

法がもっとも普通である。処理流域と対照流域との一組を pairedwatershedsという

から本法は pairedwatershed methodともいえよ う。

帯水層 aquifer 

地下水を含み，かつかな りよく透水させうる地層で， ここから取水するときはかな

りの水量の給水源となりうるよ うな地層。通常は飽水した砂，磯， 岩石の砕片，多孔

質岩などの層で成る。
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堆積 （たし、せき）sedimentation 

風，水，重力などの作用によって運ばれたものが堆積（沈積）すること。accumu-

Uation とい う語も用いられるが，これは上記の堆積物で新しい層が形成されてゆ 〈こ

とを意味する。

代表流域 representativebasm 

水文学的地域（水文学的性質が大体同じと考えられる地域）の代表として選ばれた

流域で，ここでは， 自然、条件が比較的に安定した状態での水循環過程中の特殊な問題

が研究目的とされる。②代表流域では観測はおおむね長期に亘り，気候，土嬢，地

’質，水文地質的な諸性質に関する研究を組み合わせて行なうことが望まれている。大

きさは大体 1km＇～250km2〔Repres.and exp. basins, Unesco, 1970〕

谷密度 drainage density 

河川密度すなわち本支流の長さの総計を流域面積で除したもの （L.Neumann）や水

流頻度を含む概念， あるいは下記の説明にあるようなもの，すなわち水流の侵食によ

る開析の頻度を表わす指標をわが国では谷密度とよんでし、る。⑨谷密度は地形図上の

計測によ って得られるものであって， 異なる地域の谷密度を相互に比較するには，用

い る地形図の種類や計訓ljの仕方 （谷と認めるものの大きさや河流の長さの測り方）が

守一定になる よう に規定されたものでなければならなし、。計測方法を入れた谷密度の定

義としては， 「地形図を各 lkm2の方限に分け各方眼の四辺が横切る谷の総数をその

方眼の谷密度とする」〔吉村信吉〕などがある。⑦Hortonは drainagetextureには

一般に drainagedensityと streamfrequencyの両方の慨念が含まれるとし、って L、

る〔Thornbury〕から，この意味では drainagetextureは，わが国でいう谷密度の

考えに近し、。しかし谷密度に対する英語は今の所 drainagedensityが当てられている。

→ 水系密度，水系。

；易度 （だくど） turbidity 

水の濁りの程度を示す数値。 ②精製カオリン（白陶土） 1 gにホノレマリン lOmgを

加え，蒸留水を加えて 11としさらにこの液 lOOmlに蒸留水を加えて 11としたも

のを標準原液としこの液の濁度を 100度として試験液の濁度が決められる。水道水

の濁度は 2度以下でなければならない〔公〕。

ダブルマスカーブ double mass curve 

2つのものからとった水文量のそれぞれの累加値を縦横両軌にとってプロットした

ときに得られる線（二重累加曲線ともいう ）。 たとえば A,B2流域において流出量の

二年々の累加値をそれぞれ求め，縦軸にはA流妓の値を， 横軸にはB流域の値をと って
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両者の値を坐標とする点をプロットしてゆ く。そうすると，一方の流駿の植生等の；伏

態が，もう一つの流域のそれに比してとくに変化のない聞は， 上記の点は大体一つのP

直線に沿って進むが，一方の流域のみに流出量に変化を及ぼすような何らかの原因が

あれば，線は急に折れる。 これによってその原因の影響をはっきり認める ことができ

るのである。

ダルシーの法貝lj Darcy’s law, (Darcy’s equation) 

飽水帯（地下水帯）の水の運動に関する法則で， その流量は流れの伴Jit面積，透水係

数，動水勾配に比例するというもの。→透水係数の項をみよう

湛水；也 （たんすいち） gauging pond 

量水堰の背後に造られる池。量水の必要上，桜近速度をなくするために，或る程度

河幅を鉱げて設けられる。＠しかしこの湛水池があまり大きいと流出のピークが調節

されるので流域の状況の影響はそのままは流出量に現われ難くなるつ大きすぎず小さ

すぎない湛水池の大きさ如何ということは一つの研究問題て、あるコ

単位 （流出）図 unit hydrograph 

ーユニ ットハイドロ グラフをみよ。

単位降雨 unit storm 

次のような条件を満足する比較的に強い，孤立の（単独の）降雨をし、う。単位降雨

はそれによって生ずるハイ ドログラフの表面流出量の上昇部の時間 （表面流出が起こ

った時からピーク時まで）よりも短い時間で降り止む。 しかしその降雨時間は流域のI

大きさによって異なり， 小流域では極めて短いが大流域では24時間程度のものでもよ

いことがある。また一定の流域について採用される多くの単位降雨の強度が違って

も，それによって起こる表面流出の期間はほぼ等しくなければなら ないコ ②LK. 

Shermanのユニットハイドロ グラフの理論または M.Bernardの流量配分図法の理論

の基礎に必要なもの。

単独流域法 single area method 

森林理水試験における流域配置法の一つでも，ただ一つの流域において， その林木の3

伐採（あるいは植栽） 前と後の雨期間の流出量を比較する方法。＠この方法の欠点は

林木伐採（一般的には処理という）の前後の雨期間の降水量が異なることの影響を消t

去し難いことである。⑧→並行流域法

単粒構造 single grained structure 
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土壌構造を 2大別するとき団粒構造に対していうもので， 単一粒子が個々に配列し

ている状態。

四粒権造 compoundstructure, aggregate 

個々の土嬢粒子がまず集合して団粒をつくり， これが構造単位となって配列するも

の。 ②団粒構造では単一粒子聞に小孔隙が， 団粒聞に粗孔隙ができる。

地域雨量 arealrainfall 

ある広さの地域（たとえばある河川の流域）の平均雨量。⑨→地点雨量。

地下水 groundwater

地下の帯水層内の孔｜療や岩石の割れ日，空洞などに飽和して存在し，重力の影響で

動きうる水をし、う。

地下水逓減曲線 （地下水減衰曲線） groundwater depletion curve, groundwater 

recession curve 

地下水流出が次第に減少 してゆく状態を示した曲線。 ②適宜に定めた日を初日と

し，初日の日流出量を Q，とし，それより t日目の日流出量を Q，とすれば，地下水逓

ii在曲線は，

Q,=Q。e-at

とあらわされる。ただし， aは常数， t=Oから t=tに至る聞は無降雨であるものと

する。⑨無降一雨日の日流出量をフ。ロット して得た地下水逓減曲線を適宜重ね合わせて

得た平均的な曲線を地下水正常逓減曲線（normalgroundwater depletion curve）ま

たは俊合地下水減衰曲線（compositegroundwater depletion curve）とし、う。

：地下水盆 groundwater basin 

ある地域の地下に想定される地下ぷの貯水池にもたとえられるべき区域。

地下水面 water table, level of saturation, phreatic surface 

地下水の，通気帯に按している上部表面。 （！；この面は一様に平らではなくかっ時間

！的にも変化する。

地下水分水界 underground divide, phreatic divide 

地下水面のうち，周囲よりも高く尾根状になっている線で，上から透過してきた＊

が，左の流域の方へ流れるか，右の流域の方へ流れるかの境目にあたる所。⑧あたか

も地表地形に分水界があるのと同様に地下に存在する地下水の流域界であるとし火、得
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る。地形上の分水界と地下水分水界とのくいちがし、によって生ずる 流域面積の差が，

流出量の水高計算に及ぼす誤差としての影響は，流域漏水 （watershedleakage）の一

部を構成する。

地下水流出量 groundwaterrunoff, groundwater flow 

一旦地下に浸み込んだ水が，その流域内で再び地表に現われて， 流域から外に出る，

ときには（波IJ ;j（所で、は） 地表~（として流出する水量， 基底流量に同じ。②無降雨日に

おける河川流水の主な源である。

地下水流出逓減 groundwater recession 

地下水流出量が一定の割合をもって次第に減少すること。号→地下水逓r~x曲線。

地形学 geomorphology 

地形すなわち土地表面の形態 （陵地の高｛民起伏，河川の配置など） を系統的に耳

察掌慢しようとする科学。水文学と徳fg;な関係がある。

地形性降雨 orographic rainfall 

温暖多湿な気流が山岳に当り，上昇気流となるために生ずる降雨をい れ

地上流 overlandflow 

地表上を薄く層状に拡がって流れる水流。 ＠土地表面での実際の浸透強度に比して

降雨強度が大きいときに起こる。 この流れを薄層流（sheetflow）ということもある

が，務層流という名はその形態を指していうもの，地上流とはその薄層流が地表上と

くに山腹斜面などに起こる場合にその場所を強調してし、う。ただし一般の林地では浸：

透能が大きいため地上流はめったに観察できない。

地水 （または地中水） subsurface water 

地表面以下のすべての水を総称的にし、う。

地点雨量 point rainfall 

l地点における雨量。⑧→地峻雨量。

地表水 surface water 

地面の上の水（窪み貯留や地表残留ftj＇・留量など）および，河川｜，湖沼の 1jょ。＠J也下ー

水に対していう。海洋の水は含めない。
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地表残留 （地表抑止） surface detention 

降雨に基いて地表斜面上を簿層流として流れる水の存在。それは一時的に水の流出

を遅滞させているものと見なされる。 ＠窪み貯留量（depressionstorage）や河道貯留

量（channelstorage）はこの surfacedetentionに含ませない。 ⑦遮断の場合，樹の葉

や幹に付着し，未だ蒸発も流れ落ちもせずに残っている水に対して surfacedetention 

（表面抑止）とL、う場合があり〔Sopperp. 141〕，またこれに対しては surfaceretention 

という語を用いるとする方式〔Representativebasin, Unesco〕がある。→抑止貯留量

の項をみよ。

地表残留貯留量（地表抑止貯留量） surface detention storage 

前項に述べた地表残留の量を意味する。水高を以て示す。〔Hewlettp. 94〕

地表流 surfacerunoff 

→表面流出に同じ。

地隙（ちげき） (gully) 

ガリー侵食によって生じたガリーの 1形態で，北海道などに多く，山地治山事業の

対象とされる。⑨→ガリー。

中間水 intermeditate water 

中間帯に存在する水分。

中間帯 intermediate belt, intermediate zone 

地下の通気帯のうち土壌水帯と毛管水縁との中間にある部分。＠地下水が高い場合

はほとんど中間帯を認め難い場合がある。

中間流 interflow, subsurface flow 

地表から浸透した水が，比較的に地表に近い土層を横方向に透過し，地下水面に達

することなく，渓流（河道）に流れこむか， またはその前に地表に出るもの。＠中間

流はかなり強い雨のときに起こる と考えられる。中間流の量を中間流出量（英語では同

じく interflow) ということがある。中間流はむしろ表面流出に近い性質をもっとも

いわれるが，その性質には不明の点が多L、。⑦ subsurfaceflowという語は叩terflow

になる水， baseflowになるもの， deeppercolationになるもののいずれにも適用さ

れることがあり，その際とくに interflowを意味させるためには promptsubsurface 

flowという。〔Repre.& exp. basins, Unesco p. 32〕。また不飽和帯内流動とよばれる

ことがある〔酒井 p.22〕。
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宙水面 perched water table 

下層の別の帯水層から隔離して孤立的に存在する飽和帯内の自白地下水の上面。

沖積錐 alluvialcone. (debris cone) 

崖錐と沖積扇との中間形に対する名称。扇状地のうちでは比較的に傾斜の急なもの

で， 砂磯円錐ともいう。

沖積扇 alluvialfan 

渓流，河川が山聞から平坦地に出た所にできる比較的に 傾斜のゆるやかな扇状の耳主

積をし、う。

沖積扇状地 alluvialfan, (fan) 

沖積錐と沖積扇とを一括してi'J1積扇状地とよぶ。略して扇状地とL、う。 〔矢沢他 2,

扇状地 p.125阪口による〕。（英語では alluvialfanを広義に用いるよりほかない。）

潮害防備林 （protectionforest against tide water damage) 

日本の保安林の一種で，海岸において潮風， 潮水の害を防止する目的で指定された

森林。

跳動物質 sal ta ti on load 

河床に沿って跳躍しながら流される物体， または跳躍する粒子の衝撃によって直後

または間接に動かされる物体。

跳躍移動 saltation 

河床物質が跳躍しながら流されること， または風によって運ばれる砂粒が跳躍しな

がら進むこと。 ＠流送土砂または飛砂の運搬形式の一つ。

直接降水量 directprecipitation 

降水量のうち河道，湖沼，貯水池などの水函に直接洛ちる部分をいう。直嬢流出量

の一部分を構成する。

直接流出量 direct runoff, storm flow, storm runoff 

降雨中およびその直後の流出量のうち，すみやかに河道に到達して流出する部分

で，通常は直接降水量，表面流出量，中間流出量の 3者から成る。

貯留関数 storagefunction 
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河道の貯留量Sを流入量Iと流出量Oとの関数として表わしたもの〔新河川学 p.

138〕。

貯留能 storagecapacity 

ある空間に7j（を容れ得る容積を考え，その最大値を意味するが， 森林水文学におけ

る用法には，おおむね次の 3つの場合がある。

( 1) クロ ーネ遮断の場合：クローネに付着する水分の最大値であるが， クローネ

の地面への投影面積で除して水高として表わす。

( 2) 土壌水の場合 ：土嬢の貯留能は土壌の reten ti on storage capacity （毛管孔隙

貯留能）と detentionstorage capacity （非毛管孔隙貯留能）との和である。

( 3) 河道や地下水の場合：河道，,,, あるいは地下の帯水層中に含み得る水量の段

大値。

貯留方程式 storageequation 

→水収支式をみよ。

貯留量 storage

任意の時刻に任意の空間に存在する水量。，＼己号としてSを用いる。 ②水文学におい

ては水文諸量を flow （流れ量）と storageまたは quantity（貯留量）とに区別して

考える。ある時聞かかって貯った水量（または減少した水量）は，貯留量の変化量

(change of storage）であり， L1Sで表わされる。⑦ただし文献によっては 「貯僧量」

という語をここでいう「Jtj’留量の変化量」の意味に用いてあることがあるので注意を

要する。 ⑧→流れ量。

通気帯 zone of aeration 

地表下の層のうち，土援の間隙がぶによって完全に満たされていない部分， すなわ

ち地表から地下水面までの部分。＠一般的にいえばこの巾に，上から土援水帯，中間

帯，毛管水縁がある。

通水断面積 cross-sectionalarea of stream 

→流積をみよ。

月流出量 monthly runoff 

任意の 1ヵ月間の総流出量。通常mm単位 （ぷ高）であらわす。

甥 （つゆ） dew 
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主に夜間の放射による冷却に基ついて空気中の水蒸気が木の葉や土壌その他地上の

物体の表面で凝結し， 水滴となったもの。

ディテンションウォーター detention water 

適訳がなし、。→地表残留量，土壌水貯留量，抑止貯留量などをみよ。

ティーセン法 Thiessen method 

ある流域内のーーおよび流域外でもその流域に近い所にある一一多く の地点の地点

雨量からその流域の平均雨量を推算する方法の 1つ。雨量観測地点を適宜に結んで得

られる三角形の外心を次々 と結ぶことによって，流域は多く の多角形（この多角形を

Thiessen polygonとし、う。なお分水界付近では分水界線の一部を多角形の辺の一部と

みなす疑似の多角形となる）に分割される。それらの面積を A,, (i= 1, 2, 3，……吋

としその中に含まれる地点雨量を p，とすれば，流域の平均雨量Pは，

I: (A, P,) 

P= 

I: A, 

によって求められる。この方法をテ ィーセン法とし、う。⑨→等雨量線図法。

逓減曲線 recessioncurve 

→減衰曲線をみよ。

逓減比 depletion ratio, recession constant 

地下水逓減曲線 Q,=Q,eat，書き換えて Q,=QoK'（ただし K<l) において K=

£をいう。ここに日比との関係は logK＝ー0.4地となる。⑨文字記号の意味

は地下水逓減曲線の項をみよ。

低水位 (low water level) 

1年のう ち275日聞はこれよ りFらないような水位。 3ヵ月水位ともいう。

低水流出量 (low runoff) 

流量持続曲線において日流出量の小さい方から数えて51日目から135日目 までの185

日分の流出量。⑨→豊水流出量 〔中野〕。

低水流量 low flow 
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ある河川の小さい流量を一般的にし、う。

低水量 (low water discharge) 

ある河川の各日の日平均流量を 1ヵ年に亘って求め， これらを大きさの順序に並べ

たときの275番目の日平均流量。②小さい方から数えて91番目になる，すなわち 1年

のうち日平均流量がそれより小さい日が3ヵ月ある。

DAD解析 DADanalysis, depth-area-duration analysis 

ある地域に降った降水量の資料に基づき，たとえば等雨量線図等を用いてある大き

さの降水量を適用すべき地域の面積を求めることができる。すなわち雨量一面積関係

の資料（depth・area-data）を得る。次に同様に降水量とその継続i時間との関係を知る．

ことによって降水量一面積継続時間の関係を統計的に見出すことをいう〔L〕。

滴下量 drip, dripping 

雨量のう ちいったん樹の校葉に当ってからi1おり落ちる水量。

デゲラデーション degradation 

削華lj作用によって地形がなだらかになること， また縦侵食によ って河床が低下する．

こと。

デゲリーディ （度 ・日） degree day 

何らかの決め方によ って得られる温度の値と日数とを乗じたものの 和。②たとえ

ば， 1日の平均気温が T°Cである日が n日間続いたときは nTdegree day である

といい，融雪量はこの nTに比例する。またある標準の気温（たとえば7°C）と実際

の気温との差に日数を乗じて加えたものは寒さの指標になる。

ディジタルコンビュータ－ digital computer 

量を数字に，すなわち非連続の値に置き換えて， これを用いて計算する計算機。今

日一般的に用いられている電子計算器は2進法を用いるものでデイゾタノレタイプのも

のである。⑧→アナログコンビュ ーター。

テンシオメーター tensiorneter 

土壌水の吸引圧すなわち土壌粒子と水との結合力（保水力）を測定する装置。素焼

の筒と圧カ計（または水銀柱あるいは水柱）とを連結した構造をもっ。

等雨量線図 isohyetal map 
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多くの地点雨量から推定して，雨量が等しいと思われる所を通る曲線を描いた図。

等雨量線図法 isohyetal method 

多くの地点雨量から地域雨量を推定する方法の 1っとして 等雨量線図を用いるも

の。等雨量線開の帯状地の中央の雨量について， その帯状地の面積を重さとする重さ

っき平均値を求めるもの。

等高線状耕作 contourcul ti、ation
農地の侵食防止のため等高線に沿う形に耕作，栽培を行なうこと。

透視度 transparency

透視度計の底につけた 5号活字を初めて明らかに読みうるときの水の層の深さ（cm)

②水の澄明の度合を示す指標である。

透水 percolation

土壌または岩石の堆積体 （一般には通気帯であると飽水帯であるとを問わなL、）中

の水の運動をいう。 ⑦地下水学では飽水帯の水の運動を指すことが多い。動詞として

用いるときは，“透過する” （percolate）という。 ⑦→浸透（イ γフィルトレーション）

透水係数 coefficient of permeability 

断面積A，長さ Jの砂層などの多子L質材料の間隙が水で満たされておりその上下両

il¥Ui：こ作用する圧力水頭の差が '1hであるとき， 断面Aを通過する水の流量をQとすれ

ば， 夕、ノレシーの法則は

Llh 
Q=kA l 

とあらわされる。このときの kが透水係数である。種々の材料 （土壌） についての透
Llh 

水係数の値を比較するためのものと しては，標準温度（20°C）の下で動水勾配－－，－－－が
Llh v 

lの時吋辱た kの値を用い，その単位はcm/secで表わす。 ＠動水勾配っ一＝1のとき

は k＝す ＝vとなり，このときの川実際の水の速度に有効間際率を乗じた値にな

る。

透水性 permeability

土や砂の層などが水を透過させる性質。 前項の透水係数が大きいものは透水性が高

七、とし、う。

透水層 permeable layer 
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擦や砂から成る地層など，透水性の；高い地層。

透水能 percolation capacity 

土壊中の単位断面積を単位時間に通過しうる水量。 ＠透;Jc能i工土星E層の非毛管孔隙

量の大きさに依存する。飽ぷ状態においては， 透水係数に一致するわけであるが，透

水能という場合には通常は浸透能（infiltrationcapacity）との比較のため mm/hr単

位で表示する。ある土壌について紐こり得る最大の透水強度（rateof percolation）と

いってもよい。⑨ lOOmm/hrは換算すれば， 0002778 cm/secになる。

透水量係数 coefficient of transmissivity 

ある帯水層の透水係数kにその借水層の厚さmを乗じたもの。すなわち透；j(盆係数

をTとすれば T=km。

頭部侵食 headward eros10n 

ガリー侵食によってで‘きたガリーの最上端部で，さらに上方へ上方へと侵食が進行

するのをいう。谷頭 （たにがしら）侵食ともいう。

土砂混入比 sediment concentration 

流水中に含まれる土砂の乾燥重量のその土砂を含んでし、たときの流ぶ （土砂と水と

の混合物） の重さに対する比。

土砂崩壊防備林 （protectionforest for land slide prevention) 

日本の保安林の一種で，地盤不安定な急斜地の崩壊を防止する目的で指定された森

林。

土砂流出防備林 （protectionforest for erosion control) 

日本の保安林の一種で，土砂の流出や侵食を防止する日的で指定された森林。治山‘

事業によって山地に造林されたものが多い。

土砂流送 sediment transport, (sedimentation) 

河川の流水によって岩屑やその他の図形物が運ばれること（広義には風による運搬ー

も含めるが，ここでは流水の場合のみとする）。次の3形式を区別しうる。

( 1 ) 掃流（践触移動）……traction

これには滑動（sliding）と転勤（rolling）とがある。

( 2) 跳動－…・・saltation
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( 3) 浮流…・.. suspension 

：土壌水 soilwater 

土壌構成物質としての水および土壌中に含まれる水。 ②土壌学では水壌水を非常に

こまかに分類したものがあるが簡単には（ 1）吸湿水，（ 2）毛管水， ( 3 ）重力水に分け

る〔Briggs〕。⑦→付着水，毛管水，重力水，土壌水貯留量。

土壌水帯 belt of soil water, zone of soil water 

通気帯のうち最上の層で，降雨時には速やかに湿潤し，降雨が終れば次第に乾く

．層。＠樹木などの根が浸入している層で，その意味では樹根帯ともいわれる。→樹根

，帯。

ー土壌水貯留量 soil moisture storage 

土嬢水の貯留量であるが，その貯留形式は 2つに大別される。その第 1(土降雨の

J後，比較的短い期間だけ土壌中に残留する水分の貯留量（detentionstorage，適訳が

、なL、が，重力水の一時的な貯留）であり，その第2は土壌粒子に吸着しまたは毛管力

で引きつけられる形で土中に存在し もっと長い期間貯留されるもの （retention

唱torage，適訳がないが毛管水の貯留量）である〔H〕。

ー土壌保全 soil conservation 

農地あるし、は林地その他の土地に起こる土壌侵食を防止すること，すなわち加速侵

2食が起こらなし、ようにすること。②アメリカでは， 農地の土壌が侵食によって流亡す

ることが大問題となり，土援を一つの資源と考え， その流亡の危険を防止するため．

t強力な施策がとられた。侵食防止ということでは， わが国の農地保全，あるいは治山

などの事業と共通の面がある。

土壌函蒸発 soilevaporatio日

→地面蒸発をみよ。

ナ行

：流れ量（ながれりょう）flow 

水文学的循環過程中の諸現象があらわす量のうち， たとえば降水量，流出量，浸透

：量，蒸発量などのように，単位時間内または一定の期間内に， 1つの場所から他の場

所へ動いた水量をし、う。②流れ量の単位としては水高すなわちmmを用い（まれにm'

単位すなわち総体積をも用う），要した期聞を説明的に別に述べる表示方法（たとえ

｛ば，月降水量は何mmあるいは年降水量は何mmと書くようなもの）と，便宜的に単
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t立を示す記号の中に上記の期聞を含ませる表示方法（たとえば降水量は何mm/month

あるいは，降水量は何 mm/yearと書く ようなもの）とがある。流量や浸透強度も流

れ量である。⑧→貯留量。

なだれ （雪崩） avalanche, snow avalanche 

斜面上で緩慢な筒行移動をしながらも静的には一応斜面上で平衡を保っていた積雪

が，何らかの原因によって急激な移動を起こすこと。

なだれ防止林 （protectionforest for preventing snow avalanche) 

日本の保安林の一種で， なだれの発生を防止するのに役立たせる目的で指定された

もの。またはそのような機能を有する森林。 ②積雪が斜面に沿ってすべり落ちようと

するカに対して樹木はあたかも杭で支えるような作用をする。

難透水層 aquiclude 

地下水を含んではいるがこれを透過させ得ない地層。⑦→帯水層，非透水層。

二重累加曲線 doublemass curve 

→ダブノレマスカ ーフをみよ。

日較差 diurnal range 

気温などの 1日中の最高値と最低値との差。

日降水量 daily precipitation 

適宜に定められた24時間内の降水量，たとえば午前 91時に観測を行なう場合には，

前日の午前9時から当日の午前9時までを 1日としその聞の降水量を記録する。

日平均流量 dailymean discharge, (daily flow) 

1日（前項と同様に適宜に定められた24時間）中の総流出量（m＇単位）を 1日の秒

数（86400秒）で割ったもの。単位は m3/secとなる。

日変化 diurnal fluctuation 

気温，流出量，水位など，任意の気象または水文資料の24時間内の変化。

日流出量 daily runoff, daily flow 

1日中の総流出量。通常 mm単位であらわす。すなわち m＇単位の総流出量を流域

面積で除して長さの単位とし mmに換算する。⑨ dailyflowという語は日平均流量，
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日流出量のいずれの意味にも用いるので実際の数値についてみる ことが必姿。

入射量 insolation 

地上で受ける太陽報射，日射といわれることがある。

年降水量 annualprecipitation 

1年間の降水 （こうすし、） の総量。通常は;Jq日j(mm単位）で表わすが，まれに m'

あるいは tonの単位を用い，年間のものであることを示す便宜上 m'/yearまたは

ton/yearと表わすこともある。（日本全体の水資源として日本の年平均降水量（mm単

位〉に日本の面積を乗じた値を以て示す場合など）。

年最大洪水（量） annual flood 

2つの；言、味がある。 その第1はある河川の実流量（m3/secまたは m3/minなどで

表わしたもの）の記録を 1年間に亘ってしらべたとき， その最大のもの。 （このとき

は年最大洪水流量ともいう）。その第2は日流：＋＇，量または 日平均流星の 1年間内の最

大｛札

粘着力 cohesion 

土壊の相隣る 2つの固相粒子の聞をあたかも橋をかけるように結んでいる液相の

膜を構成している液体の分子間引力に起因する力で， これ は土壌の勇断抵抗や塑性

(plasticity）に関係する。吸着力 （adhesion）とは異なる。

年直接流出率 coefficient of annual direct runoff 

1年間の直接流出量の年降水量に対する比。 ⑨→水文反応度（hydrologicresponse) 

をみよ。〔H.p. 99〕

年平均値 annualaverage 

任怠の水文量たとえば日流出量，日｜在1j(量， 日平均気温，月流出量などを 1年間に

ついて平均した値。

年平均流量 annualflow 

m＇単位であらわした年間の総流 出量を 1年間の秒数（86400×365秒） で割ったも

の。 (itannual runoffは次項にあるように年流出量であるが，時に年平均流量の意味

にも用い，また annualflowを年流出量（次項） の意味に用いることもある。

年流出量 annual runoff, annual flow 
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任意の流威から 1年間に流出する水の総量を意味するが，通常はそれを流域面積で

除して水高と して（すなわち mm単位） で示す。

ノッチ （欠口） notch 

量水堰の上部（越流するところ）に設けられる水の流出のための切り欠き。 ②ノッ

チの形は通常は三角形または矩形であるが， まれに台形あるいは特殊な曲線形のこと

がある。

ハ行

梅雨 （Bai-u)

6月から 7月にかけて北海道を除くわが国および 中国の揚子江流成地方などにあら

われる雨季で，しめり気の多い天候が特徴である。⑦この季節には日本列島付近には

梅雨前線が停滞してしばしば豪雨災害をもたらす。

ハイドロゲラフ hydrograph 

河川｜上の1地点における流量の時間的変化を示した曲線図すなわち流量ー時間曲線

(discharge-time curve）をいい， 量水曲線ともいう。 ＠水位の時間的変化を示した

蜘線図を stage-graphとい うが，これも広義にはハイドロ グラ フの中に含める。凱I］水

所において自記水位計によって描かれる図はこの水位ー時間曲線であり，その上の各

点から流量を計算することによって始めて流量時間曲線を得る。実際には流出量を求

める必要上，水位時間曲線上の直線とみなされる小区分ごとについて流出量を計算l,

てゆく作業が行なわれる。

ハイド口ゲラフの分離 hydrograph separation 

一つの降雨の後の流出量は表面流出量， 中間流，地下水流出量からなっているが，

通常は中間流を表面流出量の中に含めて考え，ハイドログラフの下の面積は， 表面流

出走と地下水流出量との両部分から成るとしてこの二者に分割することが行なわれ

る。この分割作業をいう。 ＠無降雨日の流出量は地下水流出量のみから成り， これは

一定の逓減法則にしたがって流出している。 降雨終了の直後，未だ表面流出量が終ら

ない間にも地下水流出の部分にはこの法則が適用できるものとの考えが， ハイ ドログ

ラフの滅表部の分離には応用されるが，ハイ ドログラフの上昇部の分離については一

般的に適用すべき法則ないし方法は見出されていない（残された問題の一つ）。したが

って便宜上は，適宜に定めた方法によって引いた直線などで分離が行なわれることが

ある。

薄層流 sheetflow 
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比較的に強い雨が降ったとき，地表上を都府状に広がって流れる水流。→地上流の

説明をみよ。

反作用 reaction 

生物がその環境を改変してゆく作用。植物の反作用を 2大別すれば，（A）支持環境

に対する反作用と， ( B）代謝環境に対する反作用とになる。（A）は（ i）対地反作用，

(ii）対気反作用，（iii）対水反作用に，また（B）は（ i）対栄養条件の反作用， (ii）対気

象条件の反作用に分けることができる。環境形成作用ともいう。→環境形成作用をみ

よ。

氾濫原 floodplain 

河川の流送する土砂が堆積して形作る平坦地。河岸の所でもっとも高く， 自然、堤防

を形作る。＠河川の氾重量ごとに堆積が重なって次第に高くなるのである。洪適地とも

いう。⑦→自然、堤防

被圧帯水層 artesianaquifer, confined aquifer 

上と下の不透水層の聞にはさまれた帯水層で，そこに達する井戸（水密の弁戸仮ij

fいどがわ〕をもったもの）を作れば，井戸の水位は自白地下水面よりも高くなるかあ

るいは自噴するようなもの。

被庄地下水 artesiangroundwater 

被圧帯水層内にある地下点。

ピーク流量 peak discharge, peak flow 

降雨のあったときの実流量の最大値。図解的にいえば，域’水時のハイドログラフ中

の瞬間流量の最大値。

ピーイー比 P/Eratio, precipitation/evaporation ratio 

年雨量を年蒸発量で割った値。＠気候係数（土壌帯あるいは値生帯を気候要素 三よ

って区分するための指標）の一つで， E.N. Transeau (1905）が提唱した。

BOD biochemical oxygen demand 

『生物化学的酸素要求f置をみ工。

微気候 micro-climate

水平的には 1cm～lOOm程度で，植生や地形変化のあま りないごく狭い範囲の地面
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に接した，地上l.5～2.0m程度までの薄い気層内の気候。②接地気層の気象ともいわ

れ，農林業などの土地産業や人間生活に関係が深い。⑦→小気候

飛砂防備林 （protectionforest for shifting sand prevention) 

日本の保安林のー穫で，飛砂による危害， 砂丘の移動などを防ぐ目的で指定された

もの。

非透水層 aquifuge 

水分を含みもせず，透水も させない地層をし、う。 ＠地質時代の古い堅い地層など。

皮膜水 pellicular water, film water 

土壌粒子（図相）の表面に分子引力により引きつけられている皮膜状の水。 ⑦付着

水の一部で，櫛物の根により吸収され，または蒸発しうる水分である。

皮膜流 film flow 

土嬢水のうち皮膜水が potent凶 gradientによって移動するときの流れ。

非毛管孔隙 non・capillaryporosity 

毛管作用によって水を保持するのではなく，土嬢中の一時的に水を容れうる余地で，

粗孔隙（！argypore）ともよばれる。そこに入る水は重力水である。 ②土壊の貯留能

についてみるときは detentionstorage capacityといわれるものと同じになる。

表面残留量（表面抑止量） surface detention 

地表残留をみよ。ただし遮断の場合は表面残儲または表面抑止というべきであろ

う。

表面保湿量 surface retention 

地表水について用いる場合，遮断貯留量お よび窪み貯留量を指す。→初期吸収量

(initial abstraction）に同じ。⑦→抑止貯留量〔Toebes〕土援水貯留量のリテンショ

ンウォ ーターとは異なることに注意。

表面抑止貯留量 surface detention storage 

→地表残留をみよ。

表面流出 （地表流） surface runoff, surface flow 

地表に落ちた降雨水の一部が，地表面を流下する現象。 ⑦表面流出量については次
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項をみよ。

表面流出量 surface runoff, surface flow 

流域の出口で測定される流出量（runoff）のうち， 雨の降下地点からずっと地表を

流れてきたものとみなされる部分をいう。②すなわち流出量から基底流出量と中間流

出量を差ヲ1いたもの。ただし中間流出量は， 流出量の観念的区分では表面流出量とは

区別されるが， ハイドログラフの分離などの場合に， 便宜上，表面流出量の中に含め

て取り扱われることがある。

比産出量 specific yield 

飽和帯の中の任意の単位体積当りから排出しうる水量。 ＠有効間隙率（effective

porosity）と同 じくなる。飽和帯における水はすべてが採水されるのでなく，間隙や害I]

れ日に残る部分があるから実際に流れ出し得る部分を区別して考える必要がある。

比流量 specific discharge 

河川上の 1地点における流量を，その地点に対する集水区成の面積で除した値， す

なわち流域の単位商積当りの流量をし、う。②わが国の河川改修計画では，河川の計画

洪水量を流威面積で除してその河の比流量とよんだことがある。ただし利水事業の場

合は，低水時の流量をとった。比流量の単位は m3/sec/km2または I/sec/km＇であ

るが，これらは降雨強度や浸透強度の単位として用いられる mm/hrなどと相互に換

算できる。たとえば 1m3/sec/km2=3.6mm/hr=86.4mm/day. 

風乾土 air-driedsoil 

土t農水の蒸発によって， ;Jc分が周凶の空気中の温度と平衡を保つに至った土。

風蝕 winderosion 

風の力によって土や岩屑が剥離し，運搬され， また沈積する過程まで‘含めてし、う。

⑦風衝地の崩壊地や海岸砂地（または砂丘）に甚しい。

籍射 radiat10n

電l磁波の形で放出されるエネルギー。放射ともし、う。

腐植 humus 

土獲の一部を構成するもので動植物の遺体が分解した後に残存する黒かう色の多少

とも安定な無定形有機物。
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付着水 held water〔独 Haftwasserの訳〕

常庄の下で固相粒子への吸着力および水の表面張力によって保持され，動き得るが

地下水とは連絡していない水〔Zunker〕。②この内容はさらに細分され，皮膜水（pe-

llicular water）〔Hautchenwasser〕，孔角水（poreangle water）〔Porenwinkelwasser〕，

毛管付着水（capillaryheld water）に分けられる（今日の毛管水にほぼ相当する歴史

的な名称）。

浮子（ふーし） float 

河川の流速を測るため，流水の表面に浮かべるお2具， または平均流速を得るため水

面以下の流速の影響を受けるようにある程度の部分が水面以下に沈んで流れるように

工夫したもの（俸浮子や複浮子）。

不透水層 impermeable layer 

水を透過させない，または透過させ聖心、）音。すなわち硬い岩盤からなる非透水層

(aquif uge）や，粘土層などのような難透ぷ層（aquiclude）を含めていう。

不飽和浸透係数

不飽和帯で起こる水の流動（次項の不飽和流）にダルシーの法則を適用したときの

透水係数に相当するもの。⑦この値は飽和流の透水係数の 1/2～1/5程度のことが多

L、〔陸〕。⑦英語名としては， hydraulicconductivityを用いる人 〔Hewlett〕もある

が，この諸はむしろ飽和流の場合に用いて，不飽和流のときは capillaryconductivity 

を用いることが多い。〔Toebes〕，〔Baver〕。

不飽和流 unsaturatedflow 

飽和点までは水で満たされていない土壌中での水の運動。

浮遊物質 suspendedload, suspended sediment load 

乱れた流れの上向きの成分，あるいはコロイド懸濁によって保持されながら， 流；j(

中を浮遊状態で移動する物質〔石，応〕。

浮遊物質量 (SS) suspended solids 

粒径 2mm以下の，水に溶けない懸濁性の物質の量。 ②水質関係用語。水質汚染の

指標の一つ。一般に水道用原水では SS30ppm以下を要するとL、ぅ。

分水界 （分水線） topographic divide, (watershed) 

一つの流域と隣接の他流域との境界となる尾銀総l。⑦ watershedは元素（とくにイ
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ギリスで）この分水界の意味であったが，転じて流域の意味にも用いられるようにな

っTこ。

平均年 averageyear 

気温，降水量などのある程度長年の平均値をもっているよ うな年。現実にそのような

年があったかどうかではなく，そのような平均値を持つような，考えられた年である。l

並行流域法 （parallelarea method) 

森林理水試験において植生状態などが異なる二つまたはそれ以上の流域からの流出

量を比較して値生状態などの影響を論ずる方法。＠世界で最初に行なわれた森林理水

試験であるスイスのエメンタ ーノレのものがこの方式であった。 この方法では比較すべ

き二つまたはそれ以上の流域の地質，地形，降水量などの相違の影響を消去すること

が困難である。値生状態の差の影響を見出す目的のためには， 今日では対照流成法を

用いるのが普通である。⑦並行流域的に設置された流域は， 今日では代表夜域として

の意義をもつことが多いと思われる。→対照流域，代表流域。

平水位 （ordinarywater level) 

1年中でこれより高い水位の日数と， これより低い水位の日数とが等しV・よう な水

位。 6ヵ月水位ともし、う。

平水流出量 （ordinaryrunoff) 

豊水流出量の項にある記述をみよ。

平水量 （ordinarydischarge) 

1年のうち 185日聞はそれより下らない流量。

保安林 protection forest 

公共の危害防止，福祉増進あるいは他産業の保護を目的として特定の制限を謀せら

れた森林。＠わが国のものは種類が多く現行森林法では17種。面積的には 水源溺

養，土砂流出防備，防風の目的のものが上位を占めている。

包気帯 zone of aeration 

一通気帯をみよ。

豊水流出量 （plentifulrunoff) 

中野氏が年間流出量を四つに区分して定義したものの一つで， それらは次に示す通
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り。水高で示した日流出量をもって年ごとに流量持続曲線（流況曲線）をつくったと

き，日流出量の小さい方から数えて50日分を渇水流出量と定め， 次の85日分，そのつ

ぎの90日分，さらにそれに引続く最後の140(141) 日分をそれぞれ低水流出量，平水

流出量および豊水流出量と定義する。〔中野，林研240p.47〕

豊水量（plentifuldischarge) 

1年間のうち95日聞はそれより下らないような流量。

飽水帯 zoneof saturation 

地下の透水性の岩石または堆積物からなる層で， その孔隙が完全に水で満たされて

いる部分。

防雪林 （forestfor snow drift prevention) 

吹雪，吹きだまりその他の雪による災害を防止するための森林で，主として東北，

北海道で鉄道防護用として設定されている。わが国の保安林の一種として， この名称

の記載があるが現実には保安林として指定されている防雪林の面積はないという。

防風林 windbreak,shelterbelt 

強い風を防ぎ，局地的に微気候を改善する目的の林帯。内陸防風林と海岸防風林に

大別される。また日本の保安林の一種としては， 強風，冷風，熱風などによる危害を

防止する目的で指定されたものをいう。⑦shelterbeltとい う語は比較的規模の大きい

防風樹林帯に対して用いる。

防霧林 （protectionforest against fog inflow) 

日本の保安林の一種で，j毎霧の内陸部への流入による被害を軽減するためのもの

で，主として北海道にある。防霧林では樹の枝葉による霧消の捕捉すなわち水平遮断

がみられる。→水平遮断。

国場容水量 fieldmoisture capacity 

→野外容水量をみよ。

（保留量） (retention) 

金子氏は累加雨量曲線と，基底流量を除いた流出量の累加流出量曲線の差をとった

ものを保留量曲線といい，この曲線中の任意時刻における保留量は，

保留量＝地表貯留量＋流路貯留量＋土層保留量＋深部浸透量＋蒸発量

であるとした〔金，農水 p.114〕。一方， Res.Cons. Glos. 1970では retentionとは降
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水量のう ち流出量にならない部分，すなわち総降水量と総流出量との差をいうとして

いる。両者の説明は幾分異なるが，字義的に retentionは保留量の意味になり得るから

ここに併記したが，使用に当っては改めて定義されることが必要。なお retentionに

ついては大同小異の用法が多い。下記各項をみよ→リテンションウォーター， リテン

ション貯留量，表面保湿量。

マ行

埋積作用 aggradation 

土砂の沈積によって河床その他の土地がiおまってゆく過程。~平坦化作用の一部。

＠→デグラデーション。

水資源 water resource 

資源としての水。 ここに資源とは何らかの不足や需要を満たすもので，しかも蓄積さ

れた形で、存在し，開発や保全の対象となるもの。②水は天然資源（naturalresource) 

のlつで，しかも水の循環（watercycle）によって更新可能であるが，また季節i:tや

地域住をも持つ資源である。森林水文学の応用目的の 1つは， 水資源の保全 （water

resource conservation）に資することである。 （つづく）

（東京大学教授，良博）
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