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森林と水資源

中 野 秀 章

1. 今後の水資源確保

近ごろは，環境保全の問題に↑止人の関心が集ま っている。このため，何年

か前，あれほどやかましかった水問題も，その量の面については影が薄くな

った感がする。水資源に責任をもっ，ある外国人に，臼本は水の量の問題に

ついては見通しがついたのかと，意味深長な質問を受けたほどの昨今であ

る。もちろん，解決どころか，今後，ますます， 重大な問題になってく るこ

とは火を見るより明らかである。

さて，湯水のごとく使うという言葉に表わされるように，水は安価なもの

とされているから，長期貯蔵もならず，貿易の対象物にもならない。その場

所に，その時期にある ものをそのままに利用されるのが常である。 このた

め，河水利用の規準は時間的，また質的に安定した低水流量，すなわち基底

流量に置かれる。

なるほど，わが国の年降水量は多いが，その時期的分配はきわめて不均等

であり，また，細長くて，かつ急峻な地形からして，無降雨期の基底流量は

必ずしも多くないのである。わが国の総基底流量を正確に知る由もなし、が，

年間1,300億 トンくらいとの推定もある。年降水量を6,000億ト ンとすると，

その20%くらいという ことになる。
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一方，水需要は限 りなく増大している。昭和60年に，おおよそ，上水道用

200億 トン，工業用水 360億 トン， 農業用水 590億トン， 計 1,150億 トンと

いう推定がある。

これらの推定が当たっているとすると，昭和60年ごろまでは基底流量でも

ちそうだということになる。ところが，きびしい問題がある。まず，需要が

地域的にますますかたよってし、く傾向が明らかなことである。とくに，人口

と産業の集中の激しい首都闇 ・近畿圏 ・中部圏その他に水消費が集中しつつ

ある。前述の 1,300億トンの基底流量には，これら大量需要地域には無関係

な地域の小河川のそれを含んでのことで，大消費地に密着した低水流量はこ

れよりかなり少なくなるはずである。流域転換などの方法が机とでは考えら

れるが，供給を集中させることは容易ではなかろう。とにかく，大量需要地

域の水不足は深刻なものとなるおそれがある。

もちろん，これら地域に対 しては，地下水の利用， 海水の真水化 ・下水の

浄化再利用など各種の方法が現在以上に多く採用され，総合されて，必要な

水量を確保することが考えられよう。 しかし，深層地下水は補給のきわめて

困難な貯水であり，海水の淡水化は，しょせん高価すぎるものであろう。し

かも，これらには地盤沈下だの，過剰な塩だの余分な問題が付随してくる。

下水の再利用は比較的有利な方法とみられるが，それにしてもやはりかなり

高い水につくであろう。人工降雨はいまのところ実用に遠い。

いろいろの点から，やは り水資源確保策の主役は河川の低水流量の増加

で，他はしょせん脇役であろう。わが国では，ことに，そう いえよう。そし

て，とにかく，上流から下流まで，あらゆる地点、で貯水することであろ う。

しかし，貯水法も， と流地域では残っている“入れ物”が小さくなってき

た。中流では家屋や土地の水没が大問題であり，下流では水汚染が障害とな

り，今後多大の困燥を伴うことになろう。

そこで，狭い土地で深く貯める方法と ともに，浅いがきわめて広い土地で

貯めて低水流量を増加する ことが考えられないかということになり， 森林あ

るいは林地の働きに期待できないだろうかとなるのはしごく当然のことであ

ろう。もっとも森林の機能に期待できる としても，長い目でものを考えなけ

ればなるまいが，それだけに安価であり，何よりも広大なひろがりでものを

考えうることと，より自然で安定であることに魅力があるということになる
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う。

古くから， 森林と流出の関係が研究されてきた。しかし，結論を先にいえ

ば，洪水の軽減と森林の関係については，しだいに明らかになってきたが，

水資源と森林についてはいまだ十分わかっていないというのが実態である。

森林水文研究の歴史は古い。しかもこの実情である理由の 1つは，水害国日

本では，従来，森林の洪水軽減効果を明らかにする ことに，どちらかといえ

ば，重点が置かれてきたことにあろう。また，この方が低水流量問題よりも

比較的研究しやすかったということもいえるかも知れない。

とにかく， 森林と低水流量その他について，現状で知られていることを以

下に述べてみよう。

2. 森林と流出

2 1 森林の理水機能

水源山地の流域における雨雪水の動きに森林植生がどのような形で関係す

るか，その定性的内容はすでに明らかである。しいて，個々の現象に分けて

みると，つぎのよ うになろう。きわめて常識的なことであるが，話の順序と

して，まず述べる。

①植物体表面に霧滴が捕捉されて，いわゆる樹雨となり，雨量が増加され

る。

②植生 ・落葉落枝の表面に降水量の一部が一時保留される。そして保留さ

れた水の一部が空中に蒸発する。いわゆる降雨の樹冠遮断である。

③地表に接して被覆する植生や落葉落枝その他樹木の基部により地表流出

が阻害され，雨雪水が浸透する機会が増加される。

＠落葉落校や根の腐朽により有機物が土壌に補給されて土壌の物理性が変

化され，また，これら有機物によって土壌中小動物の生活活動が活発に

なり，また，直接的に根系の存在またはその腐朽により土壌の孔隙が多

くなり，土壌の浸入能や透水能が改善される。

⑤植生は生きるために水を根で吸収し，業から蒸散する。

＠林木の枝葉 （樹冠）が地表を被覆するため，地面や林内積雪からの蒸発

が少なくなる。

⑦樹冠の被覆により融雪が遅滞される。
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③林木のあり方によ って，その周辺での積雪のしかたが変化する。

さて，これらの個々の現象が総合されて，流域からの流出水量の多少とそ

の時間的変化に対する森林の影響が現われることになる。

年流出量の大きさに対して， 遮断ゃ~散はマイナス方向に働き，地面や雪

面からの蒸発の抑制はプラス方向に働く。そして両方向の量的関係が森林の

あり方による年流出量の差となって現われる。

基底流量の大きさに対 しては， 森林植生によって土層の浸透能が改善さ

れ，地面蒸発が抑制されることはプラス面であるが，逆に雨水が遮断され，

土壌水分が蒸散で消費されることはマイナス面である。

一方，洪水流出の軽減に対しては，逆に遮断や蒸散が浸透能の改善ととも

にプラス聞となり，地表面蒸発の抑制は地表流下の機会を増加するという点

で，必ずしもプラス方向ではないかもしれない。

また，森林のあり方L、かんで，融雪の時間的分配や積雪のしかたが変わ

り，したがって流出の時間的分布が変化する。

いずれにしても， 森林植生のこれらの機能を個々に定量的に調べ，つぎに

これを総合すれば森林の流出に対する影響が明らかになるはずである。そし

て，ある希望する流出状態に対する望ましい森林植生の種類や取扱い方が選

択されることになる。

しかし，実際には相手が千差万別の天然物であり，千態万様の天然現象で

あるから，定量的に調べるといっても，植物の特定の種類の特定の状態につ

いて可能であっても一般化はきわめて困雄である。これらの，林地流域の水

収支式の各項の測定技術が不備で，方程式の残余項のi評価が不備な現状では

なおさら困難である。ましてやそれら結果の定量的総合などということはい

まのところ夢であろう。

しかしながら，まず，第 1歩として樹木と他の植物あるいは裸地との比

較，ある樹種と他の樹種の比較は可能であろう し，また必要で、あろう。とく

に，最も重要な土壌浸透能の改善と蒸散については徹底的な研究が必要であ

ろう。ともかく ，多数のこの種研究の積み重ねが，将来の夢の実現への布石

になることは確かであろうから，従来世界各地でいろいろの方法で，各種の

状態の植被について上述の個々の植生水文現象が量的に調べられてきた。

しかし， 現状では，それらの結果を総合して流出量に及ぼす森林の影響を
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定量的，かつ一般的に把握することはし、まだ不可能である。そこで，一方で

は，実際に流域で‘森林を除去するなり，あるいは造成するなりして，それら

が流出量に及ぼす影響をできるだけ多くの流域について測定しその結果と

前述の個々の森林水文現象の研究の結果とを脈絡づけて， 森林の影響を明ら

かにしようと努められているのが現状である。

そして，より直接的であるため，近年まで森林水文研究の中心は，どちら

かといえば， 流域試験に置かれてきたため，その業績はかなり多 い。 しか

し，やはり現実の流域はある地域に特定の流域であるため，これらの結果か

ら森林の影響の一般的解釈には困難が多く，流域試験結果の合理的 ・一般的

解釈のため，再び，前記の個別植生水文現象に関する，より進んだ段階の研

究に関心がもたれるようになってきた。

つぎの項で，流域試験による従来の研究成果の概要を述べる。ただし，こ

こでの課題は水資源であるので，洪水流量と森林といった面にはj；，れないこ

ととする。洪水の軽減に森林が有効であることはいまさら多言を要しまい。

2 2 森林と年流出量

降水は非常に少ないが，水需要はきわめて大きく，しかも大規模な貯水が

可能なところでは基底流量でなくて，ある期間の流出量，たとえば年流出量

の多少で水資源問題を云々することができょう。わが国では，このようなケ

ースはまれであろう。しかし，いちおう，話の順序として，以下に，森林と

年流出量の関係について既往の結果を述べてみよう。

2-2-1 小流域試験の結果

世界で最も古い試験は，スイス林業試験場の Emmentalにおける試験で，

面積の約97%がそミ ・トウヒ ・ブナの混交林から成る森林である流域（69.7 

ha）と，35%が森林で他は放牧地 ・農耕地などである流域（55.Sha）との年間

流出を1903年から1917年まで15年間について比較すると，年流出率にしてほ

とんど差がなかったと報告された。わが国でも，東京大林区署にまり，明治

40年から45年にかけて茨城県の太田で，スギ ・ヒノ キの幼齢林から成る流域

(21. 2 ha）とスギ ・アカマツ ・モミの混交壮齢林の流域 （36.9 ha）お よび

各種広葉樹と一部スギ ・ヒノキから成る森林流域（15.Sha）の流出が比較さ
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れ，年流出率は幼齢林流域は広葉樹林流域より小さかったが，針葉樹壮齢林

流域よりは大きいと報告された。また，東京大学愛知演習林の4つの流域の

うち，面積がほぼ同様（106.7ha, 109. 6ha）な 2つの流域の流出が昭和5年

から 7年間の資料について比較され，面積の91%がアカマツと雑木から成る

森林流域の方が69%が森林で崩壊地 ・陶土採掘地などを含む流域よりも年流

出率が小さかったと報告された。

しかし，これらの試験には多少問題がある。比較される流域の間で，森林

以外の流域諸条件，すなわち土壌 ・地質 ・地形等が類似していたといえるか

どうか疑問があるからである。もちろん，これらの試験では，着目する森林

植生以外の流域条件ができるだけ類似するよう流域が選択されるはずである

が，しょせん十分満足できるほど似かよった流域を選ぶことは無理であ ろ

う。

その後，この欠点を無くすため，流域の森林を伐採し，伐採前後の流出状

態を比較する試験が各国で行なわれてきた。これには，単独の流域で行なう

方法もとられたが，基準流域を並設して比較の精度を高める方法が多くとら

れてきた。

1担・界で最も古い，この種試験は茨城県太田の試験とアメリカ合衆国の山林

局と気象局によ りColoradoj十｜の WagonWheel Gap で行なわれた試験で

ある。前者は単独流域法の最古のもので，前述の広葉樹林を主とする流域が

大正4年に皆伐され，伐採前後各3ヵ年の流出が比較された。後者は基準流

域法の最古のものでDouglasfir •Engelman spruce・Aspenなどから成る森

林流域（81.lha）を1919～20年に皆伐し， 伐採前の 7ヵ年と伐採後1926年ま

での流出が基準流域との対照で比較された。

その後，1930年代以降，アメ リカ，日本，ケニヤ，西ドイツ等で多数の同

種試験や調査が行なわれてきた。主要なものはつぎのよう である。

アメ リカでは， North Carolina介｜の Coweeta,Colorado j十｜の Fraser,

West Virginia 州の Fernow,Arizona 州の Sierra-Ancha,California 州の

San Dimas, Oregon州の H.J. Andrewsなどで山林局の各林業試験場が行

なった試験で、ある。大部分は現在も継続されている。日本では，林業試験場

によ り北海道の上川，山形県の釜測，群馬県の宝川，岡山県の竜の口山で行

なわれた試験である。 上川以外は今も継続されている。ケニヤでは Kimakia
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で行なわれた。

Cowee ta試験では，1934年以来，30にのぼる多数の流域で，すべて基準流

域法で試験が現在まで行なわれている。 No.13流域（16.1 ha）では Oak・

Chestnut・ Hickory・ Hemlockなどから成る森林の全林木が1939年から1940

年にかけて伐倒され（伐倒された木は搬出されなかった），伐倒前 3ヵ年に

対して伐倒後樹草が自然、に再生していった23ヵ年の流出，さらに再生林を伐

倒した時の流出が比較された。No.17流域（13.5h'1）では同様な森林が1941

年に皆伐倒され，伐倒前4ヵ年の流出に対して伐倒後23ヵ年にわたって，自

然、に樹草が再生していった時期，再生樹草が繰り返し伐倒された時期，マツ

が値栽された時期の流出が比較された。No.37流域 （43. 7ha), No. 3流域

(9. 2ha）でも皆伐前後の流出が比較された。 さらに， No.22流域 （34.4ha) 

では縞状に薬剤で枯殺され，No.19流域（28.2ha）では下層を形成するシャ

クナゲ属の林内低木だけを伐採 ・除去し， No.1流域 （16.lha）では渓岸に

ある林木だけを伐採し，それぞれ枯殺または伐採前後の流出が比較されたo

No.10流域（85.Sha）では14年間にわたって少しす．つ伐採が行なたれ， No. 

40流域（20.3ha）とNo.41流域（28.7ha）では弱度 ・中！iii度の択伐が行なわ

れ，さらに，No.28流域（144.2ha）で、は流域の一部分で伐採が行なわれた

ときの流出の変化が伐採前の流出と比較された。

Fraser試験では 289.0haの流域の Lodgepolepine • Spruce-firなどから成

る森林が1954年から1956年にかけて縞状に40%だけ小団地状択伐され，伐採

前後の流出が基準流域との対照で比較された。

Fernow試験で

もつNo.1 (29. 9ha), No. 2 (15. 4ha), No. 5 (36. 4ha), No. 3 (34. 4ha）の

各流域で，1957年から翌年にかけて，それぞれ，商品価値のある木 の皆伐

（胸高断面積合計の 82%），択伐（36%), 択伐（22%），択伐 (14%）が行

なわれ，伐採前 6ヵ年と伐採後 2～ 3ヵ年の流出が基準流域法で比較 され

た。

Sierra Ancha試験ではPonderosapine, White firなどの森林流域（100.4

ha）で1953年に渓岸林分が伐採され，また，同様な森林の他の流域 (128.7ha) 

で択伐が行なわれ，それぞれ伐採前後の流出が基準流域法で比較された。

San Dimas試験では1958年に Chaparralの浜岸林分伐採した流域（：154.lha) 
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で，伐採前後の流出が基準流域法で比較された。 H. ]. Andrews試験では

Douglass firの森林が1962年から翌年にかけて，2つの流域（それぞれ95.9

ha, 101. 2 ha）で部分伐採され，前後の流出が基準流域法で比較された。

上川試験では 1つの流域（572.9 ha）でナラ ・カパなどにエゾマツ ・トド

マツを混交する天然林が昭和20年から23年にかけて蓄積で＇ 45%だけ， i在小

団地状に択伐され，その前5ヵ年と択伐後 5ヵ年の流出が基準流域法で比較

された。また，他の流域（645.4 ha）で，同様の森林が昭和29年、洞爺丸台風

で、風害を受けた後32年までに皆伐され，その風害前11ヵ年とその後6ヵ年の

流出が単独流域法で比較された。

釜ij;IJ試験では 1つの流域（2.5 ha）で，ナラ ・フナなどにスギ ・ヒノキを

交えた森林が昭和22年から翌年にかけての冬期に皆伐され，伐採前 8ヵ年と

後12ヵ年にわたって再生樹草が下刈 ・火入で抑制された期間の流出が基準流

j或法で比較された。

宝川試験でも1つの流域（117.9 ha）で，ブナ ・ナラにヒパ ・ヒメコマツ

などを交えるが林が昭和23年から 5年聞に面積で50%だけ散在する小団地状

の択伐をされ，択伐前11ヵ年の流出と択伐中およびその後再生樹草が許され

た期間12ヵ年の流出が基準流域法で比較された。

竜の口山試験では，L、ずれもアカマツ壮齢天然林を主とする 2つの森林流

域で，H百和19年から22年にかけて皆伐が行なわれ， 1つの流域（22.6ha）で

は皆伐前7ヵ年と伐採後21ヵ年にわたる再生樹草が許された期間，下刈して

ヒノ キの植栽が試みられた期間，山火で‘全植生が失われた期間などの流出が

単独流域法で比較された。他の流域（17.3ha）で、は皆伐前期間の 8ヵ年の流

出に対して， 再生樹草が許され再生雑木林がj」足立していった期間，渓j芋再生

林分が伐採された後期間20ヵ年にわたっての流出が単独流域法で比較され

Tこ。

このほか，アメリカの California州の SantaAnitaで流域（l,683.5ha)

のSumac・Mountain mahoganyなど全植生が山火で焼失した影響，Ariwna

州のThreeBar (39. Oha）で薬剤により山火跡地へ侵入した Chaparralを枯

殺した影響が調査された。 Kenya試験では 1つの流域（688.0ha）で1958年

に竹林が面積で34%だけ伐採され，その前後の流出が比較され，また，他の

流域（35.2ha）でも竹林が皆伐され，皆伐後3年間の流出が伐採前のそれと
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基準流域法で比較された。

ともかく ，流域の全林木を皆伐あるいは山火で失うと，年流出量 ・年流出

率が明らかに増加した。 1例外も無かった。また， 多くの場合，択伐や部分

的枯死によっても増加 した。もちろん，非常に弱度の除去の場合は増加が起

こらなかった。これらの試験された森林は竹林まで含んでおり，きわめて多

様なものであり，平均年降水量も WagonWheel Gapの約540mmから釜測

の約 2,640mmまで含んで，気象条件も多様であり，さらに流成面積も釜湖

の2.5haから上川の 645.4ha, Kenyaの 688.Oha, Santa Anitaの 1,683.5'

haまで含んで，試験条件はきわめて多様であったにもかかわらず，林木除去

により年流出量が増加した事実は同 じであった。

しかし，増加量はきわめてまちまちであった。森林の種類がもともと異な

っているし，一方で降水量等気象条件流域の方位と増加量は高い相関関係に

あることが知られていることから当然、で、あろう。そして，これらの試験結果

で，林木除去後の最大増加量（多くの場合除去後第 1年目の増加量）はWa-

gon Wheel Gapの46mmから平均年降水量 2,000mm前後のKenyaの457mm

までであった。日本では 200～300mm程度で，増加率では 10～50% の範囲

であった。

これらの増加量も，伐採跡地を放置しておくと自然に樹木が再生するとと

もに小さくなっていくことが明らかに認められ，さらに，年流出量状態が伐

採前のそれにかなり復帰したころ再生林を伐採すると，降水量等気象条件が

同様ならば，ほぼ同じ量で再び年流出量が増加することが知られた（第l,2 

図）。

一方，逆に不良林地や無林地に植林して，流出への影響が基準流域法また

は単独流域法で調べられている。南アフリカ共和国のJo出ershoekにおける

試験，アメリカ， Ohio ;/'Ii Coshocton における試験， Central New York 

における試験，T.V.A の PineTree Branchや WhiteHollow における

試験などがそれである。

Jonkershoek試験で怯，2つの不良林流域（208.0ha, 32.0ha）にそれぞれ

1940年に面積で53%,1948年に98%,Radiata pineを植栽し， 植栽後20年以

上にわたる流出状態が植栽前のそれに基準流域法で比較された。

Coshocton試験では17.6haの放棄された農地流域にマツを植栽して，流出
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の変化が20年以上にわたって調べ 第1図 上川・ 北谷流域における森林の伐採

られた。 経過と年流出量の変化

ha, 391. Oha, 808. Oha）にそれぞ

れ1932,1934, 1939各年に地域の

無林部分47,35, 58%にマツを植

栽し， 30年にもわたって流出の変

化が調べられた。

これらの試験によれば，いずれ

も植林後，年流出量が減少した。

そして減少は植栽の数年後にはじ

まり，その後しだいに減少量が大

きくなったが，十数年後には変化しなくなった。

Pine Tree Branch 試験でも，

流域（35.7ha）の中の耕地・荒地な

ど無林部分（75%）に1946年Sou

ihern pineが植栽され， 100%林

地として流出の変化が20年にわた

って調べられた。 Central New 

York試験では3つの流域（181.0 (mm) 
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しかし， White Hollow試験では， 34%が放棄された農地であった流域

{694.0ha）に， 1934年とその翌年に， Black locustと短葉松が植栽され，

また， 一部にきわめて小さなチ ェッ クダムがつくられ，全流域の森林化がは

かられ，流出の変化が調べられたが， 17ヵ年後もなお年流出量に変化は認め

られなかった。

流域の比較的小部分の造林にとどまったWhit巴 Hollow試験の例外はある

が，他の試験による年流出量の減少は前述の伐跡地における再生樹草の生育

に伴う減少とともに，伐採による年流出量の増加を裏付けた。

森林伐採によって年流出量が増加する理由については，蒸散 ・遮断による

損失水量の減少と浸透能の低下による地表流出の増加とされている。そし

て，造林による減少はその逆と考えられている。

なお，A.P. Bochkovによれば，ソ連でも，近年，農務省、の試験流域その



Coweeta • No. 13流域における森林の皆伐とその後の再生
樹草の発達に伴う年流出量の変化 （A.R. Hibbertによる）

第2図
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他の多数のデータを解析した結果，小流域からの流出量は森林のなし、流域か

らのそれより少なく ，50～95%であったとい う。

ただ，この場合，試験流域というのは，Coweeta試験や釜洲試験のような

伐採試験なのか Emmental試験のような試験なのか，筆者は知らない。ま

この場合の“流出量”に年流出量を含めて良いのかどうかもわからなた，

い。このようになる理由を，

①森林土壌の透水性が高いこと

②森林は大量の雪を貯留すること

③森林は融雪を遅滞させること

④林地の土壌凍結が浅いこと

により，森林流域は他に比べて浸透条件が良いためである。事実，春，融雪

期で好い条件下では森林あるいは林帯における総浸透量は400～700mmある

いはそれ以上に達したが，原野では 40～60mmで、あった，としているところ

からすると，直接流出量のことであるかも知れない。 したがって，あるいは

アメリカや日本の小流域試験の結果とあわせて議論するのは適当でなし、かも
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しれない。

しかし， 後述するようにこれが年流出量でもあるとも とれる記載が Boch-

kovの論文にあるので，含めて考える ことにした。

以上から，理由はともかくと して， ある程度以上伐採すると例外なく 小流

域からの年流出量は増加lし， 逆にある程度以上で無林流域に造林すると減少

する。そして，他の条件が同じならば，小森林流域の年流出量は他の地被条

件の小流域のそれより少ないといえよう。

2-2-2 大流域調査の結果

A. P. Bochkovは，小流域での観測は必ずしも大 ・中河川の流量に及ぼす

森林の影響の問題を解決しないと述べ，つぎの2つの報告を挙げている。

L. M. Sic'orkinaは，ソ連のヨ ーロッパ地区の森林地帯で森林面積の違い

を特徴とした，いくつかの併行流域試験で流出を比較 して，森林中の積雪が

平均年流出量を17～20%増加させたと結論した。

また，V.V. Rakhmanovは，ソ連のヨ ーロッパ地域の森林地帯で，同様な

地文特性の下での92の河川流域の森林面積率と年流出量の関係を調べ，森林

面積率が大きくなるにつれて河川流量が大きくなることを報告した。

さらに，A.P. Bochkovは，ソ連のヨ ーロッ パ地域の全域で，流域数を219

に増加して同様な関係を調査し， つぎのように報告した。

雨の少ない地方の中くらいの大きさの流域，すなわち 50～1,OOOkmヘ少

なくとも3,000km2くらいまでの流域では，森林地の積雪効果と浸透能効果

が，森林地の蒸散損失よりも上回っていることが知られた。このため森林面

積率が大きくなるにつれて，年流出量が大きくなる。 しかしながら，緯度に

よる森林地被の変化の影響を分離すること，緯度による降雨量の変化の影響

を除去することは困難である。そこで Bochkovは，平均年降水量，平均年

流出量，緯度，森林面積率の関係を図上で解析しているが，ここには省略す

る。

多くの観測によれば，林地とくに林内で最大の積雪がみられ，また林帯中

と同様に林縁近くで多くの雪がつもる。これは森林に隣接する開放地の雪が

風によ って運ばれ，林地につもるためである。かくして森林と保護樹帯の水

保留は無林地にとりまかれることによって増加する。 このことはとく に草原
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地帯や森林草原地帯に起こる。林地の積雪は開放草原の2～4倍，と きには

6倍にもなる。林縁における積雪は水高にして通常 150～250mm，ときには

800～L OOOmmにもなる。

ともかく，他の条件が同 じならば，森林は大 ・中河川の年流出量を大きく

するとし、 う。

一方，アメリカでも大流域における森林と流出量の関係が 2' 3調べられ

ている。

Colorado 州 Meeker地区の WhiteJll流域（1,974km2）で， 1940年代初

期に虫害が発生し，流域面積の30%を占める Spruce林の大部分（80%）が

枯死した。このため1947年から 5年間にわたって，主として融雪期流出量の

増加が理由で，年流出量が平均して 158mm（平均年流出量の 22%に相当）

増加した。

しかし Washington州南西部の Naselle川の約 142km2の流域で， 1930

年から27年間にわたって毎年面積で2%の割合で， Douglass fir“Western 

hemlockの森林が伐採されたが，流出には変化は起こらなかった。樹木の再

生が容易な気候土地条件の地域で，これくらいの小面積の森林処理は影響が

ないと結論された。

New York州の Adirondacks山地の SacandagaJll流域 l,272km2で，森

林の生長 ・気候因子 ・流出量の関係が調べられ， 1912年から約40年後に，増

加した遮断によって，主として休眠期の流量が減少されたため，年流出量が

約200mm（平均年流出量の25%に相当する）減少したと報告されに。また，

New Mexico州で， 過度利用で荒廃された丘陵地大流域を三期間利用せずに

放置して林木を主とする植生を回復させたところ年流出量の減少がうかがわ

れたc

アメリカでは，大流域調査の例が少ないが，以との調査例からすると，ソ

連の結論とは異なるようである。

日本にはいまだこのような調査はない。

2 3 森林と低水流量

2-3-1 小流域試験の結果
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日本における水資源の問題は，主として河川の低水流量の問題であるとす

ると，森林と低水流量の関係について，既往の研究とその結果が重要であ

る。

従来，低水流量と森林の関係を扱った研究は，実のところ，あまり多くな

いのである。つぎに，まず既往研究のおおよその実態を述べてみる。

日本では，古く，まず，林相状態の良い流域と悪い流域を隣接して選ん

で，それらの流出を比較することが行なわれた。

前述の東京大学愛知演習林の 2つの流域からの 2ヵ年の毎月の最小流量が

比べられた。し、ずれの月でも良い林相の流域の方が悪い林相の流域のそれよ

り大きく， 5倍近くであったと報告された。

また，前述の太田の試験で，スギ ・アカマツ ・モミ壮齢林の流域とスギ ・

ヒノ キ幼齢林の流域からの各月の最小日流量が，5ヵ年の平均について比較

され， 3ヵ月だけ壮齢林流域で小さいが，他の 9ヵ月は幼齢林流域の方が小

さいと報告された。

前述のスイスの試験で，暖候期の7ヵ月の毎月の最小流量が比較されたと

ころ， 1ヵ月を除いて他は格段に森林流域の方が大きいと報告された。

太田試験で，広葉樹林の皆伐前後の期間で，降雨が止んだ直後の流量減衰

曲線が比較され，伐採後の方がその滅表勾配が急であると報告された。

以上の流域比較試験の結果が，昭和初期までの森林と低水流量に関する知

識の主要な根拠となっていたようである。

しかし，その後，これらの試験には方法について問題があるとされ，単独

流域法または基準流域法により伐採あるいは造林と流出の関係が調べられる

ようになった。

前項で挙げられた各試験で低水流量を扱った結果を以下に述べる。

竜の口山試験で，伐採後毎月の最低流量が常に大きくなったこと，降雨が

止んで以降の流量減衰曲線が緩かになったことが報告された。 これは前述の

古い報告と反対の結果であった。ただ，興味のあることは毎月の最低流量を

相互に比較すると，伐採前は各月間に大きな差が無かったのが，伐採後は盛

夏期の 7～ 9月に小さく ，秋や冬の月に非常に大きいとし、う変動が激しくな

ったということである（第3図）。

ともかく，この簡単な報告以後，雨の非常に少ない地方では，伐採によ っ



竜の口山 ・北谷流域における伐採中およびその前後期間の
平均月最小流量の比較（白井純郎による）

第3図
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て低水流量が増加するかも しれない とい うことが，

るようになっTこ。

その後，上川 ・釜淵 ・竜の口山各試験地の 6～21年聞にわたるデータが検

討された。

流況曲線で，日流出量の小さい方から50日分の合計流出量を渇水流出量，

つぎの85日分の合計流出量を低水流出量，同様にしてつぎの90日分が平水流

出量，残りの 140ないし 141日分が豊水流出量と名付けられ，これらが伐採

後どのように変化するかが調べられた。

皆伐されて，林地が低木を交えた草地に転換されると，平水流出量 ・低水

流出量 ・潟水流出量とこれらの年降水量に対する割合はし、ずれも増加するこ

とが明らかに認められた。 Wagon Wheel Gapのデータを同じ方法で調べ

ても結果は同様であった。

これら流域のいくつかは伐跡地が放置され，自然に樹木や草が復活し，

だいに繁茂していったが，これに伴ってこれら低水流量の増加量が しだいに

小さくなり，皆伐前の状態に近づいていくことが明らかに認められた。竜の

ロ山試験では10年くらいで皆伐前の状態に復するようにみられる（第 4同）。

同様の検討がアメリカでもいくつかなされた。

Fernow試験では，特定の低日流出量，たとえば 50gallons/acre／巾yを基

これ以下の流出量の日数を伐採前後で比較している。皆伐あるい

わが国でも一部でいわれ

し
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準として，
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出量，連続30日無降雨が統 （mm)

いたときの最低日流出量，

年間の最低流量の変化が確

かめられた。

また，これら 4種の流出

状態が無林地に林木を植栽

することによってどのよう

は択伐で，この日数が明ら

かに減少した。すなわち低

水流量が増加したことが確

かめられた。このことは流

況曲線の変化でも確かめら

れている（第5図）。伐採後

低水流量部分が増加してい

ることが知られる。
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第4図 竜の口山・北谷流域における森林の皆伐
とその後の再生樹草の発達に伴う低水流
量の変化
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に変化するかが，前述の Coshocton試験のデータで調べられた。

No.17流域では，林木伐倒前の無降雨期に 20l/sec/km2の比流量が38日間

で4.7 l/sec/km2に低下したのに，伐倒後は63日かかった。この聞の総低水流

出量の噌加は約14mmで、あった。No.13流域でも， 20 l/sec/km2から 61/sec/

km2に低下するまでに要した日数は伐採前65日であったものが，伐倒後は82

日間になった。この間の総低水流出量の増加は約 lOmmで－あった。いずれも

伐倒後流量減衰レートが緩かになったことが示された。No.19でも下木だけ

の伐採の前には 14l/sec/km2が 9l/sec/km2になるのに12日，伐採後は27日

で，減衰レー トは緩かになり，低水流量の増加は 3mmで、あった。

釜前l試験でも，降雨が止んで直後の流量減衰レート が検討され，伐採後減

衰が多少急になったようだ，しかし断定できないと報告された。上川試験で



も同様の検討が行なわれたが，伐

採前後で大した差異は無かったと

報告された。しかし，これら試験

はし、ずれも降雨が止んだ直後の初

期の減水を扱っており，この時期

では差が無いことは Coweeta 試

験で確かめられており， 差がない

のは当然、と考えられた。

一方，Coshocton試験で，無林

地にマツを植栽 したと ころ， 110 

l/sec/km2が 0.10 l/sec/km2に減

衰するのに植栽当初の 6年間には

30臼，つぎの6年間には26日，さ

らにつぎの6年間にはお日かか

り，マ ツの！£育とともに減衰レー

トはしだいに台、になった。そして

初めの 6年間と最後の 6年間とで

は 7.4mmだけ総低水流出量が少

Fernow・No.l流域における森林
皆伐前後の4生育（夏） 期間の流
況曲線の変化 （K.G. Reinhartら
による）
30 
20 

10 
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なかった。

Cowee ta試験で， ほとんど地下水流出分による低水流出量の時期である

10～11月の流量が，No.17では伐倒後92%増加した。 No.13でも治加した

が，再生樹草の生育と ともに減少し，15年後にはほとんど伐採前の状態に復

した。No.19でもわずかに憎加したが，6～8年白には旧に復した。

このよ うな調査は，上川試験でも行なわれており， 12～3月期間の流出量

は冬期の低水流量で、あるが，これが伐採後いくぶん大きくなった とみら れ

た。

逆に， Coshocton試験では，造林後 5年間の平均で，この両月間の流出量

が25mmだったものが，13～17年目には0.8mm前後に滅少した。

連続30日間の無降雨のときの流出量については， Coweeta試験のNo.17流

域では伐倒後13mmi:削日し， No.13流域でも増加したが， 16年自に伐採前の

状態に復した。No.19では増加しなかった。
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毎年の最低瞬間流量は伐倒後No.17, No.13流域ともに明らかに増加し

その後再生樹草の生長とともに増加量が小さくなった。 No.19でも同様であ

った。

H.]. Andrews試験で， 40%の部分伐採が低水流量を増加 し，さらに40%

追加伐採して， 85% (0. lmm/day）まで増加したと報告された。他の 1つの

流域でも 8%の伐採で，夏期の最小流量が12～18%増加したと報告された。

一方，きわめて少ないが，造林と低水流量の関係も試験されている。

Pine Tree Branch試験と WhiteHollow試験がそれである。しかしと

もに地下水流出量は変化せず，その減衰 レートも変化しなかったと報告され

た。

以上から，低水流量は，その表わし方はまちまちであるが，森林の伐採に

よって増加し伐跡地に自然、樹草が復旧する とともに伐採前の状態に復旧す

る。もちろん森林植生の除去程度が軽度で、あれば増加量が小さいか，あるい

は変化しないこと も当然と考えられる。このことは，一部に例外もあるが，

無林地に森林を造成すると低水流量が減少するとL、う試験結果もあって，い

ちおう裏付けられたといえよう。

なお，伐採による増加量は， 当然のことであるが，伐採された森林の種類

や伐採の程度で異なると同時に，低水流量の発生時期の降水量や気温等に左

右されることも報告されている。

近年における森林と低水流量の関係に関する研究結果は上述のとおりで，

アメリカでは小流域試験に関する限りではほとんと。結論がで、たとみられてい

るよ うである。 しかしなお，つぎのような異なった結果もあるこ とを無視

できないかもしれない。

インドネシアの公共事業動力省の水力工学研究所で，ジャバ島のいくつか

の小流域の流量 ・雨量データが解析され， 2' 3のことが知られた。元同研

究所長の W.S. Srimoerni Dulhomidが “インドネシアの水文研究”と題す

る簡単な報文の中で， つぎのことを述べている。

無降雨日の数と24時間当たりの地下水流出量との図をえがくと，熱帯多雨

林におおわれた若い火山堆積物流域， 4年前に森林が除去された若い火山堆

積物流域，そして古く森林が除去された泥灰土流域の聞で、は減衰曲線が異な
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第 6図 減点｜曲線と森林 ・土壌との関係

iOO 

4年前森林除去・ 若い火山堆積物流1或

古い森林除去 ・泥灰土流域

。 10 60 

無 降 雨 回 数

り，後者ほど急激に減衰することが知られた（第6図）。 また， この図に，

時間による地下水保留量の減衰曲線もえがかれた。泥灰質土嬢流域はほとん

ど地下水保留量はなくなった。 しかるに，多雨林におおわれた若い火山堆積
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物土壌は良好な地下水保留層である。しかし 若い火山堆積物土壌でも森林

を除去された流域では森林流域の半分以下の保留量になる ことが知られた。

要するに，降雨条件以外では，地下水保留量には土壌と地被がきわめて重

要であるというのである。ただ，この短い報文では土壌の性質その他の流域

条件がどんなものかよくわからないし，流域面積も，多雨林流域は 10.81

km九 4年前森林除去流域は0.0485km2，古く森林が除去された流域は0.425

km2とし、ったぐあいで，大きく異なっているなど問題が多い。しかし地層

とくに土問の性質との関連で森林の浸透能などを検討する必要がある ことを

示唆している ように思われるので，とくに付記する。

2-3-2 大流域調査の結果

前項で述べたように，小流域で森林を伐採すると低水流量が増加すること

が， 既往， 世界各地の流域試験で明らかにされた。また，無林地に造林する

と低水流量が減少するという試験結果も発表されている。

ところが，一方で大流域における森林と低水流量の調査をしたものでは逆

の結果になっている。筆者の知る限りでは3つの例がある。ただし外国の

ものはオリジナル論文をいまだ入手していないので，概報された文章をもと

につぎに紹介する。

わが国のものは， l ~I 沢保美の調査で，いささか古いもので，調査方法等に

ついて詳細なことは知る由もないが，つぎのよ うに記述されている。

逓信守口の調査にかかる全国各河川の流量調査書より流域の森林状態の良否

と流量との関係を調べたるに，第 1表のごと き結果を得た。この表は東北地

方の河川について森林面積が流域面積の90%以、上を占めるものを選び，森林

状態は最良，良， 不良の階級に区別したものである。

この表によれば，渇水量は森林状態の良好なほど多く，平水量もまた森林

の優良なるに従って多量となり，不良流域は平水量著 しく小なるを見る。ま

ずこ，最大量すなわち大雨の際における流量は森林不良流域は著しく多く ，良

好なる流域は少なく，すなわち洪水時の増水量の小なるを明らかに認められ

る。最大量の平水量に対する割合は，森林不良流域は42.4倍，良の流域は

26.3倍，最良の流域は17.5倍で，不良流域の出水割合はすこぶる大なるのが

わかる。も し不良林地がさらに荒廃したる無林地あるいは裸地とならば， そ
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第1表 森林状態と河川流量（白沢保美による）

流量

（一方里当個）

潟水量

平水量

最大量

最大量と平水量との比

最良

11. 7 

26.4 

460.9 

17.5 

森 林 状態

良 不良

9. 0 7. 6 

2Q. 9 I 16. 6 

549.2 703. 7 

26. 3 42.4 

の出水割合はいっそう大となるべく ，かつまずこ，潟水量の減少もさらに顕著

なるべきを推察するに難くないのである，と。

似たような調査がソ連でもなされており，前述の LM. Sidorkinaは，前述の

試験の結果，森林中の積雪が原因で，流域に森林の無い河に比較して，森林

にとりまかれた河の夏と冬の低水流量は30～70%多かったと報告した。

C. Toebesは， ニュ ージーラン ドにおける試験流域と代表流域における研

究成果の概要に関する解説原稿の中で，上述の白沢や Sidorkinaの報告に似

たことを述べている。

ニュ ージーランドでは，つぎの目的で，すなわち， ＠ある地域の低水流量

と平均流量の予測，＠水文学的プロセスの解明， 巴数学的あるいは物理学的

モデノレの開発の目的で，代表流域が設定されている。この うち， ①の目的で

は，代表流域の地形と流出特性との関係が調べられた （TaylorC. H.の論文

で，筆者はまだ入手していなし、）。 26種の地形に関する流域変数 l・年降水量

．森林面積率と平均年流量 ・年流出率との関係回帰式などが求められたが，

この研究から引き出された 1つの結論は森林流域は他の流域より最低流量が

大きかったということである。 なお， ①の目的に関する代表流域 の調査

(Waugh, J. R. の論文，筆者はまだ入手していなし、）で，低水流量に影響す

る最も重要な因子は地質であることが報告された。

これらの大流域調査で，研究方法の厳密さで，ことに小流域試験との比較

では，多少危倶が感じられるが，いちおう小流域試験の結果と逆に大流域で

は森林の良い流域では反対の流域より低水流量が多いということが示され

た。

2 4 小流域試験と大流域調査
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森林と流出に関する従来の意見は，通常，水収支式の各項の研究と小プロ

ット試験や小流域試験の結果に根拠を置いている。とくに，小流域試験の結

果が重視されてきた。

農業用溜池への流入量を云々するような小流域の場合は別として，通常，

水資源問題を般うときの流域は大流域である。したがって，森林と流出量も

本来大流域の場で考えなければならないわけで、あるが，実際問題として大流

域直接では実験研究は困難であるので，小流域試験でモデル研究が行なわれ

てきた。しかし小流域試験の結果が大流域に適用されねば試験の意義は半

減されよう。

前述のように， A.P. Bochkovは小流域での観測は必ずしも大 ・中河川の

流量に及ぼす森林の影響の問題を解決しないとし、ぅ。その根拠は，前述のよ

うに，それぞれ独立の試験から小流域では森林が流出量を減少し 大 流域で

は森林が流出量を増加するという異なった結果が得られ，かつ，このように

なるべくしてなったとする理由が説明できると考えたからであろう。

小森林流域からの流出量が，他の地被流域からのそれに比べて小さいの

は， 森林内における水の浸透に対する条件が積雪の点でも土壊の物理性の点

でも非常に良いため，地表流出が大幅に減少するためとしている。

一方，大森林流域からの流出量が多いのは， 浸透水量が多いため，ある程

度で河川の最大流量を滅少し， 基底流量と無降雨期の流量を増加するためと

している。

要するに，森林内における水の浸透条件が良いことが，大森林流域と小森

林流域の流出の聞に差が生ずる原因と考えられている。森林の積雪 ・融雪に

対する効果と森林土壌の高い浸透能が，蒸発散損失を超過したと考えたので

ある。

これに対して，アメリカでは，小森林流域では，森林の蒸散 ・遮断による

損失のため，洪水流量が軽減されるが，同時に低水流量も減少され，年流出

量も小さくなる。このことは大流域でも同 じであるという考えが大勢を占め

ている。

このことは，近年，森林水文関係のシンポジウムでアメリカの学者とソ連

の学者が論争した点と聞いている。この論争の詳細かっ正確な論点を筆者は

知らないが，仮に，以上のようなものであるとしたら，第三者の立場でみる
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と，この論争にはいろいろ不明の点が多い。たとえばつぎのような ことであ

る。

①Boehl王ovの論文で読む限り では，ソ連の研究は，アメ リカや円本で中心

の研究として行なわれているよ うな，基準または単独流域法による伐採また

は造林の影響を調べる流域試験ではなく，林相の相違する多数流域の比較調

査が中心のようである。このような比較調査では森林植生中心の研究という

よりも，森林値生のほか地質 ・土壌等を含む流域全体の機能の比較という形

になるおそれがある。もちろん，森林の機能といっても，流域自体（植被を

除いた鉱物堆積と しての流域自体の意） に本来すでに備えられている理水機

能の助長者として働くにすぎないのであるが，われわれが森林水文を研究す

る目的が，理水のための森林の取扱い方法にあるのだから，われわれの研究

は“植生本位”でなければならないであろう。この点からソ連の流域研究が

どんなものかもう少し詳しく知る必要がある。

②両国とも降水量が少ない地減を広大な面積でかかえている点は似ている

が，ソ連は全国的に雪水に水資源問題の中心があるようである。務林は，そ

のあり方によっては積雪を集中させるしまた，融雪を遅延させる。このた

め雪水は浸透 しやすいが．雨水は降雨強度が高いと浸透しに くい。この点で

も両国に違いがある。

③アメ リカの流域試験では量水堰は厳重に岩着されるのが通常である と考

えられるが，ソ連ではどのような堰で量水しているのだろうか。

④両国での損失流量の差はどの程度か。

その他いろいろのことが考えられようが，これらの点を明らかにした上

で，上記の論争を考えてみる ことは，わが国でも大いに必要であろう。ソ連

とアメリカではかなり諸条件が違うようにも考えられるが，前述のように，

ニュージーランドでも大流域調査をして，ソ連と同 じ結果が報告されたこと

はたいへん興味があるからである。

われわれは小流域試験で，量水堰を岩着させて量水しているが，その岩盤

にも亀裂があって透水しているとすれば，この透水分の一部の水はj震の底を

くぐって下流に移動し，大流域の低水流量の一部に加わるかもしれない。こ

のような透水分に森林が地層浅層の浸透の良否をとおして関与するとすれ

ば， 森林の効果が大流域と小流域で、違ってくることもあり得ょ う。それに，
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洪水問題のように短時間で，表面的な水流出の現象の研究は小流域で扱える

が，地下水流出，それも深層のそれを主とするような低水流量問題の研究は

ある程度大流域で扱うのが本来適当ではなし、かと考えられる。

ともかく，今後わが国でも大流域についても森林理水研究を試みる必要が

あろう。

2-5 小流域における森林と盛夏期の流出量

森林関係者の間では有名な話であるが，大正の末から昭和lの初期にか け

て，岡山県庁の山本徳三郎と林業試験場の平田徳太郎の間で長い論争が行な

われたことがある。

両者の主張の正確かつ詳細なことは筆者も知らないが，伝えられていると

ころではつぎのようである。

山本の主張は，岡山県 ・広島県の水田潅瓶用水に乏しい地方の人々によ っ

て，切実なる事実として認められているように，農業溜池の水源流域に森林

が成立すると地表流出量が減少して，溜池に水がたまらず，団地の潅j既に著

しい支障を与えるとい うものであったようである。そして，その理由を樹体

や落葉落枝による雨水の遮断作用と蒸散作用においていたようである。した

がって，この意味から， 一方で森林の洪水防止効果を十分認めていた。しか

し 少雨地方ではこの治水効果が水源泊養の意味を没却することもあるとい

うことであったようである。ただしこのことはごく少雨の地方に限られる

ことで，一般的には森林の水源泌｜養効果は治水効果の裏返しとして認めてい

たようである。しかし， その理由とするところを筆者は知らない。

山本の多年にわたる熱心な主張にはかなり敬意をはらわれたようである

が，ただ，その理由の説明が，当時，独断的であるとみられたため，広く多

数の人の同意；を得るには杢らなかったようである。

これに対して， 平田の立場は，森林の機能は遮断作用 ・ぷ散作用，したが

って，地表流出に対する影響といった面のほかに‘泣透，したがって地下流出

といった面などもあり， 森林の全機能について 十分な研究が必要で，その上

で結論されるべきものであるとい うこ とのようであった。

そして，この論争の最中，昭和8年の極端な少雨に際 して，岡山県南部地

方の溜池に貯水の少ない池が多く ，回用水の不足が訴えられ，これは森林が
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竜の口山 ・北谷流域における森林皆伐に伴う月流出量の変化
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枯渇させているためだという説を信じ，保安林解除の出願が多数にのぼった

ので，試験が計画され，始められたのが前述の竜の口山試験で去る。

この論争に関連する 1つの結果が，竜の口山試験のデータから得られた。

つぎのような事実である。

伐採前後で， 1年間の総流出量を比較したところ，明らかに伐採後増加し

た。前述したとおりである。さらに月ごとの総流出量を比較したところ，

月を除く 11月から 7月までの各月では伐採後噌加したことが明らかであっ

た。ところが6月と 8～10月の 4ヵ月については伐採後減少したのである

（第7図）。前者の増加量と後者の滅少量を比べると，増加量の方が多く ，こ

のため当然年流出量が増加したわけである。このような事実は，上川試験で

も7月と 8月の減少によって認められ，釜泌l試験でも 8月には年によって減

少が起こることが共通に認められた。

古く，大正8～9年，岡山県水田村で，主として森林から成る小流域と，

主として草地から成る小流域からのそれぞれの流出高が比較されており， 暑

い時期には前者が多く，寒い時期には後者が多かったと報告されている。ま

た，同じような比較が，昭和5年鳥取県智頭町でも行なわれたが，ヒノキ造

林地の小流域からの流出高は，草地が半ばを占める小流域からのそれより

も，暖候期には多く， 寒候期には少なかった。これらの結果は竜の口山試験

の結果と同じ傾向といえよう。

このようになる理由について簡単にふれる。当然のことであるが，各月の

総流出量は増水量（直接流出量） と低水流量の合計である。そして増水量が
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その大部分を占めている。

ところで，伐採後，低水流量が増加したことは前に述べた。増水量が伐採

後どう変化するかも，竜の口山試験と釜淵試験で調べられた。

皆伐後，増水量が増加する場合と減少する場合があった（第8図）。前者に

ついては，すでによ く知られており，かつ，無林地に造林して増水量の滅少

を認めた試験もあって，裏付けられており，いまさら多言を要しまい。

ところが，先行降雨が少なし流域がとくに乾燥していたときに降った雨

による増水量は，伐採前に比べて減少したのである。もちろん，雨量がとく

に大きくなると，増加にはなったが，その増加量は流域がとくに湿潤であっ

たときよりも小さかった。減少は，ほとんど気温の高い春と夏に限って起こ

った。なぜ，気温の高い時期に減少が起こるかについては，林木と土壌水分

との関係についての多数の研究がアメリカにあり，日本にもあるので，これ

によ って説明できる。これらによると，林地では林冠の被覆によって蒸発が
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抑制されるため，地表のごく浅い部分では土壌水分が多く，常に湿っている

が，伐採すると林冠による蒸発の抑制がなくなるため，地表は直接蒸発条件

にさらされ，その条件しだいでは非常に地表浅層土層が乾燥しそのとき降

雨による出水の初期損失が大きくなることが考えられる。

なお，林地では主として根系が分布する，少し深い土層部分で，林木のな

い土地よりも土壌水分が少ない。蒸散作用のためで、ある。この事実も多数の

調べで知られている。

ともかく この春 ・夏期間の増水量の減少が，前述の盛夏期の総流出量の

減少をもたらしたといえよう。

山本 ・平旧論争のころ，岡山地方の拙池は10月から翌年6月までの 9ヵ月

間に貯水しその水を7～ 9月の聞に降雨の補充田用水として用いるという

ことであったようである。そこで， 7～ 9月の流入量が多ければl それまで

の貯水の使用量が少なくてすむわけである。この意味で、は，前述の試験が正

しければ，溜池の流域に森林があった方が良いことになる。 一方 森林がな

いと，冬期の流出量は森林がある場合よりは多くなり，この聞の貯水が多く

なって，都合が良いことになる。以上の限りでは， 両者の主張はいずれも正

しカミっTこことfこなる。

しかし前述の試験では，流域の林木を除去することによる冬期間の流出

量の増加量は夏期間の減少量よ りも多かった。したがって，この点では山本

の主張の方が，少なくともこの地方については妥当だったことになるかもし

れない。いずれにしても以上のことは少雨地方のこ とのよう である。

なお，土壌浸食，したがって，その流出土砂による溜池の埋没防 止のた

め，流域に必要限度の植生被覆がなければならないことは明らかである。

以上の溜池の場合はともかく ，少雨地方で盛夏期の渓流流量が少しでも多

く欲しいときは，流域の森林を保持した方が良いことになる。

2-6 小流域における森林と雪水流出

積雪地方の冬期聞はもっぱら積雪が行なわれて渓流流量は潟水となり，春

になって融雪が始まると流量は増加する。森林流域でもこの経過は同 じであ

る。

この経過の中で，前述のように，森林が融雪に関係することは明らかであ
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第9図 釜t自I] • 2号沢流域における森林皆伐に伴う月流出量の変化
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るが，上川 ・釜例lj ・Fernow・ Wagon Wheel Gapの各試験で，流域の森林

除去が積雪期聞から融雪期間にかけての渓流流量に及ぼす影響が調べられ

Tこ。

その結果，伐採されなかった場合の各月流出量に比べて，積雪期の後半か

ら融雪期の前半にあたる各月の総流出量がi増加し，融雪期の後半の各月のそ

れが減少することがきわめて明瞭に認められた（第9図）。前者の各月という

のは，上川では4月，釜例！と Fernowでは 2～3月， WagonWheel Gapで

は3～5月，後者の各月とは上川では 5月，釜測とFernowでは4月，Wagon

Wheel Gapでは 6月である。

林冠が除かれると，早い時期から融雪が始まり，春先には積雪量がそれだ

け減少し 高rt！雪水の時期的分配が変わったためである。

しかし冬期間全体の流出量の絶対量は伐採すると増加することも，これ

らの試験で同時に明らかにされている。

要するに， 森林の有無で冬期間の流出量の量と時期的分配が変わるようで

ある。

3. 森林の取扱い

3-1 アメリカにおける水生産増加のための森林管理

「山地流域での水の循環の過程で， 森林は他の栂被よりも多くの水を 蒸散

する。林地からの大量の蒸発散量を減らすことがわれわれの水生産改善のた
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めの仕事の根底である。」

昭和45年8月，天然資源の開発利用に関する日米会議の森林部会第2回合

同会議がワシントンで、行なわれた。その議題は山地土壌と水の保全であっ

た。この会議の冒頭に，アメリカ農務省、山林局長 Cliff氏が述べた挨拶の一

節である。 この言葉が，今日，アメリカにおける森林と水資源の関係に対す

る基本的な考え方の一端を示している。これが前記各項に述べた研究の結果

にもとづいていることも明らかである。さらに具体的には，つぎのようなこ

とが考えられているようである。

雨の少ない南西部で Chaparral（壊性漉木密林）を草地に転換して水生産

の増加をはかることが試みられているが，水生産増加の方策はなお研究段階

である。しかし山林局て、は林地の植生管理が水供給の増加をはかるために

欠くべからざる役割を演ずると考えられている。

50年後に，アメリカの森林地方での年間水需要の増加は，東部で370億mJ,

西部で 470憶mJと見込まれている。この計 840億mJのうち， 110億mJは森

林流域における植生管理で確保できると推定されている。その根拠は林地の

平均年蒸発散量を 65mm，他のあらゆる土地からのそれを 50mmとして，そ

の差 15mmを減らすことにおかれている。 65mm,50mmという値は，林木

その他の植生が必要なだけ水を供給された場合の，いわゆる可能蒸散量の一

般的な値に比較すると小さいようであるが，これは降雨の非常に少ない地域

も広く含めての平均値だからである。

110億ma強の内わけは，経済林地で85億m3,Chaparralとネズミサシ属林

木地域で 17（：意ma，深根性植物地成で 11億miと見込まれ，また，地域別に

は，北東地方で、30億ma，南東地方で33億mJ，太平洋北西地方で 2億ma,

California地方で：－11億ma，北部ロッキ一山地で＇12億m九南部ロッキ一山地で

25億 mJと見込まれている。そ してさしあたり水不足のない北西地方は考慮

されていない。

植生管理（多目的利用管理と呼んでいる）とは， 経済林地における施業方

法の変換，伐採 ・薬剤散布 ・フールドージング ・火入れによる Caparral・ネズ

ミサシ属林木 ・深根性植物の除去，そして草地への転換で，要するに，深い

土壌の地域 ・流路へ直接流出している斜面や等高線に直角な帯状地域 ・最も

密な森林地や非常に気温が高く しばしば乾燥する，単位降水あたりの流出量
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が非常に少ない地域から，なんらかの形で林木植生を除去することである。

そして，これらに要するコストと海水の真水化その他の方法のコストとの比

較検討もいろいろ行なわれている。

さらに，水生産の増加をはかるため，伐採跡地流域上での人工降雨 ・土層

の不浸透処理またはアスフアルトやプラスチックによる伐跡林地表の被覆と

いったことまで考えている学者がある。また，東部の経済林地を10%皆伐す

ると 120億m九 深根性植物をなくすることで、310億m3の水生産増加が考えら

れるという学者もいる。これは840億rnJの50%にも相当する。

しかし土壌保全 ・洪水防止 ・野生鳥獣保護 ・レクリエーシ ョン利用 ・木

材生産等いわゆる多目的利用聞の調和に関連しての世論の問題，薬剤散布に

対する世論の問題，土地所有者の問題，技術的方法の適切な選択の問題など

困難は多いようである。そして，大すじは今研究段階にあるといえよう。

森林地域における上述のような対策で満たされない多くの水は，当然、，流

域変更または水の輸送，塩水転換，下水の再使用などで考慮されている。

3-2 わが国における森林の取扱い

結論からいうと，アメリカでも前述のようにようやく水資源確保のための

森林の取扱いのねらいがほぼ定まり，このねらいと集積された知識から考え

られる具体的な取扱いを今後テストしながら実行してみよう としている段階

であり，いろいろの点でこれより後れているわが国でも，当然， 事情は同じ

である。しかししだいに今後の検討方向が明らかになりつつあるとはいえ

よう。以下にこのへんの事情を述べてみる。

前項で述べた，アメリカの114億maの水生産増加が考えられている地域の

平均年降水量をみると，東部では 900～1,300 mm，ロ ッキ一山地では 250～

800mm，太平洋北西部で 500～2,500mm, California地方で250～1,500mm 

で，各地方とも多いのは一部地域の高い山地だけで，他の大部分の地域は日

本に比べて降水量がかなり少ないことが明らかである。可能蒸発散量が降水

量を大きく上回るかあるいは両者がほぼ同等といった林地地域を多く含む，

これら地方では水の確保は切実であり，低水流量どころか年間の総流出量で

の確保が問題となろう。

わが国でも，瀬戸内海沿岸地方その他一部に1,000～1,200mmといった地
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域もあるが，他はこれ以上で平均 1,600といわれる。よくいわれるように約

40%, すなわち約 600rnrnが蒸発散損失する としても， 1, OOOrnmくらいの

降水量はまだ残るのである。したがって，年流出量で考えれば，上述の乾燥

あるいは半乾燥地域の考え方をそのまま直輸入する必要はないといってよか

ろう。

しかし 官頭に述べたように，わが国での河水資源問題の急所は夏あるい

は冬の短期間ではあるが，時々襲われる渇水の解決である。この日寺期だけを

とれば，アメ リカ同様に低水流量を減少させる林木は少ない方が長いといえ

るかもしれなし、。 しかし日本は同時に水害国である。この水害防止には，

まず，水源山地で直接流出量を減らすことが重要である。これに対 して森林

が有効なことに異論が無いとすれば，わが国の森林は，一般に，まずこのた

めに好ましい形で取扱われるべきでたろう。アメ リカで極端な場合にはすべ

て地表流出の形ででも良いからとにかく沢山の水を集めたいという考え方は

とてもとれない。そして，夏 ・冬の渇水の解決には別の方法を考え るべきで

あろう。

しかしその方法はいまだ卜分めどがついているわけではない。今後の研

究に待つほかないのである。

既往の森林水文研究は，一体森林が流出に関係があるのかどうか，あると

すればどのよ うな形で関係するのかを実証的に示すために，現実の小流域で

いわゆる有林状態と無林状態での流出の比較を行ない，ほぼそれを終了し，

定性的に，森林は高水流量を減ずると同時に低水流量も減じ，結局ある期間

の総流出量を減ずることを知り，その理由の一部をつかんだ段階であろう。

定量的には，個々の事例を示せるとしても，一般化 ・地域的類形化はいまだ

できていない。ただ，今後の研究の方向については手がかりができたといえ

るかもしれない。たとえば，つぎのようなものであろう。

わが国は，アメリカと違って，降水量に余裕はあるのだから，蒸散量を気

にしないで，土壌浸透能を改善する能力の高い樹種と施業法の選択に力を入

れるべきであろう。土壌浸透能の改善は森林の理水機能のうちで低水流量の

増加にも洪水流量の軽減にもともにプラス方向に働く唯一のものであるから

である。

なお，前述のインドネシアの報告もあり，森林の浸透能維持・改善機能を，



中野森林と水資源、 57 

他の流域条件，とくに土壌の種類との関連で明らかにする ことも重要である

う。

もちろん，既往の研究によると，樹種によって数十mm程度から数千 mm

程度まで，可能蒸散量はかなりの聞きがあるともいわれており，蒸散量が少

なく ，かつ浸透能改善機能の高度な樹種を選択することが，地域によっては

必要となろう。

また，つぎに述べる階段工の理水効果の試験があり，今後の研究の参考と

なろう。

前述の釜湖試験で，皆伐した後の流域に水平階段工を施工したところ，つ

ぎのような結果を得ている。伐採により増加lした年流出量 ・季節流出量 ・低

水流量の増加がいっそう大きな増加になった。一方で、，ある範囲で増水ピー

ク流量が軽減された。そして年間流出の一様性がある程度改善された。ただ

し施工後 5年間だけの結果であ り，その後階段上に植栽したスギの 成長

や，落葉落枝が堆積するようになって以降にもこのような流出の変化がどの

くらいの期間維持されるのかはわかっていないし，また，小規模試験の 1例

だけであるので，今後多数試みてみないと，前述のことが一般的かどうか断

定できない。階段工の代わりに等高線溝渠を設けることも小規模ながらテス

卜されている。

また，積雪地方において，積雪期に起こる低水流量を増加するには，融雪

をはやく開始させることが有効である。これには常緑樹林よりも落葉樹林の

方が良いことは，前項で述べた既往試験結果から知られる。

逆に，雪水流量を増加し，かっ常緑針葉樹林地におけると同様くらいに融

当’を遅らせようとするには，つぎのアメリカでの結果が参考になろう。市状

（これが集まって，広い地域では縞状になる）伐採をして林lだに開放地をつ

くると，その部分の雪の堆積が増加ししかも隣接する林郁のかげによ って

長波踊射が減ぜられ，融雪が遅滞される。

1つの流域で，方位の異なる斜面，たとえば北向斜面と南向斜面で施業を

変えて，組み合わせることによる雪氷流出の変化を利用することも考えられ

る必要があろう。

最後に，針葉樹と広葉樹の理水機能の違いが良く問題になるので，このこ

とに少しふれることにする。この問題も結論からいうと，ほとんど調べられ
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ていないのが実情である。このことは外国でも同様のようである。その理由

は，前述のように，既往における森林理水研究がし、わば第 1段階であって，

まず，他の植被と森林との比較で，森林の理水効果を明らかにすることに中

心をおいて進められてきたためで， 森林の中で，その種類による比較は次の

段階として今日に至っているためで、ある。したがって，わが国ではつぎのい

くつかの試験結果を照会できるくらいである。

森林の内外に多数の雨量計をおいて，樹冠遮断量を樹種間で比較する 2～

3の試験が行なわれたが，枝葉の密生した樹種が疎開した樹種より遮断量は

多いと，大体いえそうである。スギ ・ヒノキの主要針葉樹は前者に含まれる

が，マツのような例外もある ようで，一般的に断定するにはあま りにも試験

イ列が少なすぎる。

苗木を鉢に植え，鉢の重量変化で蒸発散量を推定し，樹種閣の比絞をする

試験が 2, 3行なわれたが，試験ごとに順位の変わる樹種もあって，いまだ

蒸散量で樹種を夕、ループ分けするには試験例が少なすぎる。

同ーの携帯用浸透計で，林地の最終浸透能が調査されたところ，ブナ ・ナ

ラなどの広葉樹林地の方が，アカマツ ・スギ ・ヒノ キなどの針葉樹林地より

多数地点の平均値で多少大きいことが知られた。しかし崩壊跡地や歩道と

これら林地との差は確然と認められたが，針 ・広葉樹林地聞の差はそれほど

大きくなかった。

一方， 茨城県の笠間と太田（前述）の小試験流域で，針葉樹林地と広葉樹

林地からの流出が比較され， 年流出率は笠間では針葉樹林流域が広葉樹林流

域より大きく，太田では逆であった。笠間では平水流量も針葉樹林流域が広

葉樹林流域より多かった。

以上が，わが国の既往成果のほとんどすべてで，これらから樹種間なり，

広葉樹と針葉樹の聞の差異を断定することは不可能であろう。

このほか，スイス林業試験場で，水源泊養林としては， うっ閉の良好な広

葉樹林はうっ閉良好な針葉樹林よりも良いが，さらに良いのは両者の混交林

であるといった意見が発表されたことがある。

しかし直接的にこの比較をねらった，妥当な試験が多数行なわれていな

も、現状では，両者の水文学的な働きの相違を云々することはできない。

（林業試験場，治山課長 ・農博）
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