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森林水文学用語集 cm・終〉

野 口 陽 一

水収支 hydrological balance, water balance, water budget 

水循環の過程において，水収支式が成立する関係， すなわち自然界にある水の容器

にたとえられるものとしての流域， ？／JI，貯水池，河道， 市；水！習などにおける水の出入

に簿記的な考えを適用すると， 流入量と流出量の差が残高（貯留量の変化量）となる

とし、う関係。⑦→水収支式，水収支の基本式をみよ。

水収支式 hydrologic equation, storage equation 

水収支の基本式（次項をみよ），およびその各項の全部または一部を具体的に内容を

示す文字記号あるいは数値で示 したものをいう。収入と支出の差として貯留量の変化

量の項が入るので，その意味から貯留方程式ともいう。 ②たとえば流域の水収支は 1

年または 1ヵ月程度の期間について，

P=Q+L+ LI S…...・H ・－－………………………・…ー……………………………（1)

あるいは，P=Q+I+E十T+X十dS……………...・H ・－－……………...・ H ・－－…（2)

または， P=Q+Ev土 d品1.s土 dG± LI V+e·00 ・H ・ － －－－ －… ・ ・・………………H・ H ・ oo • (3)

湖の場合は， P+Is土U=E叩＋0±LI S……………………...・H ・.....・H ・－－…・…（4)

とあらわす。 〔K〕〔Toebes〕〔B〕

ここに用いられた文字記号の意味はp・ 降水量， Q .流出量， L.消失量， ds・貯

儲量の変化量， I：遮l折損失量， E；蒸発量， T：蒸散量， x.深層透過水量（流域

漏水） ，Ev 蒸発散量， dMs：土嬢中のリテンシ 日ンウ元－1'ーの変化量， J G：地

下水（土嬢中の一時貯留重力水を含む）貯留の変化量， dv：流域内の池，湖， 河道

などの｜’1由水面をもっ貯留量の変化量， e：誤差項Is：訪日への地表水（河水）の流入

量， U ：地下水としての湖への流入と流出の差， E叩： i':J出水面からの蒸発量， 。：
地表水としての流出量。

水収支の基本式 (basic form of hydrologic equation) (basic form of storage equ-
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ation) 

一定期間内の一定地域への流入量（Inflow) (Iであらわす）と，同期間内の同地域

からの流出量（Outflow)( 0であらわす）の差は，同地域内の同期間の始時と終時の

貯留量の差(.dS）になることを示す式，すなわち，

l=O+L1S 

をいう。②ここではこの式を水収支の基本式とよび， その具体的な記載法として前項

に示した（1）～（4）式の如きものを水収支式とよぶことにしたが，英語でいう hydrologic

equation, storage equation というし、L、方では， とくに区別をしないことが多い。

⑦→水収支式

（水消費性の植物） phreatophyte. 

水の消費量の多い組物。 @ water loving vegetation と説明されているが，実際

にはどんな種類の植物を指すかについて明示したものは見当たらない。

水の循環 water cycle 

水文学的循環 hydrologic cycleに同じ。

水保全 water conservation 

水の汚濁，汚染を防止し また量的にも利用できるよ り多くの水を確保する こと。

⑨→水資源。

無降雨期間 drought 

雨が降らない日が連続したある期聞をし、う。

霧滴の捕捉 capturing of fog drip 

水平方向に移動する霧が樹木の枝葉に当たり， ある大きさの水滴となって地上に洛

ちること。→⑦水平遮断，樹雨，防霧林。

目詰まり （めづまり） clogging 

土壌の孔隙を小さい土壊粒子が塞ぐこと。＠その結果，土壌の浸透能が小さくなる。

毛管孔隙 capillaryporosity 

ー土壊の全孔隙のうち， 毛管水（次項をみよ）を保持しうる大きさの空間の容積をい

う。 ②小子L隙 （smallpore）ともいう（組子山策くlargepore）に対して）。通常， 土壌

水分が野外容水量に達したときに水で満たされる部分の容積とみてよい。
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毛管水 capillary water 

土嬢粒子の周りにi¥lj＼，、膜として吸着力（adhesion）によって，またはその他の毛管

孔隙中に表面張力に起因するカ（通常水柱 60cm以上相当の負圧）でそれぞれ保持さ

れている水，＠すなわち吸湿水と重力水との中間にあるすべての土壌水の総称。地下

水に連絡しているものといないものとを分つことがある。

毛管水縁 capillaryfringe 

地下水面より上の若干の間で，毛管作用によって飽水帯の水が吸い上げられている

部分。⑦次項をみよ。

毛管水縁の水 fringe water 

毛管水縁内に懸垂する可動水で，地下水に連結する。＠毛管水縁は地下水面の上下

の動きに従って上下する。地下水面が浅いときは， この水の一部が蒸発散によって失

われ，その結果皮膜圧に不平衡を生じ，水が上方に動き，失われた水分を補充する形

になる。

毛管付着水 capillary held water 

土壌粒子聞にできる毛細管状の孔隙内に保持されている水で，地下水とは連絡のな

いもの。 Zunkerの分類の付着水の中の 1つ。

網状流路 braidedstream 

河筋がいくつにも分かれて網の目のようになった河，＠扇状地などによく発達する。

ヤ行

野外容水量 field capacity, field moisture capacity 

土援水分定数の 1つ。降雨によって飽水した土嬢から， 降雨後，砂質土嬢では 2'

3日，粘土質土壊では 5～10日ぐらい経過して重力水が流れ去った後に，なお土壌中

に含まれている水分の， 未だ蒸発散によって減少していない時の量。これは植物に対

する有効水の上限，あるいはリテンション貯留能といわれるものに等しいと考えられ

る。

野外水分不足量 field moisture deficiency 

野外における土壌の任意時点（野外容水量より減少したとき）の水分と野外容水量

との差。

野渓 （渓流） torrent，〔独 Wildbach〕
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常時は水が無く，降水時のみ流水がみられ， 石信告が存在し，河道が一定でないよう

な渓（流）。あるいはまた豪雨などの結果，荒廃状況を呈した渓流（野渓＝荒廃渓流と

する場合）。

有効間隙率 effective porosity 

飽水帯の単位体積中にあって実際に封｜出しうる重力水の割合。すなわち飽水帯の単

位体積中の非毛管孔隙の害Jj合。⑦比産出量 specifieyield tこ同じ。

有効降水量 effective precipitat10n 

立場のちがし、によって異なる 2つの意味がある。

(1）流出量解析問題の場合 ：降水量のうち直接流出量となる部分をしづ。

(2）土壌水（縞物が利用するものと して）を考える場合； 降水量のうち土壌中の有

効水（availablewater) となる部分。したがってこれには地表流や根系の範囲より

も下方に浸みこむ水は含まれない。

②降水量の部分と しては， （1）と（2）とはまったく相反する側のものであるが， これら

に対して，立場の遣し、から同じ用語が斤lいられていることには注意を要する。森林水

文学においては（1）の立場をとることも（2）の立場をとることもあるので， （1）は「流出に

とっての有効降水量」 ，（2）は「植物にとっての有効降水量」といって区別するように

したい。

有効水 available water 

土壌水のうち，植物の根から吸収し得る水分で，土壌水の水分定数でし、えば，野外

容水量と永久萎凋点との聞に相当する水分。＠有効水の範閉（容積百分率であらわし

たときの上限と下限の差）が最も大きいのは微砂質撰土（siltloam）である。

雪 snow

降水のうち，氷の結晶でできたもの。

ユ二 γ トゲラフ unit graph 

ユニ ットハイドログラフの略称。

ユヱ γ トハイドロゲラフ unit hyclrograph 

ある流域に一様に一定時間だけ降った単独の降雨（→単位降雨）による表面流出量

を流域上に等水深に分布したと考え，その深さが単位（ lcmとか 1インチ）となるよ

うな表面流出量の大きさをもつものの，表面流出量だけ （基底流量部分を除いたとい

う意味） のハイドログラフをいう。 ＠上記のような降雨によるハイドログラ フの基底
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部の長さや形は流域に固有（雨の強さによらない）であるという仮定に基づいて Sher-

manによって考え出されたもの。流出量配分（洪水流出予測の場合など）の問題解析

に用いられる。

容気量 aircapacity 

土壌中の孔隙に空気を入れ得る空間の大きさ。＠本来は土嬢中の全孔｜療（totalpo 

re space）が空気を入れ得ベき最大値になるのであるが，毛管孔｜療は通常毛管水によ

って占められているから，容気量を示す値としては非毛管孔隙の｛直を用いるものとさ

れる。

容積重 bulkdensity 

土壌の単位体積の重量。孔隙を含んだ土の単位容積当りの重量ともいえる。 ＠乾燥

土についての容積重を求めるときは 105°Cの恒量まで乾燥する以前に，みかけの容積

を測定しておく必要がある。

（抑止貯留量）detention storage 

地表または河道に降った雨のうち， 浸透し得る水であるか， または流域の出口では

表面流出量として浪ljられる水になり得るものが， 未だ降雨または融雪の途中あるいは

その直後の｜時期であるため，それらになる前の状態にある（地表や河道に存在する）

水の量， あるいはこれを水高で表わしたもの。 ＠抑止貯留量には地表残留量 surface

detentionと河道貯留置 channeldetention を含むが窪み貯留量を含まない 〔Toeb-

es〕。⑦detentionとretention の語は地表水にも土嬢水にも用い，人によっても異な

るが，Toebesの guidebookにあるものを整理すれば，地表水については下記のよ

う『こなる。

detention storage 
（抑止貯留量）

surface retention 
（表面保湿量）

(initial abstraction) 
に同じ）

surface detention 
（地表残留量）

channel detention 
（河道貯留量）

interception storage 
（~断貯留量）

depression storage 
（窪み貯留量）

ただし surfacedetention は遮断の場合に用いられること（Sopperp. 141）もあり，

また土壌水について detentionstorage capacity というときは非毛管孔隙と伺じ意味

になることに注意を要する。→貯留能の（2）をみよ。

ラ行
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ライシメーター lysimeter 

コンクリートまたは金属性の相当大きな容探（ 1辺は 1～2m またはそれ以上が普

通）に土壌を入れ，植物を植え，全重量の変化を記録するこ とによって値物の消費水

量を求められるようにしたもの。時にはその容器ーからの地表流下量と浸透水量および

土壌水分の変化を測定し，それらを降水量から差し引くことによって， やはり消費水

量を求められるようにした型のものもある。

落石防止林 （protectionforest against the fall of boulders and debris) 

日本の保安林の一種で，地盤を固定し， 落石の危険を防止する目的で指定されたも

の。また，一般にそのよう な機能を有する森林をし、う。

落葉層 （L層） 1 i tter layer, L layer 

森林の林床表面の層で，落ちた葉p 校，樹皮などで成り， それらの原形が未だ認め

られる状態にあるもの。⑦→落葉層遮断損失量

落葉層遮断領失量 litter interception loss 

L層（落葉層）を濡らした雨水のうち，そこから蒸発してしまう部分。⑦落葉層遮

断損失量が無視できない程度にあるときは，その層より下の土層に到達した水量を

net rainfallとみなす。→林地正味雨量の⑦をみよ。

（リテンション・ウォーター）retention water 

土嬢中において，広義の毛管水（毛管孔i務中に存在する水）の形で，長い期間にわ

たって土壌中に保持される水分をいう（仮訳語．保湿水）。⑦→ （保留量）。

（リテンション貯留能） retention storaga capacity 

土壌中にリテンションウォータ ーを容れ得る体積で， 野外容水量 (field moisture 

capacity）に等しいとみてよい。

流域 drainagebasin, drainage area, (watershed) 

河川上の 1地点に集まってくる河水のもとになる降水が落下する全地域。 上流山地

における流域の場合， とくに熟語的用法ではしばしば watershed を用いる。たとえ

b王watershed management, watershed models, forested watershed, watershed 

research, small watershedなど。→集水区域に同じ。

流域管理 watershed management 

アメリカで“水の生産，侵食の防止，河川や洪水の調節を行なうため流域内の資源



野口 森林水文学111語集（Ill・終） 123 

を総合的に管理統制すること”と定義されている。また“水源流j或の技術的管理”と

もいわれる。 ⑦ しかし研究上 watershed managementの分野とは，むしろ「森林水

文」め分野の意味に用いられているようである。

流域試験 watershed research 

→森林理水試験をみよ。

流域変数 watershed variable, watershed parameter 

独立変数として示し得る流域の広義の地文的要素。＠流域の何らかの着目されたも

の（たとえば侵食量）を関数とし， その関数に対して因子となっている流域内の種々

の要素を表わす変数で，たとえば降水量，士嬢，地形，植被状態など。

流域遅滞時間 basin lag 

降雨を示す隊グラフの重心位置と流量ー時間曲線またはユニ ットハイドログラフの

ピークとのそれぞれが示す時刻聞の時間。

（流域吸収量） basin recharge 

降雨の初期に土地が吸い込む水量。 ⑦→損失の項をみよ。

流域漏水 watershed leakage 

ある流域に降った降水が， 地下を通って隣接または下流の他の流域に，または地下

を通って直接に海へ出ること， および隣接流域に降った降水が地下を通ってこちらの

流j或に入りこむこと。⑦深層透過水量は流域漏水の一部である。→地下水分水界。

流況曲線 flow-duration curve 

→流量持続1tt1線をみよ。

流出係数 coefficient of runoff 

雨量から流出量を推算するとき雨量に乗ずべき係数，すなわち理論上は流出量の降

水量に対する比をいう。＠雨量のうち流出する水量は，雨量に対して一定の百分率を

もっという仮定の上で考えられるもの。年降水量に対する年流出量の比を年流出係数

といい， 洪水｜時の雨量（たとえば 1時間雨量）に対する洪水時の流量（たとえばピー

ク時 1時間の流出量）の比を洪水流出係数とし、 う。⑦ しかし洪水時の雨量，流出量は

ともにそのfl!lj定値の信頼度は小さく，変動は大きいので， 洪水流出係数を使用すると

きは十分安全似ljの値をとる必要がある。→合理公式。
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流出循環 runoff cycle 

水文学的循環過程の一部分で， たとえばある山11a斜面に降雨があってから，その水

分がその山1111斜面において蒸発蒸散して大気中に環るまで， また渓流に出て流域外に

流れ出るまでの聞における過起をし、う。＠流出循環の状態を説明するのには，たとえ

ば降雨直前，降r!Jの初期および終WI，降、雨終了後などのそれぞれの時期における蒸発

散や渓流の水位などの状態が記述される。

流出土砂量 sediment yield 

上流地域から流されてくる土砂の量。

流出の一様性 (uniformity of stream flow), (sustained water yield) 

一定期間の流出量の変化の純度が少ないこと。 ②一定期間としては一年間がとられ

ることが普通である。一係性の指標としては， 1:.1流出量の分散や変異係数， またはこ

れらの組合せ，あるいはとくに定義された統計量（たとえば年流出量に占める辺水流

出量，平水流出量，低水流出量，渇水流出量の常lj合のあり方・・・・・・ 〔中野〕）をrn~ 、るこ

とがある。

流出率 coeffieient of runoff 

→流出係数に，.. -1じ。

流出量 （アウトフロウ） outflow 

水を容れうる空間一ーたとえば池，湖， Vil道，流減、，帯水層など から流れ出る

水の流量またはその積分値をし、う。＠流入量（inflow）に対して用いる。 runoffの

意味の流出量は次項をみよ。

流出量 （ランノ フ）runoff, (water yield) 

任意の流域から，任意に定めた一定期間内に流出する水の総量。流量を一定期間に

ついて積分したものといってもよし、。＠降水量（precipitation）に対して月九、る。流

出量は一般に直接流出量と地下水流出量とから成る。降水量と比較する関係で，水高

に換算して（すなわち体積を流域面積で除してmm単位として）あらわすことが多い。

英語の wateryieldはどちらかといえば比較的に長期の流出量の意味に用いる。

流積 cross-sectionalarea of stream 

流路断面の水の流れている部分の面積。通水断面積ともL、う。

流速計 currentmeter 
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流速を測定するための計総で，軸のまわりに羽根， プロペラまたはカ ップをli¥lHけた

車を流れの中で回転させて，その回転数から流速を測るもの。

（流送土砂）（流送物質） sediment 

河流によって運ばれる物質（主に土砂石機であるが3 それのみでなく ，木1 ：－ ~￥あら

ゆるものを含む） をい う。

流量 discharge, (flow) 

単位時間当りに水路のー断面を通過する水量。 単位としては通常 m3/secあるいは

m3/minを用いる。アメリカで用いる単位 1c. f. s. (cubic feet per second）は 0.0283

m3/secになる。Rflowまたは rateof flowという語を以て示すことがある。

流量係数 coefficient of discharge 

孔口 (orifice) またはノ ッチ（notch）から流れ出る水の流量を示す理論他に対す

る実凱lj値の比をいう。 ＠;J；.面からHの深さにある子L口の面積が αなるときの流量は理

論的には a,/2iffであるが’支際にはCta J2i!Tとなる。また隔が b,, i他流水深（水

位）がhの肺堰の流量は理論的には÷bJzg h t-eあるが実際には号 C2b ,/Z子

hきとなる。これらにおいて Ci, C2が流量係数である。流量係数は縮流や接近流速ま

たは流速に対する抵抗なとeの関係で‘変わり ，したがって厳箔には水位hにも関係する。

流量ー時間曲線 discharge-time curve 

縦il4hに流量を， 横刺lに時聞をとって， )liJ川の lJ也点における流量の｜時間的変化を示

す曲線。→ハイド ログラフをみよ。

流量持続曲線 flow-duration curve 

年間または数年の期間内の毎日または毎j！などの平均流量を順序統計盆になおし

て，それぞれの流量の発生日（月）数を最高流量のものから順に累加した他に対してプ

ロットして得る曲線（流況曲線ともいう ）。⑦→水位持続曲線。

流量測定 dischargemeasurement 

河川の流量を測定すること。臨時的測定と継続的測定とに分けると， fjfj老；で

計そのf山によつて流速を測り， かつ流積をmu賞すればそれらの積として流量が得ら

れ，後者の場合は量水堰を設置し，そのノ ッチ （notch）から流出する水の水伎を自

記水位計によって継続的に記録し，これから流量を求める。
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流量配分図 distribution graph 

ユニットハイドログラフの 1つの変形で，増水の始時から等間隔にとった時間区分

の上の流出量の全増水量に対する百分率を縦軸にとって摘し、た曲線図。 ユニ ソトハイ

ドログラ フと同様に洪水流量予測問題などに応用される。

量水 water measurement 

河川上の一点において水位，流速， 流積および流量などを直緩にまたは官接に測定

すること。＠量水壊を設ける場合には水位を測れば流量が求められるようにする。⑦

→量水堰。

量水曲線 hydrograph 

→ハイドログラフをみよ。

量水所 gauging station 

→測水所に同じ。

量水堰 gauging weir, measuring weir 

t症のうち， それを越えて流れる水流の断面の大きさが水位との関係で分かる ように

しておき， 測定した水位から流量を計'fl：できるようにしたものである。その種類には

直流堰，続流堰がある。通常は縮流堰を用いるが，それにはそのノ ッチ（notch）の形

によって矩形堰，三角形堰などの名でよばれるものがある。＠森林水文の研究上必要

な森林理水試験地などの主要施設の 1つである。

林冠 canopy, forest canopy 

森林において， うっ聞によって，ひとつづきのものとなっている林木のクロ ーネ。

林床 forest floor 

森林の床，すなわち土層の最上層であるAo層をいう。 ＠A。層にはL, F, Hの3

層が含まれることがあるが，場所によってその一部を欠く 。

林床抑止貯留量 forest floor detention storage 

林床（A。層）に付着し，またにそれらによって一時流れを阻止されている（遅らさ

れている） 水量。

（林地正味雨量） net rainfall 

普通は林地 （林床）に実際に到達する雨水の量， すなわちクローネ通過量（滴下量
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を含む）と樹幹流下量との和をい う。⑦とくに落葉層における遮断を重要視するとき

Rowe (1956）や Helveyと Patric(1965）はnetrainfallとし、う語を， 「林冠および

落葉層にしみこんだ後に鉱物質土壌に入る水量で，時に“有効降雨” とよばれるもの」

と定義した〔ForestHydrology, Symposium p. 141〕。しかしこのような定義はいまだ

一般的でなく， またそう いうときは地表流下量を含めているかどうかが明らかでな

し、。

（林地正味降水量） net precipitation 

前項の林地正味雨量と同じ考え方で，雪も含めたもの。⑦雪がある場合は雨だけの

場合に比して全降水量に対する林地正味降水量の割合が小さくなる。

林内雨量 rainfall under tree crown 

(1）わが国では，森林測候所において用いた定義がおおむね一般的となっている。 す

なわち「森林測候所における林内雨量の測定は，林内に標準地を選定し，樹冠下また

は空間下に普通雨量百十を適当に配置し，林地に降下する平均雨量を測定し また他の

方法によ り標準木の樹幹より流下する雨量を測り各々その量を区別した。而して（a）凶

冠下および空間下に落下したる降水量を林内雨量とし，（b）樹幹を伝い流下する水量を

樹幹流下雨量とし，（c）林内雨量および樹幹流下雨量の合計を林外雨量ーより減じ，その

余量を樹冠停滞雨量とす」というものである。〔森林測候所特別l報告第1号（1914),

p.19J 

(2）林内降水量とし、う語を前項の林地正味降水量の君、，すなわちクローネ通過量（ii/ii

下量を含む） と樹幹流下量との合計量の意味に用いる ことがある〔伊藤武夫（1948): 

砂防，実業教科書 p. 20〕。

露点 dewpoint, dew point temperature 

気温が次第に降下していき， 空気中の水蒸気が凝結して露を生ずるに苓ったと きの

m度。

(A) 

absolute humidity 絶対温度

absorption 吸収

accelerated erosion 加速侵食

accumulative raingage 

英和の部（索3!) 

action 

積算雨量計

環境作用

actual discharge 突流宣

actual evaporation ~・蒸発量
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actual evapotranspiration available water 有効水

実蒸発散量 avalanche なだれ

actual flow 実流量 average year 平均年

adhesion 吸着力

aggrada ti on 担積作用
(B) 

aggregate 団粒 (Bai・u) 梅雨

air capacity 容気量 bani王 erosion 河岸侵食

air-dried soil 風乾土嬢 bank storage 河岸貯留量

air porosity 空隙率 base flow 基底流量

albebo アノレベド base runoff 向上

alluvial cone 沖積錐 (basic form of hydrologic equation) 

alluvial fan i1l1積扇状地，れI •積 水収支の基本式

1'1'1 (basic form of storage equation) 

analog computer アナログコンピュ 向上

ーター basin lag 流域遅滞時間

annual average 年平均値 basin listing （水平潟工法）

annual flood 年忌大洪水（量） basin recharge （流域吸収量）

annual flow 年流出量，年平均 bed load 河床物質

流量 bed material load （河床構成粒子大

annual precipitation 年降水量 の物質）

annual runoff 年流出量 belt of soil water 土嬢水市

antecedent flow 先行流量 biochemical oxygen demand 

antecedent precipitation index 生物化学的酸素要求量

先行降雨指標 BOD 向上

API 同上 braided stream 網状流~3

aquiclude 難透水層 broad crested weir 広頂堰

aquifer f背水層 bulk density 容積重

aquifuge 非透水層
(C) 

areal rainfall 地域雨量

arid zone 乾燥帯 calibration キャリプレーショ

artesian aquifer 被圧借水層 ン

artesian groundwater calibration period 処理前期間

被圧地下水 canopy 林冠

artesian well l’l噴対 capillary fringe 毛管水縁

artificial rainfall 人工降雨 capillary held water毛管付着水

artificial recharge 人工注水 capillary porosity 毛管孔隙



capillary water 毛管水

capturing of fog drip霧総のh11捉

catchment area 集水区域

catchment basin 

channel 

channel erosion 

向上

河道

河道侵食

channel detention 河道貯留量

channel precipitation河道降水量

channel precipitation flow 

Fil道降水流山民；
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contracted weir 

control area 

縮流展

対照流j或，基準流

域

control area method対照流域法

critical tractive force限界姉流力

critical velocity ｜浪!fl流速

cross sectiona I area of stream 

crown 

crown closure 

流積

クロー不，(fRJJi::t)

うっl!fl

channel storage t可道貯留量 I crown interception クロー不逃断

chemical oxygen demand I crown interception lossクローネ遮断掛

化学的酸素要求量 I 失量

climate region 

clogging 

cloud amount 

気候｜三

目詰まり

雲量

co-axial relation method 

COD 

共刺11・十i開法

化学的酸素要求量

coefficient of annual direct runoff 

年直十五流出率

coefficient of discharge 

m量係数

coefficient of permeability 

透水係数

coefficient of river regime 

Mi兄係数

coefficient of runoff流出係数

coefficient of transmissivity 

cohesion 

透水量係数

粘着）J

compound structure 団粒構造

confined aquifer 被圧併水層

consumptive use 消費水量

contact load 接触物質

contour cultivation 等高線状耕作

ιrown interception storage 

cryology 

クロー不遮断Ill＇宜i量

当氷学

current meter 流速計

）
 

D
 

（
 

DAD解析

（日平均流量）' II 

流出量

daily mean discharge日平均流量

daily precipitation 日降水量

daily runoff 日流出量

(Darcy’s equation) 夕、ノレシーの法目lj

DAD analysis 

daily flow 

Darcy’s law 同上

debris 岩府

(debris cone) /1!1積錐

deep per cola ti on 深層透過水量

deep seepage （深層透過水量）

' deficit of water 水分不足

degradation デグラデーシ ョン

degree day デグ リーテ、イ

clendritic drainage 樹校状水系

I depletion ratio 逓減比
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depression storage ji~み貯留量

depth-area duration analysis 

DA D解析

depth of rainfall 雨高

depth of snow pack coverage 

design flood 

detention storage 

detention water 

積雪深

計画洪水量

（抑止貯沼量）

（ディテンシ ョン

ウォ ーター）

dew 露

dew point 露点

dew point temperature 

向上

digital computer ディジタノレコンビ

ュータ－

direct precipitation 直接降水量

direct runoff 直接流出量

dischage 流量

discharge measurement 

流量測定

discharge-time curve流量時間曲線

distribution graph 流量配分図

diurnal fluctuation 日変化

diurnal range 日較差

double mass curve タブノレマス カーブ

drainage area 流J或

drainage basin I日JI::.

drainage density 水系千百度，谷街度

drainage pattern 水系模係

drainage system 水系

(drainage texture) 同上

drip 消下， i1白下量

dripping 同上

drizzle 涙雨

drouhgt 無降il'i期間

duration curve 持続曲線

(E) 

ecology 生態学

effective porosity 有効間後率

effective precipitation有効降水量

effluent seepage 浸出

energy balance エネノレ千ー収支

ephemeral stream 一時河Jll

erodibility 受蝕性

erosion 侵食

erosion control 侵食防止

erosion pavement 侵食ペーブメント

evaporation 蒸発， 蒸発量

evaporation control 蒸発抑制

evaporation opportunity 

evaporation pan 

evapotranspiration 

experimental basin 

(F) 

（蒸発機会）

蒸発計

蒸発散量

試験流域

falling limb 減衰曲線（減以部

分）

fan 扇状地

field capacity 野外容水量

field moisture capacity 

向上

field moisture deficiency 

野外水分不足量

film flow l主膜流

film water 皮膜水

final infiltration capacity 

最終浸透能

float 浮子U，ーし）

flood 洪水（こうずい）



flood mark 

flood plain 

flood reservoirs 

flood routing 

flood stage 

floe! wave 

flow 

洪水JJ｛跡

氾濫原

洪水調節池

洪水追跡

洪水位

洪水波

（流れ量） （ながれ

りょう），（流量）

flow-duration curve 流量H統曲線

forest canopy 林冠

forest floor 林床

forest floor detention storoge 

林床抑止貯留量

(forest i or snow drift prevention) 

｜坊雪林

forest hydrology 森林水文学
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地下水逓減曲線

groundwater flow 地下水流出量

groundwager recesion地下水流出逓減

groundwater recession curve 

地下水逓減曲線

groundwater runoff 地下水流出量

gully ガリー，（地験）

gully eros10日 ガリ ー浸食

(H) 

headward erosion p兵部侵食

held water 付着水

horizontal intercept1011 

水平遮断

horizontal precipitation 

forest influences 森林の影轡 I humidity 
水平降水

湿度

forest and water measurement experi- I humus 腐植

π1ent 森林忠！水試験

forest-watershed experiment 

同上

fringe water 毛管；j(縁の水

frontal rainfall 前線性降雨

(G) 

gauging pond 1甚水ill!.

gauging station 測1]¥.f'Jr

gauging weir 量;JcJjlf

geomorphology 地形学

gravitational water 電;JJ;Jc 

gross interception loss 

全illt断JJ1失量

gross preci pi ta ti on 全降水量

groundwater 地下ぶ

groundwater basin 地下水盆

groundwater depletion curve 

hydraulic conductivity 

（水理的伝導度）

hydraulic radius 径深

hydrograph J、イドロ グ、ラフ

hydrograph separation 

ハイ ドログラフの分隊

hydrologic cycle 水文学的循環

hycrologic data 水文資料

hydrologic epuation 水収支式

hydrologic response （水文反応度）

hydrological balance水収支

hydrological region 水文学的地域

hydrological statistics水文統計学

hydrology 水文学

hydrometeorology 水文気象学

hygrometer 湿度計

hygroscopic water 吸温水
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( I ) 

impermeable layer 不透水層

infiltration 浸透

infiltration capacity 浸透能

infiltration capacity curve 

浸透能曲線

infiltration rate 浸透強度（浸透能）

(infiltration velocity）浸透強度

infiltrometer 浸透員｜

influent seepage 浸入

initial abstraction 初期吸収監

initial infiltration capacity 

初期以透能

(initial infiltration rate) 

（初期JU透レート）

initial moisture deficiency 

msolation 

初期上iiul.不足

入射量

(L) 

level of saturation 地ドホ面

litter interception loss 

j客葉！蛍遮陸f1倒失量

litter layer 洛葉！民i

L layer L層，（同上）

local climate 小気候

loss, losses 損失， J員失量，ii'l

アメ4三4 塁E手ヨ呈ー

low flow 低水流量

(low runoff) 低水流出量

(low water discharge）低水量

(low water levei) 低水位

lysimeter ライシメーター

(M) 

man-maid ram 人工降雨

mass infiltration 全浸透量

instrumentation 法械使用，（出械設 I maximum flood flow最大洪水量

備） I maximum vapor pressure 

interception 遮断 I 水蒸気最大張力

interception loss 遮断損失量 I maximum water holcli時 capacity

interception percentage 

i虚断1'1分半

interception storage 遮断貯留量

interflow 中間流

intermediate belt 中間千百

intermediate water 中間水

intermediate zone tド間’；g:

intermittent stream 間欠；111川

mterstitial water 間隙オ；

isohyetal map 等雨量線図

isohyetal method 等雨量線図法

measurmg weir 

micro-climate 

最大容水量

量水I恒

微気候

moisture equivalent水分当量

monthly runoff 月流出量

(mountain type infiltrometer) 

(N) 

natural erosion 

natural levee 

山地浸透計

自然侵食

l’l然、堤防

net interception loss全遮断鼠失量

net precipitation 林地正l来降水量



net rainfall 林地正味雨量

non capillary porosity非毛管孔隙

notch ノッチ

(O) 

(occult precipitation）樹雨（きあめ）

(ordinary discharge）平水量

(ordinary runoff) 平水流出量

(ordinary water level）平水位

orographic rainfall j也形性降雨

osmosis 浸透

outflow 流出量

overland flow 地上流

(P) 

(parallel area method) 

pealミ discharge

peak flow 

pellicular water 

P/E ratio 

perched aquifer 

法行流域法

ピーク流量：

[11］＿［二

1主！｜英7)(

ピーイー比

1 ~J1;'1i·,'f（水層

perched groundwater table 

上層帯水面

perched water table 'rii水面

percolation 透水

percolation capacity 透ぷ能

perennial stream 常;j(1可JI¥

permanent wilting paint 

permeability 

permeable layer 

phreatic divide 

永久萎凋点

透水性

透水l国

地下水分水界

phreatic surface 地下水面

phreatophyte 7j（消費性の植物

(plentiful discharge）山水量
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(plentiful runoff) 政水流出量

point rainfall 地点雨量

pollution 汚濁

pore space 孔隙

porosity 干し｜減率

potential evapotranspiration 

蒸発散｛立

precipitation 降水量

precipitation evaporation ratio 

ピーイー比

precipitation interception 

｜海水の阻止

probability routing 確率洪水法

protection forest 保安林

(protection forest against fog inflow) 

防霧林

(protection forest against the fall of 

boulders and debris）落石防止林

(protection forest against tide water 

damage) 潮害防備林

(protection forest for drought control) 

干害防似j ；ド~

(protection forest for erosion control) 

ご｜：砂流出防備林

(protection forest for flood hazard) 

水害防備林

(protection forest for land slide prev-

ention) 土砂崩壊防備林

(protection forest for preventing snow 

avalanche) なだれ防止林

(protection forest for shifting sand 

prevention) 飛砂防備林

(protection forest for water conserva-

ti on) 水源j雨養林
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radiation 

rainfall 

(R) 

騒射

雨量

rainfall under tree crown 

林内雨量

rainfall excess 降雨余剰

rainfall intensity 降雨強度

rational formula 合理公式

reaction 反作用，環境形成

作用

recession constant 逓減比

recession curve 減衰曲線

recession segment 同上

(regulation of stream flow by forest) 

森林理水

relative humidity 栴対湿度

representati同 basin 代表流域

(retention) （保留量）

retention storage capacity 

（リテンションtri’留能）
re ten ti on water （リテンションウォ

ター）

ril 1 erosion 細流侵食

riparian vegetation i11J岸植生

root zone 樹恨帯

runoff 

runoff cycle 

(S) 

流出量

流出循環

saltation 跳躍移動

salta ti on load 跳動物質

(scanty runoff) 渇水流出量

(scanty water discharge) 

潟水量

(scanty water level）渇水位

scientific hydrology 基礎水文学

sediment （流送土砂），（流

送物質）

sedimen ta ti on 堆積，（土砂流送）

sediment concentration 

土砂混入比

sediment transport 土砂流送

sediment yield 流出土砂量

seepage 浸漏

sharp edged weir 尖縁堰

sheet erosion 層状侵食

sheet flow 薄層流

shelterbelt 防風林

(single area method）単独涜.J或法

single grained structure 

単粒構造

sno、高J 雪

snow avalanche なだれ

snow depth 積雪i穿

snow survey 積雪調査

socio-economic hydrology 

社会経済水文学

soil conservation 土壌｛呆全

soil evaporation 地面蒸発

soil moisture storoge土壌水貯儲量

soil water 土壌ホ

specific dischage 比流量

specific yield （比産出量）

splash erosion 雨滴侵食

stage 水位

stage-duration curve水位J手続曲線

stemflow 樹幹流下量

stoma, pl. stomata 気孔

storage 貯留量

storage capacity 貯留能

storage equation 水収支式，貯留方



程式

storage function 貯留関数

storm flow 直接流出量

storm runoff 向上

stream freguency 水流頻度

subsurface flow 中間流

sulsurface water 地水，（地中水）

surface detentio日

地表残留， (l也表仰止）．表面伐留量，（表

面抑止量）

surface detention after shake 

（振動後の表面!'Jl留量）

surface detention storage 
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tractive force 掃流力

transparency 透明度

transpiration 蒸散量

transportation 運搬作用

treatment area 処理流域

treatment period 処理後期間

tree cro、vn クローネ

turbidity 濁度

(U) 

underground divide 地卜ぶ分水界

(uniformity of streamflow) 

流出の一様性

地表残留貯留量 I unit graph ユニットハイドロ

surface flow 表面流出，表面流 ｜ グラフ

出量 I unit hyclrograph 向上

surface retention （表面保湿量） I unit storm 単位降雨

surface runoff 表面流出，表面流 1 unsaturated flow 不飽和流

surface water 

suspended load 

出量

地表水

浮遊物質

suspended sediment load 

向上

suspended solids 浮遊物質量

(sustained water・ yield) 

流出の一係性

(T) 

tensiometer テンシオメータ－

Thiessen method ティーセン法

throughfall クローネ通過量

topographic divide 分水界

torrent 野渓

total interception loss全遮断損失量

total water losses 全消失量

traction 掃流

(V) 

vapor flow 水蒸気流

vapor pressure 水蒸気張力

vegetation 植生

vegetation climate 植物気候

vegetative cover 植被

velocity of approach接近速度

(W) 

wash load （細粒浮遊土砂）

water balance 水収支

water budget 同上

、.vaterconservat10n 水保全

water cycle 水の循環

water depth 水高

water gauge 水位計

(water level) 水位
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water losses 消失量

water measurement 量水

water pollution 汚1局

water quality 水質

water resource 水資源

(watershed) 流域，分水界

watershed leakage 流域漏水

watershed management 

流成管理

watershed parameter流威変数

watershed research 森林理水試験

watershed variable 流域変数

water spreading 拡水法

water table 地下水面

water year 水年

(water yield) 流出量

weir 堰

wilting point 萎凋点

windbreak 防風林

wind erosion 風蝕

( z) 

zone of aeration 通気帯

zone of saturation 飽水帯

zone of soil water 土壌水帯

（見f）；（大学教授，農博）
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