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水源地帯における水文現象の比較について （III)

積雪地方の伐採跡地と壮齢林地の場合

石 井正典

1 積雪への森林の影響

非積雪地方における林相の違いによる水文現象については，筆者がすでに解析して

いるので，ここでは積雪地方における森林の影響について述べる。

積雪への森林の影響ii. 樹冠の降雪の遮断，林内外の風速の変化，林内外の気温・

日射の変化が考えられる。

林内外の積雪の変化については多くの調査があるが，それらを総括すると下記のよ

うになる九 森林があると林内積雪は裸地より一般に減少し，融雪期には逆に融雪が

比較的永く残雪する。積雪増加期の林内外の積雪深の関係：i. 埋雪しない樹高になっ

た林冠の密なスギ壮齢林では20～50%林外より積雪深が少なく，落葉の広葉樹でほ

20%多くなる ことがある。結局， 林内外の積雪深は林冠の密度ー樹種等に左右されて

一定でないと言われている。

融雪期における林内の積雪減少度はスギ壮齢林では林外の50～70%しか減少せず，

落葉広葉樹では約80%であった。

林内ii，林外に比へて日射量が少なく ，気温は極端な変化はしなL、で，また，その較

差が小さレ。したがって， この影響は林内外の積雪の質iこ影響する。積雪初期の平均

密度の小さい間：工，林内の方が林外より小さく ，融雪期iこ入って密度が大となると，

逆に林外の方が林内より大となる傾向がうかがえる。つまり，林内の方が外気温および

日射に対する影響が緩慢で，密度変化が冬期を通して比較的少なレことを意味する。

以上のように，林内外の積雪 融雪の違いは観測されるが，これらの成果を山地流

域の流出に直接結びつけることは現段階では困難である。したがって，水文解析でそ

れらの傾向を総合的に把握する方法が考えられるが，本研究では，積雪地方の山地流

域を対象にした水文現象の解析を行うこ とにした。

山地流域で森林を伐採すると，流出量が増加すること ；工すでに知られているが，こ

の流出量の増加が，降水の遮断量の低下，蒸散量の低下等に起因することはチ忽でき

る。これらの水文現象がどの季節に，どの程度の影響を受けるか，についての解析は

極めて少ない。さらに，積雪地方の山地流域で森林を伐採すると， 上記の水文現象に
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加えて，融雪洪水が増加することは現象として認められているが，この融雪洪水に関

係する融雪係数の時期的変化について解析した結果は見受けられない。

筆者•＞は幼齢林地と壮齢林地とで， 水文現象がどの程度異なるかについてすでに報

告しているが， 幼齢林地の水文現象（特に，蒸発散量， 土療水分）は壮齢林地とかな

り異なってし、ることが分かった。

そこで，今回は壮齢林地と伐採跡地とでは水文現象がどの程度異なるかについて報

告するが，文献的では非積雪地方の研究成果があったので，本研究では積雪地方の山

地流域を対象に解析する。積雪地方の山地流域では蒸発散量，土療水分の水文現象の

変化に加えて積雪地方の特徴である積雪 融雪現象の変化が考え られる。

そこ で，今回は積雪地方に適用する水収支計算モデル21,31を用いて，主として，蒸

発散量， 土嬢水分および融雪係数の変化について検討した。

その結果，森林を伐採すると蒸発散量，土壊水分および融雪係数が大きく変化する

ことが認められたので，その成果について報告する。

2 研 究 方法

(1) 水収支計算モデル

積雪地方の山地流主主に適用する水収支計算モデルは石井ら引，31の方法を用いるが，

その概要は下記のとお りである。

日単位の水収支は

戸＝r+e,±LIG±LI凡1+LIS (1) 

である。ここで， p 流域平均日降水量 （mm／日）' T 日流出量 （mm／日）' e, 日蒸

発散量 （mm／日），なお，冬期で蒸散量が無視できる場合には日蒸発量であるoLIG 

重力水貯留量：の変化量（mm／日）， LIM：有効水分の変化量（mm／日） , LIS 積雪水

量の変化41(mm／日）である。

さらに， v,=r+LIGとおき，また，流主主全体の土療水分が飽和しなL、時点での戸I道

降水量および不飽和流出量を考慮 して， (1）式を（2）式のように変形する。

v，＝臼，.p+(1ーα，）ρ－e，平LIM平LIS (2) 

ここ で，v, 対応流出世 （mm／日）と呼ぶ。 臼＇.一次流出率で，これは河道降水率

と不飽和流出率の和である。なお．こ こでL、う飽和とは閥場容水最のことである。

本研究では降水のうちで降雨につレての補正は無視し，降雪についてのみ補正する

ことにしたが，降水が降雨になるか，降雪になるかは日平均気温が 0度以上で降雨，

それがO度未満て‘降雪になるものとした。

以上の仮定から流域の代表地点の日降水量 （以下，基地降水室と呼ぶ）PBと流域

日降水量（以下， 日降水量と呼ぶ）との関係は

p=pn (tmミ0) (3) 
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p=pn(I土日p), (Im< 0) (4) 

である。ここで， °＇P：降水量の補正係数，Im ＇.日平均気温 （℃）である。

(2) 慈発散モデル

無積雪期の蒸発散モデル：工下記のとおりであるo

e,=a ep, （λfミ＇；，M,) l:i) 

e,=a eP M/M。 （M<M,) (6) 

ここで， a 月別念発散比（a1～G12），与 蒸発散能 （mml,M 任意 11釘効水分量

(m m), M, 任意日臨界水分量（mm／臼）である。

なお，蒸発散量が（5）式になるか，（6）式になるか：:t. 任立自の有効水分量と臨

界水分量の関係によるが，この場合の M,::t

M,=p, a・ 今ー λ11, (M，壬刈 ） 17) 

である。ここで，β，臨界点定激， A今凶場容水H与イi効水分1J:(mm）である。

一方，冬期の蒸発 （散lモチノレii積雪水W:が存ゐしなL、条件卜でit.Iii:期の烹発散モ

デノレと同様であるが，それヵ、行｛正する時には積雪水量から子f: し •JI くことにした。

(3) 融当モデル

融雪モデル：:t下記のとおりである。

r,=c t, 181 

ここで• r, 日融雪量 （mm/II), c：融’与係数 （mm ℃，IIlであるが、融当・1系君主

l:t 冬期を 3 区分する。ここでの［？＜~分期｜首J 1 :ti 1～ 1 Jj (c1 I 2 3月 （ザ および 4

5月（c3Iとおいた。 t, 日平均イi効気温 l℃）である。

141 解析対象ifri'主主

対象流域：主林業試験場東北支；場ilJ形試験地釜淵 20i尺である。同流域；ニ対する 1942

1j'.の立木謝丘によると，スギ ヒノキ ~r の針葉樹の蓄積：工28.1 m3,haであり，フ

サ・ナラ才ーの広葉樹の蓄積；:t.33.2 m3 /haであって， この時点で；工針策樹と広葉樹の

諸積：こ：工大義がなく．また．林相：1壮齢ffであり林~..：の生長．ヱ~んであ っ たc

同流践で:J.1947年12月に針葉樹を侍伐，冬中に搬：uを完了. 1948年製炭 ￥，・が入り

t尺の中央に築窯，夏までに広葉樹を皆伐，製炭を完了したc この時をυ、て［n]i荒妓：I完

全に無立木地になったが， 1949午～1952年までは？干 21司 16JJ ,, , 下旬と 9月中 卜

旬）の後ノ主樹草の刈り取りがuわれた。また，1953年に：:t4 JJ ド旬～5JJと旬に l1uJ 

火入れか行われた。

筆者lますでに同流主主が壮齢林地であった1939年 5JJ～1944年11月の流集 水文資料

を用いて解析し， f司流主主の水立；現象の特t'Iーについて報告している1が．本研究ではこ



イ＇j下 水源地帯における水ιI且望的比較につレて（ IllI 33 

の成果と比較するために同流域が伐採跡地の状態を維持していた1948年4月～1953年

12月の気象 水文資料を用レた。

3. 解析結果

(1) 定数の解析結果について

本研究による未知定数は月別蒸発散比 α （a,～a,2), 」次m出率 α，，圃場枠水H年有効

水分量M，，臨界点定数βe，融雪係数 c(c，～c，）および降水位の補正係数%であり，

未知定数は計！9f回である。

同流域が壮齢林地であった1939年 snから1944年11JJの資料を用いて解析した結果

と比較するが，上記の19f悶の未知定数のうち， 一次流出ヰ、放び闘場容水時fr企1J水分量

は変化がなく前期I＜壮齢林地）とlii]l：と仮定した。 したがって，後期（伐採跡地）の

未知定数は17個である。

第 1表には前期と後期の未知定数の解析結果をぶしたが，後期の蒸発散1W.1l1TJ切に

第 1 ；表釜i~~l 2サ沢の未知l定数の解析結果

未知定数 壮齢林地 伐採跡地

a, 1.05 0.20 

a司 1. 15 0.20 

α：‘ 0.95 0.30 

a今 0.85 0.60 

a元 1.05 0.80 

a• 1.05 0.80 

a, 0.95 0.50 

a, 1.20 0. 70 

ag 1.35 0.80 

a,o 1.55 0. 75 

"" 1.65 0.40 

a,2 1.30 0.15 

α，（%l 16.0 16.0 

ん1,(mml 170 170 

fl, 0.20 0.30 

c, (mm/cl bl) 1.50 0.00 

C2 ，， 2.00 4. 75 

C3 ，， 2.50 5. 75 

αp(%) 30.0 27.0 
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第 1図 基地降水量と 2号沢降水量の比較（1948年11月～1953年10月）
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比べて著しく低下した。蒸発散比の月別変化をみると，壮齢林地では l～7月のそれ

は1.0前後で，それ以外は1.0以上であったが，伐係跡地で：主 4～10月のそれは0.5～

0.8であり，それ以外の月；J:0.4以下であった。臨界点定数！；！：前期の0.20に対 して後

期は0.30と大きくな った。前期の融雪係数 c，～＇＂はそれぞれ， 1.5,2.0, 2.5 m m／℃/E:l 

であったが，後期のそれらはそれぞれ，0.0,4. 75, 5. 75 m m／℃I Llと著しい変化がみ

られた。また， 降水量の補正係数は前期と後期でそれぞれ0.30 と 0 . 27 であり， l~•iJ明聞

には大差がなし。

以上のように，森林の伐採にともなって，流域の水文現象がかなり影響を受けるこ

とが分かったが， 前期と後期とでは気象条件が若寸ー異なり，このことが，壮船林地と

伐採跡地の水文現象の比較に影響を及ぼすことも考えられるので， 本研究ではド記に

示す方法で比較することにした。

第 l友に示した前期の解析結果と後期の気象資料を用いて，改めて壮齢林地と仮定

したときの各種の水文現象を推定した。これと後期 （伐採跡地）の解析結果とを比較

するので，気象条件の相違による影響は考慮しなくて良いこ とになる。

(2) 流主主降水量について

後期の降水量の補正係数は0.27であるが，これを用いて 5水年 （同流域での水年は
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第2図 前期（壮齢林地）と後期（伐採跡地）における

年降水量と年流出量の比較
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前年の11月から当年の10月までである）の流域降水量の月別変化は第 l図に示すとお

りである。

降水量に補正量を考慮、しなければならない期聞は11月から3月であ り， 補正量はそ

れぞれ4.2,25.4, 46.1, 25.5, 15.5 mmであり， 年平均補正総量は116.7m mであった。

前期の年平均補正総量は155.5mmであったが，後期は補正係数が若干低下した関係

で補正総量も低下した。

この補正 した流域降水量と 流出量から損失量を求めると，年平均損失量は408.4

mmであった。

前期の損失量は685.1mmであるから， 後期は276.7mmの煩失量が低下したこと

になるが，この損失量の低下は森林の伐採による遮断量および蒸散量の低下である。

なお，前期 （壮齢林地）と後期（伐採跡地）のそれぞれ，5水年の年降水量と年流

出量との関係を第2図に示した。

壮齢林地と伐採跡地の降水量を比較すると ，壮齢林地の流域年平均降水量は
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2事3図 伐採跡地における蒸発散母および土湿不足の結果 （1948年ll月～1953年
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2349.5 mmであって，伐録跡地のそれは2336.5mmで、両者のぎ；；；U3.0mmであり，

森林の伐採によって，雪の移動量の差 （雪の吹き込みと吹き払いの差l；こは大差カ、な

泊、ったことヵ：うカミカ‘える。

(3) 蒸発散量について

蒸発散量の月別変化を第 3図に市したが，前期に比べて 九月とも!fio発ll'i:fri：が低ドし

てし、ることが認められ，また， 7 JJの蒸発散量が 6,8月よりも （l＼＼ 、のが特徴である

が，この 7月の蒸発散量カ‘ 6,8月よりも低いのは土壌水分の影響でない ことが分か

った。すなわち，蒸発散昆カ‘土壌水分に影響を受ける の：t6, 8月でーそれぞれ0.1

mm, 4.3 mmと壮齢林地のときに比べて極めて小さかった。

なお，年平均蒸発散量：i.417.0mmであり，これは年、ド均蒸発散能の0.63である。

壮齢林地と伐採跡地で；主反発散比；こ大きな相違が認められたカ・ このl原因（主壮齢林

地の降水の遮断量と蒸散量の低下がギなる原因と考えられる。さ らに，冬期に然発散

比が著しく 低下したのは降’qの遮断盈と苛面の凍結による刀面からの蒸発量の低トが

考えられる。

壮齢林地と伐採跡地の蒸発散量の変化を月別に不したのが第 4闘であるが，森林を

伐採すると蒸発散量が各月ともに低下するが，夏期lの低 トカ‘著しL、。また，伐採跡地

の蒸発散量：t壮齢林地と比較して 7月の低 Fが著しい。

以上のような変化は森林の伐採による影響であるが，この変化：1ne lニ示すような
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伐採跡地と壮齢林地における蒸発散量・ j：湿不足の月別変化第4図
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理由によるものと思われる。

森林を伐係しさらに，千f2回の刈 り払いまたは火入れを行ったために降水の遮断

量が著しく低下したことと蒸散量の低下が考えられる。これに対して森林伐採による

地表面からの蒸発が活発に行われたことが予想でき る。 しかしこの蒸発量の増加が

森林の伐採による遮断量および蒸散量の低下よ りかな り小さかったものと推察され

る。

また， 7月の蒸発散量が 6,8月より低下した原因は，前,i&のように，土壌水分の

影響がなかったことを考慮すると， 1949年九1952年の 6月中 F旬に刈り払レを行っ

たために， その影響が 7月の蒸散量の低下となって現れたと思われる。
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(4) 土壌水分について

圃場容水時有効水分量は前期同様に170mmを用いたが，後期の土壌水分の月別変

化は第 3図に示すとおりである。前期 5年の土湿不足の最大が1943年 7月の90.1

mmであるのに対して後期の土湿不足の最大が1950年 8月の41.9mm と著しく小さ

L、。

土壌水分の月別変化については第 4図に示したが， 壮齢林地と伐採跡地とでは夏期

においてかなりの相違が認められた。また，伐採跡地の土壌水分の動的相II（一般に

園場容水量以下の状態の時期が大勢を示すもの）の期間は 5ヵ月と壮齢林地の 6ヵ月

より 1ヵ月短い。

(5) 融雪につレて

壮齢林地と伐採跡地の融雪係数を比較して分かるように壮齢林地では冬期の全期間

に融雪が見受けられ，また，融雪係数は積雪初期から終期にかけて漸増する傾向をし

めしてレるが伐採跡地では積雪の初期（11～ 1月）には融雪は認められずに，積雪の

中期・後期に急激になる。このような現象の相違が現れた原因は森林伐採による流域

の地表の気候の変化によると考えられる。すなわち，森林は林外に比べて林内地表の

最低気温を上昇し，最高気温が低下させる作用があるが，さらに，林内の積雪密度は

林外に比べて経時変化が緩慢である。また，無林地では冬期の初期に表土が凍結する

ことも考えられるが，有林地では森林と落葉の存在で保温されたために表土の凍結は

なかったものと推察される。

これに対して，無林地では最低気温が低くなるために積雪の密度が急激に変化する

と共に士壊が凍結しているために地温の影響が遮断されたためと考えられる。
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