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森林影響研究の歩み

一一森林水文学の将来を模索して一一

野 口 陽一

はじめに

きわめて最近のものを除いて，今日までの森林水文の研究は，ほとんどす

べて森林影響論的研究であった。キトリッジ1〕やヒューレ ット 2）の定義（文

末の注（ i),(ii）参照〉においても，森林水文学というものを水に関する森林

の影響を追求するものであるとして位置づけている。このような定義づけな

いし位置づけは将来も変わらないものであろうか。

率直にいって筆者は，将来の森林水文学は森林影響論的な枠から少しはみ

出す部分一一いわば森林地帯の水循環に関する， いっそう基礎論的な部分

一ーをより多くもつに至るのではなかろうかという，一種の希望的な観測を

しているのであるが，その根拠を理路整然と示すことはむずかしし、。ただ過

去の研究を振り返ってみて，漠然とではあるが，古いものほど森林の影響と

いう色彩を濃くもっていることを感す．る。 しかしこれもま ったく主観的な解

釈に基づくものかも知れなL、。または，そういうものだけが筆者の目に触れ

たに過ぎないのかもしれない。

森林影響というのは，きわめて簡単には，「環境とくに水の供給，土壌お

よび徴気候に変化をもたらすような森林地被の影響のすべて」（原文は文末の

注（iii））であると定義されている3〕。これをもう少し具体的に説明すれば，森
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林が降水， 遮断，侵食，土砂流送，洪水などの水循環過程の諸現象や落石，

なだれ，風などの現象および気温，土壌水分，日射などの環境要素があらわ

す諸条件に及ぼす影響である。森林影響の説明はさらにその他の観点 〈保安

林や生態学的環境形成作用〉からも行なわれることがあるが，ここではそれ

らについては省略する。ともかくこれまでの森林水文の研究は，こう いう森

林影響論のなかのものとして位置づけられてきた。本稿はそれらの若干を振

り返って，そのなかから森林水文学の将来の方向を求めるよすがと してみた

ものである。文末の引用文献目録だけでも，なんらかの参考になれば幸いと

思う。

本文中の人名記載に当たっては，論文に準ずる体裁のため，敬称をいっさ

い省かせていただいたことをと くにこ こに断っておく 。また貴重な資料を貸

与してくだされ，またはど教示を賜った水利科学研究所の武藤博忠理事長な

らびに林試のJ11口武雄防災部長に厚く感謝の意を表する。

江戸時代

わが国では， 17世紀にすでに熊沢蕃山が気象または流出におよぼす森林影

響について述べていると考えられるふしがある。『大学或間』の十において，

「杉 ・槍並に雑木，山々に多き時は， 夏は神気盛になりて， 夕立たびたひ、す
ヒゾソ

ベければ，池なくとも 日損なかるべし。 山茂りて山谷よ り土砂を出さずば，

川はー水一水に土砂海に落て深く成ベければ，洪水のうれへもなかるべし」4

と述べ，また『集義外書』には，「夫山林は国の本也。春雨，五月雨は天地

気化の雨に候。六七月の聞には気化の’雨はまれにして夕立を以て田畑を養へ

り。夕立は山川の神気のよく雲を出し雨を起すにより，木あると きは神気さ

かんなり。木なき時は神気おとろへて雲雨をおこすべき力少し」5〕と述べて

し、る。

江戸時代のわが国にはこのような学者もあったが， 明治以降のわが国で

は，保安林制度は別として，森林影響ないし森林水文の研究という点だけか

らいえば，主に西欧流の自然科学の系統に沿った考え方をし，降水量や流出

量などに関する分析的な手法をとるようになった。そこでヨーロッパのもの

からみてゆくことにする。



野口：森林影響研究の歩み 3 

19世紀後半のヨーロッパ

きわめて古い時代のこととしては， 13世紀のフランスにおける「水と森林」

に関する立法や，14世紀のスイスにおける「なだれ防止林の事蹟」などがあ

る。しかしここではそれらを省略して，主に19世紀後半以後についてみる。

ヨーロ ッパでは19世紀のなかごろ以降，気候 ・気象に及ぼす森林の影響と

いうことについて，大いに関心が高まっている。フランス人べグレル（Bee-

querel）は 1853年，その著書のなかで森林影響に関しつぎの 6つの設聞を行

なったの。

（吋風に対する遮蔽物としての森林の影響および水分の蒸発を遅らせる

ものと しての森林のはたらきはどのようなものであるか。

(b）森林がその根によって水分を吸収し，葉から蒸散させることは，森

林の周りの大気の湿度に対してどのように影響するか。

(c) 一国の気温の状態に対して森林の存在はどのように影響するか。

(d) 降水量およびその年間分布，あるいは流出量や湧泉量に対する森林

の影響はし、かようなものであるか。

(e) 山地や斜面の保護（山腹の侵食防止〉に森林が役立つ機構はし、かな

るものであるか。

(f) 森林は公衆の保健にいかに寄与するか。

このような形の問題提起の仕方が， 19世紀のわが国にあったかどうかとい

う点でこれは興味がある。これらの問題のなかには，今日ではかなり解明さ

れているものもあり，また今日なお必ずしも明らかになったとはいえないも

可のもある。

1864年， ドイツのパパリヤで森林測候所（forstlichmeteorologische Sta-

tionen）が設けられ，後にフランスやプロシヤでも同様の試みが行なわれ

た。パパリヤの森林測候所における観測事項は，降雨〈林外および林内〉と

降雪，蒸発計（pan）からの蒸発量，飽水土壌からの蒸発，浸透水（Sicker-

wasser）および土壌面蒸発に及ぼす落葉落校の影響などであった。観測の成

果は主にエーベルマイヤー （E.Ebermayer：ミュへン大学で農芸化 学，土

壌学，気象学などを講じた〉によって報告されている。なお，パパリヤでは

森林測候所とほぼ同じ時期に多くの落葉試験地が設けられた。
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クローネ遮断の研究はこのころから盛んになった。そして， 「クロ ー ネ遮

断率は針葉樹林で26%，広葉樹林では20～22%であった」（W.Friedrichく1967

年）7）による）。

またネイ（Ney）は1875～1884年期間中の平均的な値と して，クロ ーネ遮

断率はプナ23%，トウヒ20%，マツ28%と報告している（諸戸北郎く1915年〉め

による〉。

林内雨量だけでなく，林外雨量（grossprecipitation）の増減に対する研

究が行なわれたのもこの時代である。シュパー ト (J. Schubert）はドイツ

のシレジア地方で， Rを年雨量（mm),1りを森林面積率（%）， んを海抜高

(m）とすれば，

R=529+0. 78ρ＋o. 57h 

が成り立つということ，すなわち森林面積率が増せば，雨量もわずかながら

増すとし、う統計的結果を得ているの。またミュ ー トリ ッヒ（Miittrich）の報

告のなかには， 1882年から 1888年までの観測の結果，雨量が増加したこと

を，造林によって森林面積が増加したことに結びつけて解釈したと思われる

ものがある。しかし，これらが果たして降水量に対する森林影響を正しく 捉

えたものであったかどうかについては，疑問がないわけではない。

19世紀にはヨー ロッパの諸国（フランス， ドイツ，オーストリア，ハンガ

リー，スイス，イタリア，ロシヤ，ノルウェイ，スペインなど〉で，森林法

あるいは保安林法または森林保護法を制定して森林保護の政策を強化してい

る10）。このような立法に当たっては，一国の発展の歴史も，また林学一般の

進歩もその背後にあるものと思われるが，専門家による森林影響に関する研

究が直接に立法の根拠になったかどうかを証拠立てるような資料を指摘する

ことは，ここではとうていできない。また当時，森林影響あるいは森林水文

学の専門家といわれるような研究者がいたかどうかも，問題であるといえる

のではなかろうか。

今世紀初頭 （ヱメンタールの試験と東京大林区署管内の試験〉

1899年，スイスのベルン州エメンタールにおいて 2つの試験流域 (1つは

97%がモミ， トウヒ，プナの林地，L、ま 1つは約 1/3が渓流沿いの林地でほか

は草地〉が選定され，森林の流出量に及ぼす影響が研究されることになった。
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これが世界で、最初の森林量水試験で、ある。 この試験には，はじめスイス連邦
ポリテク

工科大学林学部のブージョワー（C.Bourgeois）が携わっていたが， 1903～

1917年間の観測結果について，エングラ ー （A.Engler）が報告書を出して
テクニツシエホツホシユーレ

いる11〕。彼はス イス連邦工 業大学の造林学の教授およびスイス林業試験

場長であった。彼の報告では，エメンタールの両流域の年流出率に若干の差

を得たが，その差はわずかで， 結論として，「吾人の試験地の気候において

は，全部有林の流域および一部有林または全然無林なる流域の流出率は平均

して（imMittel)いずれも同→である」と述べた。実際に示している両流域

の流出率の値にはわずかながら差があるのであるから，これは今日流にいえ

ば，「両流域の流出率には有意差があるとはいえないJとでもいう意味のご

とかと推測される。しかし， 当時はまだゴセット (W. S. Gosset : 1876～ 

1937年〉によって小試料論が考えはじめられていたばかりの時代で，推計学

的なこのようないいまわしは一般に行なわれてはいなかったであろう。この

時代には，一流域の流出率のだいたいの値を得るという一事でさえ，大変な

ことであったと思われる。

エメンタ ールの1915～1927年期間の成果については，1934年にプ ルガ ー

(H. Burger）が報告している12）。それより前，すでにアメリカのワゴン ・ホ

イール ・ギャップにおける試験の報告 (1928年）13）と， 日本の森林測候所の

林内雨量，樹雨（きあめ〉および東京大林区署管内の量水試験の成果を報告

した平田 (1929年〉の論文14〕が出ており，ブノレガーはそれらを引用 し てい

る。プルガーは結局，「林況良好なS谷は林況不良なR谷に比して流出量が

5%少ないことは事実である。しかしてその主たる原因はおそらくは降水に

対して樹冠層の遮止能力が大きいためで、あろう」と述べている（文献12の武

藤抄訳の55頁〉。

ついでながら，プルガーはこの報告書のなかでつぎのように，「ある集水

区域における森林が流出に及ぼす影響はつぎの 5つに分ける ことができる」

と述べている。 「（1）総流出量に及ぼす森林の影響，（2）高水に及ぼす森林の影

響，（3）湧水量並びに清澄度に及ぼす森林の影響， （4）低水に及ぼす森林の影

響，（5）侵食並びに土砂石喋の流送に及ぼす森林の影響」。

このプルガーの報告を平田〈徳〉が読んで，そこに発表されたエメンタ －

Jレの観測値から，ブルガーが言及していない事実に気がついて報告している
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ことがある15〕。それは簡単にいうと，流出量の経年変化のことである。

スイスのエメンタールの量水試験が開始されてまもなく〈おそらく 1902年

ごろ〕，わが国の白沢保美（後に林業試験場長，初代の日本林学会会長とな

った人〉がこれを視察し，この試験が非常に重要であることに注目して，帰

国してさっそくこの種の試験を開始すべきことを山林局に具申した。これに

よって明治37年 (1904年〉，山林局通牒をもって当時の東京大林区署管内の

足尾・笠間・太田の三小林区署の国有林内に試験区を設けることになり，試

験の実施計画が立てられ，明治39年 (1906）年に観測が開始された16〕。これ

らの試験の成果を平田が英文で書いたものによると，各試験区の流出率はだ

いたい40～50%台である。なかには25%程度の所もある（詳細数値はここで

は不要につき省略〉。

しかし平田は，「この結果だけからは，森林の流出量に及ぼす影響を見 出

すことができない。おそらく土地条件の影響が大きかったのであろう」と述

べている14）。なお太田地区においては，単独流域法的処理 (1915～1916年皆

伐搬出，再生樹草放置〉も行なわれた44〕。

わが国の第 1期治水事業における森林測候所

前に記したように，ヨーロッパにおいては， 19世紀の後半に森林測候所網

を作って森林の気象に及ぼす影響に関する資料をとり， 19世紀の終わりには

この方面のことについてだいたいの仕事が終わった。そうして，森林影響研

究についての人々の関心は，森林量水試験の課題すなわち流出におよぼす森

林の影響とし、う問題に向けられて行ったと考えられる。林学研究機関の監督

委員会はこの方面（森林と流出量との関係〉の活発な研究を推進することを

決め，プージョワー（前出〉に委託し，またスイス連邦水理局の協力も得ら

れてエメンタールの森林量水試験が始まったのである15）。ところがわが国で

は1906年に前記の東京大林区署管内の量水試験地が作られ，それよりもなお

あとになって明治44年（1911年〉から第 1期治水事業計画の 1つとして森林測

候所の設置が始められた。わが国の森林測候所では一般の気象要素のほか，

樹冠保留雨量17〕や地温18〕の測定，樹雨や霧の測定19），生物季節の観察を行な

い，また一部で1主上流地帯河川の水位，流量の測定や河川の出水予報を行な

った20〕， 21),22）。この出水予報問題にはかなり力が入れられたと思われる。
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わが国の第 1期治水事業における森林測候所の業務は，ヨーロ ッパの19世

紀のそれに比してより多くの「冶水目的」をもっていたといえるのではなか

ろうか。

林内雨量の測定はヨーロ ッパにおけるものと同様に，わが国の森林測候所

においても重要項目 として取り上げられた。これはい わゆる遮断（inter-

ception）現象を解析するための資料になるものであるが， わが国の森林測

候所時代に「林内雨量」という語および「樹冠保留雨量」 とし、う語はともに

二様の意味に用いられている。原文をよく注意して読めば問題はないが，語

義規定を省略した引用からの孫引きには注意しなければならなし、。アメ リカ

などでも落葉層の遮断を考えるか否かで“netrainfall" という語の意味が

ニ様に用いられる。 また通常“throughfall，，には dripを含ませて意味す

るが，別にしていう人もある。誤解のないように断っておくが筆者がこのよ

うなことをとくにこ こで取り上げる理由は，森林影響ということと，森林水

文ということとの力点の置き所にも関係するからである。

森林測候所特別報告第 l号 (1974年〉にはつぎの記載がある。「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

に普通雨量計を適当に配置し， 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）樹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。

平田は後に林外雨量から上の意味の林内雨量を差ヲ｜し、た量を樹冠保留雨量と

よんだ17〕。それは今日流にし、えば，「遮断損失量（interceptionloss）＋樹幹流

下量（stem flow）」に相当する。しかし森林測候所においても，後に上野（己〉

は，林内雨量とし、う語を“netrainfall，，すなわち“throughfall+stem flow" 

の意味に用いており，さらに樹冠保留雨量とし、 う語を前記の樹冠停滞雨量と

同義に，すなわち遮断損失量の意味に用いている23）。キトリッジが，“The

amount of stem flow is a correction to be deducted from figures of 

interception・…・・．”（文献（1）の p.101）と書き，また “Thecorrection for 

stem flow is usually small relative to interception but not necessarily 

negligible，…－．”（同 p.105）と書いたように，樹幹流下量を遮断量の補正
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値と考えることから樹幹流下量を差ヲ＇＂、たものにも，差ヲ ｜かないものにも同

ーの語を用いることが生ずるのである。しかし，その量は必ずしも無視可能

の徴少量であるとはいってしまえないものがある。水文量研究の分野では，

流域漏水にも同様の問題がある。水収支という考え方を徹底させる〈これが

1つの森林水文の将来の方向ではないかとし、う気がするのであるが〉ために

は，これらの語の用い方に対していま少しきびしい考え方をとるようにしな

ければなるまい。

一方，この時代に諸戸北郎は，明治42年からヨーロ ッパに留学し， 明治45

年 (1912年〉に帰国して農科大学で林学第四講座担任の教授となり，大正4

年（1915年〉には理水および砂防工学の量水編24〕をあらわしている。森林水

文学と砂防工学とのかかわりあいを考えるとき，諸戸がこの量水編を砂防の

本論よりも 1年前に出したことは，何か示唆するもののように思われてくる。

その各章の題目はつぎのとおりである。「1.降水量の測定および計算，2.わが

国における降水量の分布， 3.降水の径路， 4.水の運動法則， 5.測流法， 6.流

量算定法」。

大正末期から昭和初期

諸戸はその後（大正12年ごろからL 愛知演習林内の森林量水試験地設置

および試験の実施について指導する。愛知演習林の量水（すなわち流量観

測〉の初期に相当する時期に，ア メリ カのワゴンホ イールギャップの量水試

験の成果報告13）が出され， これはただちに平田（徳〕によってわが国に紹介さ

れた25）。前に記した平田の英文報告14〕はその翌年 (1929年〉に成っている。

森林測候所の数は大正末期から阻和にかけて，行財政整理によってしだい

に減少している。出水予報については，JII口の記述を引用すれば，「森林測候

所中期後は筑後川・ 千代川 ・川内川・ 江の川などで，上流域の雨量を加味し

た下流水位の推測に成功して出水警戒報を実施した」。勝谷が千代川 （鳥取

県〉の出水警報に関して作成した式は，6時間前の智頭の雨量を R(mm)

とし， 6時間前の行徳の水位を L (cm）とするとき，6時間後の行徳の水位

H (cm）は，

H=4. 470 R+5. 213+L 

であった27）。ただしこの式は，発表論文中の種々の場合の多くの式のなかの



野口：森林影響研究の歩み 9 

lつに過ぎなし、。

愛知演習林における流量測定結果については，桜井荘三がまず年流出量28)

について報告した。この報告ではとくに消失量がほぼ一定値になることを確

認している。つぎに月流出量却について，さらに雨量階級別の流出量刊につ

いて個々に報告し，後にこれらの内容とさらに日流出量の標準偏差などの考

察を加えてとりまとめたもの却を発表した。この報告は計算結果を性急に森

林の影響と結びつけて解釈したりせず，きわめて着実な統計解析を行なって

いることに 1つの注目すべき特徴がある。また流域の説明資料に航空写真を

用いたもので，このことは当時としてはきわめて先駆的なものであった。

1929年には盛岡高農（現岩手大学農学部の前身〉の御明神演習林に森林治

水試験地が設けられた32〕。

一方，田中（茂） 33）によれば，「間和8年から11年ころにかけて，岡山県

南部の溜池の渇水現象が森林の繁茂によるかよらないかについて，岡山県山

林課の技師山本徳三郎氏と林業試験場の平田徳太郎博士との聞にはげしい論

議がたたかわされ，当時，森林の水源福養機能をめぐる論争として著名なも

のであった」という。これを学術上の論争としてみれないことはないが，一

方において政治問題がからんでいたことも見逃せなし、。ここではそれらのこ

とについてはこれ以上はふれなL、。昭和8年の平田の『森林と水源掴養』34)

という講義録（プリンけを読むと，これは当時において入手可能の試験流

域のデータ（エメンタール，太田，ワゴンホイ ールギャップなど〉や土壌関

係資料を用いた一種の森林水文学テキストともいうべきものであョたとして

よいのではなかろうか。エメンタ ーJレの量水試験の報告11〕のなかで、エングラ

ーは Ben~tzu ngswiderstand と L、う概念を用いて説明している。平田はこれ

（エングラーの説明〉を訳出した上で， さらに湿潤抵抗という語の指標とし

て，「河水がわずかに上昇するまで、降った雨量をもってこれをあらわす」こ

とを提案している34〕。 このような指標ないしこの語の術語としての価値は，

なお今後の研究者間で再検討を加えられてもよいのではないかと思われる。

平田は戦後になって，「土壌水文学」に関する C.R.Hurshの考えを紹介3め

したりするのであるが， 『森林と水源福養』においてすでに土壌の水文学的

事項にかなり触れているのである。
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第2期森林治水事業以後の理水試験地

第2期森林治水事業は阻和12年からはじまり，第 1期治水事業時代の森林

治水試験関係業務を引継ぐ試験地（水位観測所ないし雨量観測所を含むもの〉

が各所にあったが，その詳細36）はここでは省略する。それらのうち今日，森

林理水試験地といわれるに至ったものの起こりについて川口の記述37）の一部

を引用すれば，「……山林局でも森林の水源油養機能の究明を必要とし，大

阪営林局により竜のロ山（高島〉水源描養試験地，東京営林局により宝川水

源描養試験地が設置されてからは，場局共同試験として林業試験場もこの方

面の研究に関与することとなった。また東北地方スギ林と流出量の関係解析

のため，釜淵試験地に2個の試験集水区を設けて問和14年から，北海道庁も

上川村に上川治水試験地（後の北海道支場上川試験地〉を設けて同14年から

量水試験を開始した…・ー」。上記の試験地の成果報告は多数に及び，その全部

について簡単なレヴュ ーを行なうことはとうていできなし、。以下には，筆者

が興味をもっていた流出の一様性の問題だけを振り返ってみることにする。

流出の一様性の問題

流出の一様性の指標として 日流出量の標準偏差を用いる考え方を辿ってゆ

くと，桜井の研究までさかのぼる。桜井 (1937年）38）は東大愛知演習林の 4

流域のデータ〈観測の初期約7ヵ年分〉を分析し，年流出量，月流出量， 日

流出量の標準偏差を求めて検討した。その結果，日流出量の標準偏差は，「林

相のよい 2つの流域の方が林相の悪い 2流域におけるよりも小 さかったJ,

そうして「年あるいは月のような比較的長い期聞を単位としてはあまり明瞭

でなかった森林の流量調節作用が， 1日という短い期聞を単位にとることに

よって，やや明らかとなった」と述べている。

つぎに荻原 ・山本 (1944年）39〕は竜の口山水源掴養試験 （現在，竜の口山

森林理水試験〉の第2回報告において，流出の一様性をあらわすのに上記の

考えをさらに発展させた。すなわち，原文より引用すれば， 「期聞を 1年と

し，この間の平均流出量に対する各日の流出量の差dを求め，その2乗の和

を nで除して平方に聞いた値 δrをもって，水源詣養機能を表わす標準とし

た。すなわち，統計学における標準偏差 Sr＝〆u写同を準用したもので
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ある。しかしてこの Srを流出量撒布度とよぶことにするんただしこの 場

合， まえがきによれば，水源詔養機能という辞に流出量調節機能の意味を含

ませるとしている。また，「つぎに両谷（北谷と南谷という 2つの流域〉の

平均降水量および平均流出量が微少ではあるが異なっていることに留意すれ

ば，統計学でし、う関係的撒布度 V=S/A（ただしSは標準偏差， Aは平均

値〕で比較したほ うがし、っそう合理的と思われる」と し，さらにまた降水量

の差の影響を消去する一法として，降水量の撒布度をもって流出量の撒布度

を除したイ直 Sr/Spを用いている。

竜の口山水源緬養試験第3回報告において， 中野・大滝 (1950年）40）は，

流出量の一様性をあらわすのに前記の撒布度 Srや統計学でいう変異係数

V=Sr/Rm (Rmは日流出量の平均値〉をも用いたが，さらに Lloydの一

様性指標 CL数〉というものを竜の口山に適用して，やはり南谷のほうが流

出の一様性が高いことを検証した口なおこの際，中野らは変異係数Vまたは

〔L数〉によってみる両谷の一様性に有意の差があるかどうかということを

tテストによって検定し，いずれも95%水準で有意であるが，仮定に問題が

あるとしている。

・上記の研究に引続いて野口 (1951年）41)1:t.東大愛知演習林の観測資料を用

い，やはり日流出量の標準偏差 Srをも流出の一様性として検討してみたが，

さらに日降水量の標準偏差を Sp，日流出量の平均値を Arとするとき Sr/'

(Sp・ Ar）という統計量を用いて 4流域の流出の一様性を比較した（原文の

表現によれば「流量調節作用比較の標準」とした〉。1930～1949年の20年間の

各年についてこの指標を用いたとき， 4流域 A,B,C,Dの流量調節作用の

順位を年ごとに求め， 20年間のうち大部分の年がA,B,C,Dの順序になる

ことを確かめた。上述のような式をよぶよび方（名称〉を何としたらよいか

とい うことは， じつにむずかしい問題であって， 筆者（野口〉はその名称を

「流量調節作用表示式」とよぶことにはおおいに鴎躍し，後にこれらの計算

結果をまとめて再考したとき (1962年）42）には表示式とし、う語を用いていな

いが，最初の発表 (1951年）41〕の表題には「流量調節作用表示式」という語

を用いてしまった。この語に代わる，もっと妥当な語がないかということは

今でも考えている。白井ら (1954年）43）がこれらの式を再検討し，さらに日

流出量の変化係数と日降水量の変化係数との比 Vr/Vρとも比較して考察し
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たときもこの名称が用いられた。因子の組合せからいっても白井らの報告で

この系統で考えられるものがいちおう出つくした。

一方，中野（秀〉は以前から上記のような標準偏差系統以外の指標をも考

えていたと推測される。そうして最近，林業試験場上川森林理水試験地の北

谷，釜淵森林理水試験地の 2号沢，宝川森林理水試験地の初沢，竜の口山森

林理水試験地の南谷および北谷，およびアメリカのワゴンホイーノレギャップ

森林理水試験地のB流域のつごう 6流域から得られた，それぞれ18,26, 24, 

28, 28, 16年間にわたる水文資料に基づき，森林伐採および伐採跡地の植被

変化が流出に及ぼす影響が中野によって論じられた。この研究において，中

野は流出の一様性の指標として別系統の新しいものを考え出した。すなわち，

「1水年聞の全部の日流出量を大きさの順に配列しなおし，その小さいほう

からそれぞれ50日分，85日分， 90日分， 140日または141日分の合計流出量を

渇水流出量，低水流出量，平水流出量， 豊水流出量とした。これらは河川調

査で定義される渇水量，低水量，平水量，豊水量の各間隔日数を 2分割して

得られるもので，河川の年間流況を示すに便で，これらの解析は森林が年間

流況すなわち全体的流出状況ゃある種の高水流量 ・低水流量 ・平常水量に及

ぼす影響の目安をうるために採用された45）。

この研究の結果，年間流出の一様性について，中野はつぎのように述べて

いるO 「年流出量に占める豊水流出量，平水流出量，低水流出量，渇水流出

量の割合のあり方で，年間流出の一様性をあらわすと，皆伐あるいはほとん

ど皆伐に近い伐採が完了したとき，多くの流域では豊水流出量の割合が小さ

くなり，低水流出量，渇水流出量の割合が大きくなって，この意味で一様性

は向上した。これと同様の傾向は Fernow の試験の結果でも認められてお

り，このような一様性は伐採で向上するとしてよいかもしれない。－－－なお

日流出量の年流出量のなかにおける分散程度で表わす一様性は，皆伐後低下

するとしてよいようである。

わが国における以上のような諸研究からいえることは，流出の一様性とい

うものでさえ，用いる指標によって 2つの相を呈するということである。水

源福養機能というものを，便宜上流出の一様性と考えることもあったのであ

るが， 実際には，水源油養機能という語はも っと複雑な内容を含蓄している

のかも知れなし、。人が日常よく使う言葉を，自然科学の言葉に置き換えるの
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にはいろいろな配慮と注釈が必要のよ うに思われる。そしてそのことは術語

の意味規定を慎重に，適正かつ厳正に行なうことにもつながって行く 。

おわりに

以上みてきたと ころは，主にわが国の森林影響研究の歩みのなかの，ごく

限られた一部分で，このほかにピーク流量，浸透，遮断量，消失量，風， 地

温，流出土砂量など，振り返ってみるべき項目はたくさんある。戦後につい

ては外国の研究のわが国への影響のあととか，または他分野の研究の影響な

どを探ってみるのも面白いにちがし、ないと思う。 しかし本稿はいちおうこの

へんで、筆を止めておく。多くの資料に当たった上でなければ結論めいたこと

をい うのは危険である。しかし，はじめに述べたことと相通ずるが，つぎの

ことを述べて結びとしたい。

「直接に森林影響論の立場ではうまく行かないことを表わしているデータ

をもってしても，必ずし も森林の影響という ことに捉われない立場を築いて

行くことによって，森林水文学の道は聞けるに違いない」。

【注】

( i ) キトリッジの森林水文学の位置づけ1〕

The important phase of forest influences concerned with water・・・・・・,might 

appropriately be called “forest hydrology.” 
(ii) ヒューレットの森林水文学の定義2)

Forest hydrology is a branch of hydrology that deals with the effects of 

forests and associated wildland vegetation on water cycle,・・・ 

（泌）文献のにおける森林影響の定義
All the modifying effects of forest cover on the environment, particulary 

on water supplies, soil and micro-climates. 
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