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水資源利用からみた水源林のあり方

一一水量と水質

近嵐弘栄

1. 水源林と保安林制度

最近の経済の沈静化と土地価格の下落等，かつてノミフール経済とも言われ， リ

ゾート開発などで森林が大規模に転用された時期とは社会の様相が大きく変わ

っているように思われる。

しかし，森林が我々の生活環境や水資源の利用に占める意味合いが変わった

わけではなく，むしろ，こうした折にこそ冷静に事態を見直してみる必要があ

るのではないかと思われる。筆者はこの際，水源林のありかたについて lつの

考え方を示し，ご高見をお伺いする次第である。

周知のごとく，森林には洪水の防止，水資源の確保等多面的機能が期待され

ているが，ここでし、う水源林とは，これらの諸機能の うち，流出水の水資源と

しての利用に重点をおく森林という意味合いで考えている。

水源、林対策は，法制的にみれば保安林整備が柱になっているとみてよいが，

保安林制度は，明治30年 （1897）の森林法制定以来，幾度かの法令改正と，保

安林整備臨時措置法に基づく 1～5期にわたる保安林整備計画による拡充を経

て，面積も創設当時の60万ha程度から平成 9年 3月末には863万haとなり，

全森林面積の34%，国土面積の23%にまで増加しており ，中でも水源、かん養，

土砂流出防備，土砂崩壊防備の3種の保安林が合わせて834万 haで，全保安

林面積の90%を占め，面積率も圧倒的に多いのが特徴である。この 3種の保安

林はそれぞれ名称は異なるが，流域保全を目的としていることから，水源かん

養のための保安林として位置づけられている。

現在の，水源かん養のための保安林配備の骨格が形成されたのは，昭和39年

から10年聞にわたってすすめられた第 2期保安林整備計画であるが，以下その
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問題点とか，今後の方向づけなどについて考えてみたい。

第 2期保安林整備計画の特徴は，従来の保安林の指定の基準や尺度がかなり

抽象的であったのに対して，全国216流域（返還前の沖縄県を除く）ごとに，

林地からの水の流出量と各種用水の需要量とを対比して，水需要を満たすため

にその流域が必要とする水源かん養のための保安林の総面積を算定し，次いで

その流域内での位置づけを行うことにしたもので，森林水文学の理論を活用し

た保安林の配備基準の計量化がはじめてとり入れられたという点で画期的なも

のであった。

その手法は，流域を大支流ごとに分割して設けられた地区ごとに土地利用区

分を行い，水需給の逼迫する濯甑期聞を中心に林地からの水流出量の算出を行

い，これを雨量階層別の降水量とその浸透レートとの関係から，森林土壌の浸

透能の改良が大きく期待できる保安林とそれ以外の普通林との差によって，多

雨日の降水を寡雨日へ調節利用することと，流域内上下流の調整，ダムによる

調整量などを勘案して水需要から必要とする保安林面積を算定するものであっ

た。

2. 水源かん養のための保安林配備の技術的問題点

保安林には伐採制限や転用禁止などある一方で水源林造成事業，治山事業，

あるいは税制面での優遇など様々なメリットがあり，また行政的な意味合いも

あって指定による利害を単純には論じにくい面もあるが，最初に述べたよう

に，保安林の面積が全森林面積の34%にもなり，その90%が流域保全のための

保安林になっている現況にかんがみ，例えば水資源利用の立場からみて，この

配備が果して適当であるのか反省してみる必要があるのではないかと考えられ

るが如何であろうか。

ここで，配備の骨格がつくられた第 2期保安林整備計画の技術的問題点にふ

れてみたい。第 2期保安林整備計画では，前提となる考え方として，（a）流域別

に行う。（b）濯瓶期について行う。（c）水需要について，農業用水，工業用水，生

活用水などの現況と将来需要を推定して行う，の 3つがあげられている。

ところで，（a）の流域区分については，第 1期計画を踏襲して216流域とした

のであるが，その後の国土開発の進展で水の利用が広域化し，水の供給側であ

る水源地と水の利用範囲の関係が大きく異なっている。

(b）については，濯滅期の水需要が重要な事は現在でも変わりはないが， しか
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しその後の都市化の進展や諸産業の発達に伴い，水利用のパター ンが大きく

変化してきており，非濯瓶期の方に水需給が逼迫する場合があるなど，通年的

な水利用実態による見直しが必要になっている。

(c）については，当時の水利用の実態に基づく将来需要の予測は，昭和37年の

第 1次の全国総合開発計画によっているが，時代を経て 5全総が提示されてい

る現況からみて必ずしも適当であるとは言いがたいこともある。

また，この時期の計画は，水の量的な確保に視点がおかれ，質的な面はあま

り深く 検討されていなかったこと も問題点としてあげられよう。 下水処理場に

近い下流に上水道の取水口が設けられていて，汚染が問題になるなどの深刻な

例を挙げるまでもなく，最近では環境ホルモンなど10億分の lとか 1兆分の 1

の微量な物質が生存上の重大問題と して議論されるなど，最近の水道水質の問

題は，水道事業者が水道原水を浄水場で清浄にするとし、う手法のみでは限界が

あり，水道水源における水質保全対策を行うことで解決を図っていくことが必

要とされる。要するに，安全な水の確保のために森林に水源を求める以外に方

法がないような状況が加わってきていることも考えなければならない。

保安林配備の要となる普通林の水流出調節機能との比較では，流域の濯甑期

間の雨量階層別の日数とその雨量から雨量階層別の浸透能の違いによって，地

下水化して流出する水の量の保安林における増加量を算定し寡雨日に予想さ

れる不足水量を補うために必要な保安林の面積を求めるのであるが，これも，

例えば濯甑期間の90日をと った場合，期間の始めに降雨量が多い場合と，反対

に終りの方に集中する場合とでは，全体の降雨量が同じでも水流出量が大きく

異なってくるなど降雨の態様による違いの問題もある。

さらに，大きな問題はダム機能との関係である。水需給の計算で寡雨日にお

ける水不足をダムからの供給で補うものと して，ダムの有効貯水量x回転数と

いう単純なとらえ方をしているのであるが，夕、ムの機能は複雑で，森林と補完

関係にあり，降雨，流出と水需要のパターンなどにより地域によ って果たす機

能が大き く異なっているので，詳細に検討する必要がある。

加えて，比較的小面積の水源森林と，溜池など小規模な貯水池による水利

用， あるいは簡易水道による水利用などの場合と，数十km2とか数百 km2と

いうような大きな集水面積を有する多目的ダムなどの場合とでは，森林のもつ

水利用上の機能も必ずしも同じではないのでそれらも含めて再検討する必要が

あろう。
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3. ダム機能を一体とした水源林の整備

第2期保安林整備計画を中心とする水源かん養のための保安林の配備につい

ての意見を述べたのであるが，批判だけでは問題の解決にはつながらないの

で，ここに lつの提案を出させていただく。

(a) 流域区分について

前述のごとく，昭和40年頃に比べ水需給地域の範囲が著しく広域化している

ので，水利用の立場における流域界を実態に合わせて区分し直すこと。

(b）水需要量のみなおし

農業用水，生活用水－工業用水など水需要の実態を調査しなおし量的なニ

ーズのみでよいものと，飲用水など水質への厳しい要求のあるものに区分す

る。これには水利用の季節性を考慮して通年的に把握し，需給の最も逼迫した

時期に重点をおいて考える必要がある。

(c) ダム機能と水源林面積との一体的把握

例えば，

(1) 生活用水 －工業用水など通年的で日別の量があまり変らない水利用ノミ

ターン。

(2) 水田用水に代表される農業用水などで季節性があり，日別の量が異な

る水利用パター ン

等について，水利用を円滑に行うことを可能にするために必要なダムなど貯水

池を含めて一体的な検討を行う。これも，水質面の制約のあるものとそれ以外

の水需要とは区分して検討する必要がある。

貯水池の規模は，渓流・河川などの流出水の利用率によっても変るので，水

需要量からくる水利用率を求め，それに基づいて貯水池の規模と水源林の面積

を一体的に算出する。

なお，本論でL、う水利用率は，流践の年平均流出量に対して，水資源として

利用される水量の百分率を意味しており，流域面積，流況，水利用量と利用の

パターン，ダムなど貯水施設の規模と運用方法などにより決定されることにな

る。

マクロな見方であるが，国土庁の水資源便覧によれば，わが国全体の降水量

は6,528億 m3で，河川への流出量は4,272億 m3であり，水の需要量は生活用水

170億 m3，工業用水127億 m3 （補給量）， 農業用水586億 m3で合計は883億 m3
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であるから， 883億 m3÷4,272億 m3=0.21となり，水の利用率は約21%となる。

(d) 森林の施業と水質

水源かん養のための保安林は，面積が大きいこともあって，一般に指定施業

要件における伐採などの規制がゆるくなっているが，水質の保全が強く要求さ

れる場合には施業方針の見直しが必要と考えられる。

森林施業と水質との関係は，森林流域試験地で養分サイ クルをテーマとして

行われたものがみられ，例えば，アメ リカのニューハンプシャー州にあるブォ

レストサービス北東部林業試験場のノ、ノミードブロック試験流域では， Likens

らにより施業を行わない基準流域と森林伐採および除草剤を散布した処理流域

における流出水の水質の比較試験が3年聞にわたって行われたが， 1965年11月

から12月の伐採後 5ヵ月経ってから硝酸塩濃度が増加し始め，伐採前に 1

ppm以下であったものが伐採後2年の1967年の10月には最大値82ppmとほぼ

100倍に達した。また，硝酸イオンは減少しカルシューム，ナトリューム，

マグネシュームなどの流出量が著増するなどの結果がみられた。

前述の環境ホルモンなどの微量な化学物質の森林土壌内における挙動は殆ど

未解明であるが，大気中に拡散したものが降水に伴って森林土壌に達したよう

な場合でも，森林土壌の物質保持の機能によって抑止されることが期待され

る。しかしハバードブロックにおける試験結果にみられるように，森林伐採

に伴って他の化学成分と同様に土壌層から下流に流出することが考えられるの

で，汚染源に近い所では従来よりも厳しい施業の規制が必要になると考えられ

る。この問題は新しく加わった問題であり，従来の化学分析のレベルでは，森

林土壌の水浄化機能を十分評価し得ない部分があるので研究の範囲を広げるこ

とが必要である。

4. 具体的な流域における計算例

ここで，新潟県内の鯖石川ダムの水文資料を例にとって水源林面積と水利用

についての計算例を示す。鯖石川ダムは刈羽郡高柳町にあり，集水区域46.0

km2はほぼ森林で，有効貯水量5,100千 m3，洪水調節と不特定用水を目的とし

た多目的ダムである。

(1) 水利用形態と必要森林面積

本例では水の利用形態を①生活用水・工業用水と①農業用水を代表する水田

用水の 2つに大別して考えることにする。農業用水には上下流の反復利用があ
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るが，ここでは 1次利水だけを考えることにした。

①生活用水 ・工業用水の場合

生活用水と工業用水の利用量は季節的な違いは少ないと考えられるので，毎

日ほぼ一定量として，生活用水は300l／人／日，工業用水は工業用水統計によ

るが，ここでは便宜上人口に比例するとして300l／人／日で合わせて600l／人／

日と仮定する。人口 100人分の年間の水使用量は100人×0.6m3 x 365日

=21,900 m3で 1ha当りの水高に直すと2,190mmになる。これを森林からの

流出量で賄うと して，鯖石川のダム地点て、集水区域の水高で、みた年平均流出量

は， 2,743mmであるから，その流出量全部を利用することができれば，

2,190 mm/ha÷2,743 mm=0.80 ha 

となり，人口 100人当り0.80haの集水面積をもった森林が必要になる。水の利

用率が50%であれば，

2,190 mm/ha÷（2, 743×0.5) = 1.60 ha 

というように， 利用率が下がれば必要とする森林面積は増加する。年平均流出

量と必要森林面積との関係を10%刻みで示せば図 1のようになる。即ち，水の

利用率が一定であれば必要森林面積は年平均流出量に反比例する ことになる。

② 水田用水の場合

(ha/JOO人）
30 

25 

必、 20
要

長15

: IO 

5 

2,000 3,000 4，α氾 5,000 6,000 (mm) 

年平均流出量

図1 生活用水 ー工業用水における水利用率別の年平均流出量と必要森林面積
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水田用水は，地域ごとに限られた擢甑期間において利用され，その期間も地

域によって異なっているが，ここでは利水量をノミターン化して，

代かき用水： 30mm／日× 5日＝ 150 m m  

生育用水： 20mm／日×89日＝1,780mm  

合計上930mm  

とする。

この利用量から回面への降雨による供給量を差し号Il、たものが濯瓶用水とし

て補給しなければならない“必要補給水量”になる。毎年の濯甑期間の降雨量

は変化するので，この必要補給水量も異なってくる。必要補給水量は，水回以

外の土地からの流出水に依存しなければならないが，これが森林によ って賄わ

れるとした場合に必要な森林面積は，水出用水が非潅j既期も含めた流出水を合

わせて利用してし、る場合が多いので，長期的にみた年平均流出量により考える

ことにする。

濯甑期間の必要補給水量は，例えば鯖石川ダム地点の降雨量から算定した回

面の有効降雨量は281mmであるから，必要補給水量は1,930mm  281 

mm=l,649mmとなる。これを森林からの流出量で賄う場合の必要森林面積

は，年平均流出量が2,743m mであるから，その100%が利用可能であれば

1,649 mm/ha-7-2,743 mm=0.60 ha, 50%であれば， 1,649mm/ha-7-(2,743 mm  

×0.5) = 1.20 haというように，水の利用率が下がれば必要森林面積は増加す

ることになる。水田の必要補給水量を1,649mmとして，年平均流出量と必要

森林面積との関係を10%刻みで示すと図 2のように工業用水・生活用水の場合

と同じような関係が成り立つことになる。

(2) 水利用形態と必要貯水池規模

〔E生活用水・工業用水の場合

水利用に必要な貯水池の規模は，夕、ムの日々の流入量とダムに依存する需要

量との関係から考えなければならない。ここでは，ダ、ム地点における年平均流

出量を365分の lずつ均等に利用するものと仮定した。必要な貯水池の容量を

算定する方法としてはマスカーブ法を用い，計算の前提としては，貯水池は始

め満水状態にあるものと仮定した。マスカーブ法は，例えば Linsleyらによっ

ても紹介されているが，河川の流量記録から利用水量に応じて必要な貯水池の

規模を求める場合に一般的に用いられている方法である。貯水池への日流入量
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図2 水田用水における水利用率別の年平均流出量と必要森林面積

から必要とする日利用水量を差し引き，不足が生じる場合の不足量の累積値を

求めるが，貯水池の規模が大きいほど，無効放流量が少なくなるため，流出水

量（貯水池への流入量）に対する利用率を高めることができる。また，利用率

を高めるためには貯水池の容量を大きくとることが必要になる。長年月を考え

れば，夏冬など季節による流出量の変動や，多雨年，寡雨年など年による変動

が大きいほど，安定した水利用には大きな貯水池が必要になる。

多目的ダムの水利用と貯水池規模についての一般的な傾向を知るため，全国

から選んだ集水面積が10km2以上の代表的な多目的ダムなど26ヵ所について

それぞれ10年程度の日流出量の資料から，水利用率別の必要貯水池規模を計算

し，ダム地点の平均流出量との関係を調べてみた。年平均流出量を Qmm，必

要貯水池規模を Vmmとおき，原点を通る直線回帰とみなせば，水利用率

100%の場合は，

V=0.66×Q ）
 

－
 

／
E
＼
 

の関係がみられる。

これは，平均的に見て年平均流出量の66%の容量をもった貯水池が必要であ

ることを意味している。水の利用率を10%刻みで変化させると，水の利用率の

低下に伴い下方にシフトしていき，例えば水利用率50%の場合には，

V=0.0625 x Q (2) 
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(mm) 

3,500 
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~2，側

: 1,500 

僕 1,000

500 

1,000 2,000 3,000 4,000 5，α）（） 6，似泊（mm)
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図3 生活用水－工業用水における年平均流出量と必要貯水池規模

となり，（！）式の100%利用の場合の10分の l程度の貯水量のダムでよいことに

なる。これらの関係を図 3に示した。

図3は，全国的な水文資料によるものであり，多雪地帯については係数が小

さいようであるが，資料の充実により改める事が望まれる。

②水田用水の場合

代かき用水は前述のように30mm／日の 5日間でISOmm，日減水深20mm

で89日，基準湛水深を 35mm，最大湛水深70mmとし，田面への降水量のう

ち80%程度が有効降雨量になるものと仮定して，濯渡期間における日別および

全期間の必要補給水量を算定する。

水田の必要補給水量は，濯瓶期間だけでなく，年間の流出量を夕、ムで貯留し

て賄うと考えることにしたので，この日別の必要補給水量に年平均流出量を濯

甑期間の必要補給水量の合計で除した値，即ち，森林 Ihaによ って濯甑でき

る水田面積の数値を乗じ，その時系列値を濯甑期間の必要補給水量とした。生

活用水－工業用水の場合と同様に，マスカーブ法を用いて水利用率別の必要貯

水池規模を計算し各ダム地点の年平均流出量との関係を調べてみた。年平均

流出量 Qmm，必要貯水池規模を Vmmとして原点を通る直線回帰とみなせ

ば，水利用率100%の場合では，

V=0.84×Q (3) 
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図4 水田用水における年平均流出量と必要貯水池規模

の関係がみられる。水の利用率を10%刻みで変化させると，水利用率の低下に

伴い下方にシフトしていき，水利用率が50%の場合には，

V=0.338×Q (4) 

となり， 100%利用の場合の40%程度の貯水量のダムでよいことになる。これ

らの関係を図 4に示した。

ここで，水田用水の計算は，水需給が 1日単位でバランスするとし、う考え方

にたっているが，濯甑面積が大きい場合には，例えば 5日とか 7日ごとに計算

するのも 1つの方法であろう。

(3) 流域の水需要と森林の配置

前記の水文資料は，生活用水－工業用水の利用について，森林面積と貯水池

規模の関係が年平均流出量を共通の軸として表し得ることを意味する。そこ

で，これらの図を組み合わせてみると，図 5，図6のようになる。

図5で，鯖石川ダム地点の年平均流出量が2,743mmであり，集水面積が

46.0 km2，有効貯水量が510万m3であるから，有効貯水量の集水区域平均水高

は111mmとなる。したがって，その交点の40%が水利用可能限度の水利用率

になる。

同じ年平均流出量を下図へ追って，水利用率40%の線との交点の必要森林面
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図5 生活用水・工業用水における年平均流出量と必要貯水池規模

および必要森林面積

積は2.00haで， 100人で0.6m3ずつ 1年間の水利用が可能であるから， 46.0

km2では230千人の水利用が可能になる。

同様に水田用水の場合，図 6で鯖石川ダム地点、の年平均流出量が2,743mm  

で，有効貯水量の集水区域平均水高はlllmmであるから，その交点の20%が

利用可能限度の水利用率になる。年平均流出量2,743mmを下図へ追って，水

利用率20%の曲線との交点の示す必要森林面積2.7haが水田 1haの濯瓶を可

能にする森林面積となるから46.0km2では1,703haの水田の濯甑が可能にな

る。

鯖石川は，柏崎市で日本海に注ぎ流域面積は327km2で，流域の人口は1990
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図6 水田用水における年平均流出量と必要貯水池規模および必要森林面積

年の統計で67,300人，林野面積20,211ha，水田面積は4,021haとなっている。

流域内の水需給を個別に対比してみると，生活用水 ・工業用水は鯖石川ダム

の集水区援の森林とダムの容量で230千人分の供給が可能であるから，十分な

量であることになるが，水田用水でみれば供給可能な面積が1,703haであるか

ら鯖石川ダムからの供給だけでは供給不能であ り，他の流出量や貯水池の利用

によって水利用の確保が可能になる。

なお，生活用水・工業用水は通年的利用であり，水田用水は濯滅期間内に利

用されていて，濯瀦期間については重複しているため，各 の々水利用形態別に
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必要な貯水池規模と森林面積を計算し，両者を合わせたものが必要になる。

1990年の統計によると，鯖石川流域の水源かん養のための保安林面積は 3種

合わせて3,774haであるが，今後の配備とか施業方針も，こうした計算と合わ

せて考えることが可能である。

また，これらの計算は，鯖石川ダム地点における降雨流出の資料と，ダムの

有効貯水量による算定であるが，流域内の降雨流出の関係はかなり広い範囲で

共通性があるとみられるので，水需要量と森林面積の関係に適用できると考え

てよカ込ろう。

いうまでもなく，量的な問題と合わせて水質の問題も考慮しなければならな

いので，流域別に水の利用パタ ーン別にかなり詳細な水源林の必要面積を計算

する必要がある。こ うした計算法を用いて現行の水源かん養のための保安林の

配備の再検討を行うことが可能となろう。
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