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西ドイツの森林水文試験地見学

近嵐弘栄

はじめに

森林水文の研究は，現地試験をする場合，それが林分を対象とする場合であって

も，また流域を対象とする場合であっても，大抵は試験地が人里離れた山の中の不便

な場所にあり，重量物の搬入が困難であるとか，交流電源がとれないとか，また定期

的な観測と，器械の保守がたいへんであるなど，さまざまな陸路があり，研究の歴史

は，そう した隆路の上に立つ苦難の連続て、あり，現在もその事情は変わっていないよ

うに思われる。

私it.，現在，森林水文研究の現場を担当しながら，研究に用いる器械や，研究の方

法など，いろいろ考えあぐねる ことが多いのであるが，水文学研究の他の分野の見学

をしたり，断片的にではあるが，諸外国の森林水文研究のことなど耳にするうち，私

も，ぜひ一度，外国の試験地，なかでも測定器械についてのパイオニアといわれるド

イツの試験地を見たいものと思っていた。

幸い，昭和50年10月中旬に，西ドイツ，ゲッチンゲン（Gottingen）大学，ならびに

ニーダーザクセン（NiederSachsen）州，ヘッセン（Hessen）州の代表的な森林水文

試験地を見学する機会があり，短い時間ではあったが西 ドイツの森林水文研究の現状

を垣間見ることができたので，なにかのご参考になればと思い，ご紹介するしだいで

ある。

1. ハルツ （Oberhartz）試験地

ハルツ，試験地については，昭和50年12月初め，東京で、開催された I.A.H.Sの国

際シンポジュームの特別講演で，西ドイツの リプシャー氏 （H.J.Liebscher）が紹介さ
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れたので，ご関係の方々はご記憶のこと と恩われるが，この試験地は，西ドイツの森

林流域試験地ではもっとも古いものとのことである。

試験の開始は1948年であるから，第二次大戦の終了後から数年で，戦争の混乱がま

だ治まっていないころと考えられるし，また後述のように， この試験の開始そのもの

が戦争とは切離して考えられない因縁によっている。

西ドイツは，平地林が多いせいか，森林水文の研究で流域試験が始まったのが，比

較的遅く，後述のエノレスタ ーバッハにしてもクロフ ドルフにしても，その歴史は10年

未満であって， この点スイスのエンメンタ ール（Emmental）試験地の設置が1899年，

アメリカのカウィ ータ （Coweet）試験地が1933年， 日本の茨城県太田試験地が1906年，

などに比べてもかなり新しいものである。

その反面，私の見た感じでは，観測設備や器具などは，諸外国の経験や，自己の独

創を生かして，きわめて合理的に（乍られているように思われた。

試験流域は，ゲッチンゲンの北方約60kmのノ、ルツ 自然、公園の中にあり， 海抜500～
700m，ハノ ーパー （Hannover），プレーメン（Bremen）などを経て，北海に注ぐウ

エーザー （Weser)JI＼の水源地となっている。最高峰のハルツ山は標高l,142mで，東

ドイツとの国境となっており，東ドイツ側はおおむねエノレベ（Elbe）川の流域となっ

ている。

最初に試験地の設置に着手したのは，ゲッチンゲン大学の造林学の教授で、あったヴ

ィーデマン教授（E.Wiedemann）であるが，現地を案内してくださったのは，そのあ

とを次いで試験を続けられたワーゲンホッフ博士（Dr.A. Wagenhoff）であった。

写真 1 試験地のヒ ュッテ
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写真 2 ランゲプラムカ流域のトウヒ林

ゲッチンゲンから国道を北へ， 牧場やビー ト畑の続くゆるやかな丘陵地帯を走っ

て， 1時間半くらいで林道に入り，約20分， 周囲はドイ ツト ウヒ （Fichte）の見事な

一斉林で，この中に4つの試験流域が設けられている。

試験流域は連邦有林であるが，その入ロに10坪くらいの古風なヒュッテがあり，こ

こが，この試験地の基地になっているとのことで， この中に研究用具と生活用具いっ

さいが準備されていた。

中部 ドイ ツの10月中旬は東京の12月はじめく らいの気候で， かなり寒く， ヒュ ッテ

の中で，手作りとみられる古風なマントルピースの火に緩まりながら，ワーゲンホッ

フ博士から説明を聞いたが， そばでは当日いっしょ にみえられた夫人が編物をしてお

られるなど，その雰囲気には，長年にわたる研究と生活との強い結びつきのようなも

のが感じられた。

4つの試験流域の面積等は次のようになっている。

No. l ディッケブラムカ（DickeBramke) 32 ha 標高 518～668m 

No.2 ステーレプラムカ（Steil芭 Bramke) 38 ha /1 515～668m 

No.3 ランゲブラムカ（LangeBramke) 76 ha /1 540～693m 

No.4 ウインタータル（Wintertal) 77 ha /1 520～740m 

1948年に設けられた試験流域は No.3とNo.4で，特に No.3は，戦前は94%まで

が森林であったものを， 第二次大戦中，イギ リス軍が占領し，木材を伐採してイギリ

スへ持ち帰ったため，無林状態となり，いちじるしく 荒廃していた とのことである。

このハルツ山地の年降水量は700～l,700mmとかなり幅があり，平均l,300阻 で，西
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ドイツではもっとも雨の多い地域に属するとのことである。

西ドイツは，森林面積率が30%程度で，雨量も少ないため，水資源は貴重であり，

このハルツ山地は重要な水源地帯であるので，戦時中イギリス軍の占領により，荒廃

した森林をどのように復旧し，またそのこ とが水の面からみて， どのような影響があ

るかということが問題とされ，試験地設定の当初の手法は，有林地と無林地の比較試J

験がまずとりあげられたとのことである。

流域試験により比較をする場合は，気候，地形，標高，土壌などの諸条件が似通っ

た流域を選び，当初の森林植生も同じような状態からスタ ー トする こと が望まれる

が，このハノレツの場合は，前述のような戦争による森林伐採の問題もあり，理想的な

条件の流域がとれず，当初からいきなり有林地と無林地との比較にはじまり，地形な

どもかなり異なっており，これらの問題点を補う意味もあって， 1951年に隣接地に森

林からなる 2つの試験流域を追加し， 4流域としたとのことである。

当初設置した，無林の No.3のランゲブラムカは，その後植林がすすめられ，現在

はドイツトウヒの一斉林となっている。私が主として見たのは，このランゲプラムカ

流域であるが， 20～25年の見事な森林が育っていた。 こうして， 当初の無林状態か

ら，森林の育成に伴う水の変化を研究する一方では，当初，有林であった No.2の流

域は途中で伐採し，有林状態から無林状態への移行による水の変化を研究したとのこ

とである。

次に観測l設備，器具などであるが，JI闘を追って書いてみる。

( l) 降水量観測

【トータライザー】

4流域で31個のトータライザーを設置して，毎月 1回，月末に観測する。このト ー

タライザーは，この研究のために特別に開発されたもので独特の形をしており，受雨

口面積は西ドイツ独特のもので 2oocがあり，容量 26£, 1,300阻まで測定できるので

1ヵ月ごとの観測に十分間に合う容量となっている。夏季には蒸発を防ぐため，石油

を入れて表面に層を作り， 冬季には凍結防止のため塩化カルシューム （CaCl2）を入

れている。

【へノレマン（Hellman）氏式雨量計】

4流域に4個のへノレマン氏式雨量計をおき毎週2回読みとる。へんマン氏式雨量計

は受雨口が200四 2で，西ドイツの気象観測では一般的に用いられているものである。

【暖房式の降雨量測定器】

トータライザー，へんマン氏式雨量計のほかに， 2ヵ所の暖房式の自記の降雨量測

定器をおき冬季における雪の観測を併せて行なっている。

暖房はプロパンカ’スを用いており， 11月はじめから，気温が5°C以下に下がると点



写真 3 トータライザー

火し 0°Cに近くなるとバーナーに着火

し， 器械全体を緩めるようにでき てい

る。ボンベは2本おいてあり，一方がZき

になると自動的に他のボンべからガスが

送られる ようになっている。

自記式の器械を用いたのは，一定時間

における雨の集中度を知るためで，雪量

測定についても誤差が多く，正式なデー

タとしては用いない，基本的には， トー

タライザーと， ヘルマン氏式雨量計に頼

っている。

ここで用いられる トータラ イザー，暖

房式降雨量測定器は，特殊なもので，こ

のゲッチンゲン大学の研究室で開発され

写真 5 暖房式の降雨量測定器→

（別にプロパンガスのボンベが置いてある〕
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写真 4 へルマン氏式雨量計
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すこものである とのことである。

ヒュッテのすぐ裏側が雨量の観測露場になっており，前述した3種類の測器がおい

てあったが， トータライザーは受雨口が 2mの高さに据えつけられ，雨水の貯留タン

クの下に施錠されたコックがあって， 下から水をとり 出して水量を測定できるように

してあった。

施錠の理由はいうまでもな く，子供やハイカーのいたずらを防ぐためとのことで，

このへんは洋の東西を間わず同じような事情にあるらしい。

へんマン氏式も暖房式も，受雨口の高さは雪を意識していずれも1.2～l.5m程度と

高くしてある。

ワーゲンホッ フ博士は，これらの禄械によって長期観測を続けた結果，降雨量の観

測にはどうしても観測誤差が生じもっともむずかしい問題であるとのことで，誤差

は 4%程度であろうとの意見であった。

気温，湿度などは，わが国と同じように百葉箱をおき観測をしていた。

(2) 流量観測

次に流量観測のほうであるが， これは各流域の出口に，わが国などと同じようにコ

ンク リートの堰があり， Vノッチが用いられていたが，地形がゆるやかで，渓床勾配

がゆるいため，流入口から沈砂池，水路，ノッチを経て，流量検定槽に至る量水設備

がかなり長く作られ，途中に幾段もの消波板をおき，きわめて慎重に作られているよ

うにみられた。

写真 6 ランゲプラムカの流量測定緩
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水位記録は，オ ットー（Ott）の 7日巻の比較的簡易な自記計が用いられている。

自記紙をみせてもらったところでは，雨量が少なし集中的な降雨もあまりないた

めか，わが国の試験地に比べれば，観測はかなり楽なのではないかと考えられた。

観測には，大学の職員が，雨量や気温なども含めて，週 2回見まわるほか，月末に

は必ずやってくる ことにしているとのことである。

なお，冬期の lmをこえる大雪の ときは， 3日間観測員から連絡がないと きは，な

んらかの Accidentがあったものとみなし，救出体詰ljをとる ことにしているが，かつa

てそうしたことはなかったとのことである。

森林水文試験に限らず，こうした長期的な観測が必要な研究，あるいは調査につい

ては，この観測員の処遇をめぐって，最近では特にいろいろな問題が生じてくるので

あるが，私はそうした商についても大学あるいは州有林の試験地でかなりくりかえし

て聞いてみたが，国民性が異なるのか，職員の意識が異なるのか，そうした問題はな

いとし、う答がはね返ってきた。

このハノレツ試験地は観測開始から22年間にわたり西ドイ ツの森林水文研究の推進役

を果たしてきたが，1970年に到り，たいへん残念な事態が発生し，試験地が破嬢され

た。

このハノレツの山地は前述のごとく ，西 ドイツでは貴重な水源地帯であるため，いく

つものダムが設けられていて，そこからトンネノレ導水路を通って水が諸方面に送られ

ている。

この試験地の下を通るト ンネルは標高305～340mであり，地表面は最低でも500m,.

最高670mもあるので，このトンネルによる影響はないものと予測していた。

ところが， 1970年 5月にトンネルが完成すると，その 4週間後には所によっては川

流 域 名

テ、イッケ ブラムカ

No. 1 

ステーレプラムカ
No. 2 

ランゲプラムカ
No. 3 

ウィンタ ータノレ
No. 4 

32 

38 

76 

77 

第 1表 ハノレツ試験地の観測資料

針広別等 I 降水量Wm') I流出量wm2lI流出率 的）

I I l生長！休止l年間生長（休止i年間性長！休止年間
針 l広 l無林；期 ｜期 ｜計 l期 ｜期 i計 ｜期同 i計

100, 
I I I I ! I I I 

5391 69511, 23引2011520: 721137. 3174. 858. 4 

100 54α69211, 2321 2331 5721 805:43. 2:82. 7.65. 3 

3 山川50il,22111601 5 94134. 0171. 2156. 8 

98! 21 471! 78211 253 1531 610' 763 32. 5178.α60.!f 
I I I I ・ I I I I I 

（注） No.l, No.2は1952-1965年。 No.3,No.41ま1949～1953年。

生長期は 5～9月。休止期は10～4月。

気温は生長期12.2。C，休止期l.3'C，年平均5.B'C。
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底が乾きはじめ，さらに1.5凶も離れたところでも同様の現象が生じるなどで，森林

と流出との関係についての観測が意味をなさなくなった。

ハルツの試験地は，当初もくろんだ森林の影響についての研究には使えなくなった

が，流量観測はなお続けられており，また，水温の研究，土壌水分の研究などのため

の試験地として現在活用されている。

2. ゾーリング （Soiling）試験地

ゾーリング試験地は，国際生物学事業 (I.B.P）の一分担として， 1966～1967年

ごろにはじめられたもので，ゲッチンゲンの北西約50kmのゾーリング連邦有林の中に

設けられている。

I. B. Pについては， わが国で司も研究に参画しており，水俣（照葉樹林）， 志賀山

（亜高山針葉樹林）などで調査がなされているが， この ゾー リング試験地は， ドイツ

中央山岳地帯の生産性を調べることが一つの目的とされている。

測定されているのは，

エネノレギー収支

風力，風向，気温，湿度，大湯エネルギーなど

水収支

降水量，遮断量，樹幹流下量，浸透量，蒸発散など

養分収支

動慌物学的測定

などである。

この試験地は，プロ ジェクト としては， 2年ほど前に一応， 当初の予定を終了して

いるが，その後も，なお個々の問題については，研究を続けているとのことである。

現地は，ゲッチンゲンから北へ約 1時間の距離にあり，ゲッチンゲン大学森林土壌

学科の，パウエ ・ベネ ック ｜宇土（Dr.Paue, Benecke）が，冷い震の降る中を案内をし

てくださっf.::.o

I. B. Pの研究には，ゲッチンゲン大学のほか，ハノ ーパー（Hanover）や ミンデン

(Minde口）の大学などから30人くらいの学者が参加していたとの ことであり， おのお

の専門別に分担をした。

ゾーリング試験地は，ハルツと異なり， ＇fZ地林で，林分としての研究であり，流域

試験地ではない。

年降水量は1,000～1,100皿， 年平均気温6°C，海抜高は500mである。

調査地は，ブナ林とトウヒ林があり ，水の面からみて，一般にトウ ヒ林はブナ林に

比べ，森林生産に用いる水の量が多いと考えられているが，水需要が増大していると

きに トウヒを植えて水を多く 消費するのは問題ではないかというのが研究のポイント



近嵐 ー西ドイツの森林水文説験地見学 45 

となっている。

プナの調査地は lhaあり，周辺に鹿よけの高い金網が張られている。ト ウヒ林も数

百mの距離で近接しており， 面積は同じく lhaであり，調査内容もほぼ同様である。

日本ではブナ林というと 1本 1本が形の異なる，曲がった樹林を想像するが，この

ブナ林は針葉樹と見違えるよ うな，通直な見事な森林である。

試験林の中で観測されている水収支関係のものは次にあげるものである。

( 1 ) 林外雨量

森林の内外では雨量に相異があるのは当然であるが，林外雨量はブナ林では高さ約

30mの観測鉄塔を設け，林冠上で観測を行なっていた。

この鉄塔は，われわれがよくビ、ノレの建築現場で足場に用いられているのをみかける

ような，鋼管を用いて組み立てられたもので，マンネスマン（Mannesman）という

設計会社が設計したとのことで， 50m／秒の風速に耐えうるように作られていて，高

さも自由に調節て、き，頂上まで梯子を伝って人が昇れるようになっている。

林外雨量のほかに，風向，風速， 気温，湿度，日射量などの測定にも用いられてい

る。

写真 7 ブナ林内の気象観測塔 写真 S 貯留式自記雨量計
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写真 9 林内の樋型雨量型

〔2) 林内雨量

林内雨量は樋型雨量計が用いられている。この樋型は， V字型のi認樋Jこ似た特殊な

形のもので，地表から 2m程度のと ころに設けられ，計量方法！t貯留式のタンクと積

算自記水位計によっている。

林内雨量の測定は， この樋型雨量計のほかに林床にも小型のプラスチック製の直径

1ocm程の雨量計が多数設置されており，これらの観測値を総合して林内雨量を測定し

ている。

( 3) 樹幹流下量

樹幹流下量は，シリコンゴム製のU字溝を樹幹にスパイラノレに巻きつけ， 樋型雨量

計同様に積算自記水位計で記録する。なお，樹幹流下量はブナ林だけで測定されて

おり， トウヒ林は観測していない。その理由は， トウヒ林は校が垂れていて樹幹流下

が生じないからであるとのことであった。

( 4) 土壌水分測定

この試験地は山とはL、いながら，ほとんど平地に近いところなので，横方向の流れ

は考えず，上下関係だけを考えればよいので，土壌水分の測定はそういう意味では単

純である。

測定の器械は， ここではテンシ ョンメータ ーと中｜生子水分計が用いられている。

テンションメ ーターで深さ 2mくらいまでの土嬢水分の変化を把握し，さらにそれ
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より深い 5m程度までは中性子水分計によっている。

テンションメーターの測定深度は，地表から2QC皿， 40佃， socm, 120じ皿，180c皿の 5

段階で，テンションメーターの地中長さが変えてあり， 5本で1組として埋設されて

し、る。

ブナ試験林とトウヒの試験林で合せて800本くらいおいてあるとのことである。

観測は週2～3回で，観測l員が直読する。

ゾーリング試験地は冬季の気温が低いのでテンションメーターに電熱線が入ってい

て，凍結を防止するように作られている。これらの器具は大学で自家製造されている

とのことである。

中性子水分計はふつうのテンションメ｛ターでは測定が困難な 2～5mまでの深さ

を測定することができる。放射性物質は，アメリシュウムーベリリウム（241Am-Be)

で当初は100ミリキューリーであったが，現在はポータフノレの改良型が出ており， 500

ミリキューリーのものが用いられている。

測定孔には必要に応じ鉄パイプが打ちこまれ，その中に線源を入れることになって

いる。

中性子を使って土壊水分を測るものには，このほかにも，固定式で，セシウム (137

Cs）の200ミリキューリーの線源で自動記録装置のついたものがあり， これは深さ 2

mまで測定できるようにしているとのことであるが，私がみた時は装置は停止されて

いた。

中性子土壌水分計は，わが日本では，いわゆる放射能に対するアレルギーのような

感情が強く，現在はあまり用いられていないが，西ドイツだけでなく，ヨ ーロッパ，

アメ リカでは，ごく当然、の一般化された測定法で‘あり，この点はわれわれのほうも再

検討してみる必要があると思われた。

ゾーリング試験地では，土壌水分の測定にテンションメーターと中性子水分計とい

う2種類のものを使っているが，やはり信煩度からみて，主体はあくまでテンション

メーターであるとのことであった。

また，土壌水分の測定は，蒸発散の測定につながるという意味で，きわめ重要視さ

れている。すなわち，パウェ ・ベネック博士の説明によると， 蒸発には次の 3種類の

ものを含めており，

遮断（Interception) l 

蒸発（Evaporation) ｝を合せて Verdunstung

蒸散（Transpiration)J 

と定義しており，この三つは相互に入り組んでいておのおのを測定することはむずか

しい。

したがって，タワ ーを用いるエネルギー収支法による測定もさることながら，林外
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雨量と林床雨量ならびに土壌中の水分変

化を的確に把握で、きれば， ここは平地林

で垂直方向の水の動きを抱えればよいの

で，蒸発散などによる水の損失量は測定

できると考えているとのことであった。

この試験地の土壌断面は，試験地から

少し離れた所で、切取面を見せてもらった

が，ほぼ水平に層になった中世代の三畳

紀のものといわれる古い砂岩の上に数m

の土壌がのっており，研究には具合のよ

い条件が備わっていると考えられた。

( 5) ライシメーター（Lysimeter) 

私は，ライシメーターという言葉か

ら，われわれが現在扱っているようなコ

ンクリート等の箱に人工的に土壌を入れ

たものを想像しており，それに関連する
写真10 ライシメーターの一種

測定器械に強い関心をもっていたのであ

るが，ここで見せてもらったのは，数m2の仮小屋の中に設けられた一種の人工散水装

置であり， 9本のパイプで 1日当り 3mrn程度の雨量強度に相当するだけ給水をして，

自然の土壌中で水分の測定をするとのことで，われわれのほうでいう，浸透実験装置

と， 土壌水分測定装置を合せたようなものであった。

後述するが，クロフドルフ試験地ではもっと小型の，プラスチック製の容器に土壌

を入れたものをラインノメーターと呼んでいたが，要するにかなり幅の広い概念として

用いられていることを再認識させられた。

(6) 中央記録装置

湿度，気温，光線測定，風速，地中混度の記録を31ヵ所について自動記録する，ジ

ーメンス社製の中央記録装置が空調された建物の中に置かれ，ここでとられた記録は

コンビュータで処理される。 I.B Pとしては5年間の記録がとられている。

3. クロフドルフ （Krofdorf〕試験地

この試験地は，後述のエノレステノレノミッハ（Elsterbach）試験地とともに， ヘッセン

(Hessen）州立の森林研究所に属している。

この研究所，ゲッチンゲンの南西34kmのハン・ミュンデン（Hann• Munden）にあ
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り，西ドイツ連邦の州立の研究所で森林水文学の研究部門を持っているのはここだけ

で？あるとのことである。

所長のゲノレトナー（Eberhard.Gartner）氏は，以前 FA.Oにも勤務された方で、あ

るが，森林水文学の研究の現況について，概要を説明してくれた。

研究の内容は，

① 森林が水収支にどのような影響を与えるか

② 水収支に人聞がどのような影響を与えうるか

ということである。

ヘッセン外｜では，森林面積率が約40%であり，利用できる河川水等の50%は森林か

ら出てくると考えられているが，この水利用を森林との関係でもっとも合理的にすす

めることが研究の目的とされている。この地域はかなり雪が降るので，雪と森林の関

係についてもかなり大規模な調査がすすめられている。

研究所の義務は，実際の山林家や3 行政当局に対して意志決定の基盤を用意するこ

とである。

例えば，こ こに壊止め湖を作って水を得るか，森林を伐採するかというような決定

をせまられたときに，研究成果によって当事者が判断するための条件を与えることが

できる。したがって，大学の研究のように厳密な答でなくともよく，行政的に必要と

する答でよいと考えているとのことであった。

研究推進上の基本的な考え方はおよそこのようなものであるが，われわれにも示唆

に富むものである。

クロフドルフ試験地は， フランクフルト（Frankfiirt）の北方約 60kmのギーセン

(G児島n）のさらに北西方4kmの州有林の中にあり， 1971年に試験が開始されている。

試験地は，

Ai 10 ha B, 11 ha 

A2 20 ha B2 13 ha 

の4流域で、合計54haで、ある。

ブナ100～120年生が主体で，ほぼ100未満の緩傾斜の森林である。

標高は230～340mで、年平均気温8。C，年間降水量も600mm程度できわめて少ない。

現地は直接の責任者であるブレヒテル博士（Dr.Horst, M. Brechtel〕が案内と説明

をしてくれた。

当日はたまたま西ドイツの水文観測j器械の研究会がこの地域で行なわれ，連邦内の

各地から参集した関係者が大型ノくスで訪れており， lその聞をぬうようにして見学をJL
たのであるが，時間のスケジューノレなど実に綿密， t正確で、感心させせられTこ，；

ここの量水堰は流域面積が比較的小さく，また雨も少ないので規模も小さ 心‘長、ず

れもVノッチ（例えばB，では45。）を使用しており，特別ながのはない。水位計は7



第2表 クロフドノレフ試験地の観測結果

積 ［ 針広別等 l降水量（I l流出量(I

(ha) 1 針 l 広 ｜ 計 ！詰長l詰止信問i詰長；詰止z問l毒長i詰止i~間
10 ：一＇.1001 1001 2611 2111 53到 301s1l 111l11. sl29. 9J20. 9 

：~ 2~ ~~i ~ ~~I ：~：I ：~： I ~~可 2:1 __ , --_,_ -＿，＿… ー

~ ~ I 1~： ；~1 ~；；1 ；；~1 ;;:1 ~~~ I ；~i ~~＼ 1;;1；；平；；｜；；；
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流域名
面

A

A

B

B
 

（注） A1, A2は1970年，Bi. B2は1971年。

生長期は 5～9月，休止期：主10～4月。

日巻でハノレツと同じであるc ただ，冬季は気温が下り，雪も多いので，堰の上流の水

槽は木製の菱がかけられるようになっている。

当然、のことながら，水収支：こ占める雪の比重が大きく雪が重点的に検討されている。

降水量の観測にはトータライザーが11個，へんマン氏式雨量計 1個と，ふつう雨量

計 l個がおかれている。

年間の流出率が20%程度といちじるしく少なし観測されたものは最大値で 302e/

sec. /!an', i{il水値で4.3t/sec. /J偲 2 と日本に比べれは， 高水量の少ないのが 目だって

写真11 エルステルパッ ハ試験流域

の流量測定堰

いる。

4つの試験流域の水収支の資料は例え

ば第2表のようなものである。

4. ヱルステルパγハ （Elsterbach)

試験地

この試験地は，ハン ・ミュンテ”ンの近

くにあり，現地案内は研究所のバラツ氏

(A. Balazs）がしてくれたが， 川、｜有林の

職員には，今でも特有な形をした制服が

用いられ，カーキ色のオーバーに星のつ

いた肩章がついており， ユニー クな飾り

のったし、帽子をかぶっていた。星の数も

位が上れば 2つ，3っと多くなるとのこ

とで‘軍制に似たようなと ころがあるよう

である。

試験流域の面積は397haで，1972年11

月に観測が開始された。



年度

1973 

1974 

1975 
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第3表 エルステルパッハ試験地の観測l結果

降水量 （mw.) ！ 流 出 量 Cm同 ｜ 流出率（%）

冬期間｜夏期間｜年計 ｜冬期間！夏期間！年計 ！冬期間l夏期間l年計

：~~l ：~~I ~~：i ~ ：~ I ~~： ：ガ ~：I ~ ~I ~： 
；；；｜；二i ；~；1 ；：~l ；~ 1 ；羽目 ；~I ：~ 

（注） 夏期間は5～10月， 冬期間は11～4月。

第 1図 林地の水収支測定模式図

As2 
As2 

標高は 220～468m，平均350m，流域の94%が森林で，森林は針葉樹と広葉樹が相

半ばする。

降水量の観測は，

トータライザー 7個
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ヘルマン氏式雨量計 3個

普通雨量計 3個

がおかれており， このほかに，降雨の化学分析用のト ータライザーがおかれている。

量水堰は120°と90。の二段式 Vノッチを用いており， クロフドルフと同様に，ノ T

チの上流の水槽には屋根がかけてあり，冬期の降雪時の凍結を防止している。

水位計はオット （Ott）社の自記計で 1ヵ月巻を使用していた。

観測された流量は最大 500t/sec./km＇，最低U/sec.／凶2であるが，これも日本の山

地流域に比べると，低水はほ；ま同じであるが，高水のほうがL、ちじるしく少ないこと

が目立っている。 この試験地の水収支の資料は例えば，第3表のようになっている。

試験流域の中に材、分水収支の試験地があり ，ここではゾーリング等とは多少異なっ

第2図 林地土壌からの蒸発散測定用小型ライシメ ーター

←一一一一一一一一一一16cm 

③ 

i遠藤

①7喜楽と腐植

②土壌（自然土）

③ フィJレター

④人工の保持容器

⑤貯水容器

⑥ p¥・cネット

⑦陶誕生~7 イ Jレター

③ 7イノレターつめ綿

③保持ネジ

⑬ふたのネジ
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た方式の水収支の研究がなされていた。

水収支の抱え方を概念的に示せば第 1図のようになる。

すなわち，

1. 林外雨量（N.)

2. 樹幹流下量（Ns)

3. 林内直達雨量と滴下量（NF+NT)

4. 樹根部土層への到達量（As1)

5. 地下水への到達量（As,)

6. 森林土壌からの蒸発 VBとすれば，

樹冠遮断量 (I）は，

(I)= (N）一（Ns+NF+NT）となり，

また，

(Ns十NF+NT)-As1=VBとなる。

これに地下水への到達量 As，の測定が加わって水収支が完結する。

個々の要素の測定方法は，ゾーリングなどとほぼ同様であるが，特徴のあるものは

4の As1の測定でそれを第2図のような小型ライシメ ーターによっている。

自然、土壌をそのままとり出してつめたもので，下のフィルターにはセラミックスを

使うと，水質の測定に支障があるので，プラスチッグ材料を用いている。

ここでは，土壌水分の測定は中性子水分計によっており，テンションメータ ーを用

いないが，その理由は，土性が適しないからとのことであった。

このような測器の配列により，ブナ，マツ，カシ， トウヒ，カラマツなどの林分に

ついての水収支の研究がすすめられていた。

あとがき

西ドイツ中部の 4ヵ所の森林水文試験地を見学したが，研究の方法に特に変わった

ものがあるという ことではなく，また観測器械も特に日本より進んでいるという こと

もないように思われた。

ただ，観測の体制が堅実で自記器械にたよりきるようなことはなく，あくまで入手

による確実なデータの採取に研究の基礎がおかれており，この点は彼国の立地条件な

どの問題も関係すると考えられるが， うらやましく感じられた。 このへんは，われわ

れも考えてみる必要があるように思われる。

最後に，この見学についてお世話になったゲッチンゲン大学のショ ーパ一博士（Dr.

R. Schober）と， 同博士にご紹介の労をとってくだされ，終始いろいろとご指導をく

だされた，松尾兎洋氏，ならびに森林科学調査会の各位に心からお礼を申し上げる。

（林業試験場，理水第2研究室長）
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