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I まえがき

利根川水系の夏期間における森林の

洪水調節機能の実態について
一一矢木沢ダム流域の場合一一

石井正典

高橋 稔

近年，森林に対する社会の要請の一つが水源滴養機能（洪水調節機能と渇水

緩和機能）をいま以上に発揮させることへの期待て、ある。

森林の洪水調節機能に関する研究実績は見受けられるが，これまでの対象流

域面積は， 0.01～ lkm2と小さい場合が多く，また，当該流域の森林施業は森

林地から皆伐地と極端な林況変化の場合が多かった。

しかし現実問題として洪水災害が注目される流域面積は多目的ダム規模の

大きさであり，多目的ダムが設置される面積規模は数十 km2以上のことが多

いが，その流域規模での森林の洪水調節機能を研究した例は少ない。また，多

目的タム流域での林況は徐々に変化するのが一般的であって，その変化に対す

る洪水調節機能を研究した例は少ないように思われる。

すなわち，森林には洪水調節機能があると一般に言われているが，多目的ダ

ム規模における森林の洪水調節機能を明らかにした例は少ないので，これまで

行なってきた森林管理が洪水調節機能を増強する方向に進んで、いたかは不明で、

あった。

森林の洪水調節機能を多目的ダム規模で明らかに出来なかった理由の一つ

は，河川流量は多くの影響因子に左右されるからであり，その主な影響因子と

して，気象（特に，降水量，気温），土地利用，地形，地質が挙げられる。

また，地形・地質の影響因子が無視できる単独流域の場合で，しかも，当該

流域の土地利用が森林・林業のみの場合でも，森林の水源滴養機能を明らかに
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できなかった理由は河川流量が気象，林況によって大きく変動しその解析が

複雑であったからである。

以上のような問題が内在しこれまで多目的ダム規模での森林の洪水調節機

能を明らかにできなかったが，報告者は重回帰分析を用いて，利根川水系矢木

沢ダムでの森林の洪水調節機能を明らかにすることができたので，ここに報告

する。

重回帰分析に用いた目的変数は，夏期間の日最大流量であるが，その変数と

比較するために，夏期間の平均流量及び豊水時流量も目的変数に用いた。

一方，説明変数は，夏期間の降水量，平均気温，森林蓄積，夏期前月平均流

量，日最大降水量とした。

したがって，本報で言う森林の洪水調節機能とは，夏期間の日最大流量に及

ぼす森林蓄積の影響の究明である。

解析に用いた資料は気象・流量・林況資料であるが，気象・流量資料につい

ては水資源開発公団沼田総合管理所から，また，林況資料については関東森林

管理局及び群馬県林務部から，それぞれ提供を受けたので，その提供に対して

ここに謝意を表します。

II 矢木沢ダムにおける流域の概要

利根川水系の多目的ダム流域の中から群馬県内の矢木沢ダ、ム（表 1）を選ん

だが，同ダムの設置目的の一つが洪水調節であるが，人工的なダム操作による

洪水調節については省略しここでは主として森林の洪水調節機能を明らかに

する。

表 1 矢木沢ダムの概要

ダム名 ｜流域面積 ｜市町村名 ｜林野面積｜運用開始年 ダムの目的

(krrD I I (%) 

矢木沢ダム｜ 町 4 ｜ 水上町 I 96.9 ｜昭和必年｜ （洪），（瀧），（発），（上）

i主） （洪） 洪水調節，（；藍）．濯概，（発）．発電，（上），上水道。

皿 年間の流況，降水量，気温及び林況の概況

1. 年間の流況，年降水量，年平均気温及び森林蓄積の推移

流域年降水量は以前 (I . Il期）に比べて近年（皿期）に至って数百 mm
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小さくなっていることがわかった（表 2）。

このことから，利根川水系においては近年，洪水流量が低下していると推察

された。

それ以外の 2因子である平均気温及び森林蓄積の経年変化は小さいから，洪

水災害との関わりは小さいと思われる。

なお，流域年降水量，流域年平均気温及び森林蓄積の変動幅は表 3に示した。

表2 年間の流況，年降水量，年平均気温及び森林蓄積の推移

解析期間
流i兄，気象，林況 解析前期 解析全期 備 主lg

S36-S41 
I 期 E 期 皿期

S42-H9 
S42 -S51 S52 S61 S62 H9 

議水量（rd／秒） 19.47 19.02 18.78 19.08 年豊水時流量

平水量（ タ ） 7.85 8.02 8.16 8.01 年平水時流量

低水量（ 。 ） 4.94 4.59 5.19 4.92 年渇水時流量

渇水量 （ ク ） 3.05 2.52 2.73 2.77 

平均流量（ 。） 15.10 15.76 15.43 15.43 年平均値

年降水量（醐） 3.554 3,726 3.274 3.510 

年平均気温（℃） 5.7 5.4 5.8 5.6 

森林蓄積 （百万rd) 1.118 1.072 1.083 1.086 1.081 

＊広葉樹（ イシ 0.759 0.788 0.800 0.792 0.793 

女針葉樹（ イシ 0.359 0.284 0.283 0.294 0.287 

i主） 豊水量 ：年間の日流量の中で， 上位から 95番目の値。
平水量： ク . . 185 
低水量： ク ， ク 275
illi 水 量 ： ク . . 355 
年降水量：流域年降水量であって，基地年降水量に雨量増加率を考慮した値。
年平均気温：流域平均高度の気温であって，器地気温に高度低減率を考慮した値。

表3 年降水量，年平均気温及び森林蓄積の変動

最大値 （生起年） 最小値（生起年） 変動幅

年降水量 4,945 mm （昭和お年） 2.485 mm （昭和位年） 2.460皿皿

年平均気温 6.8℃ （平成 6年） 4.4℃ （ヤ成59年） 2.4℃ 

森林蓄積 1.224百万rd （昭和お年） 1.068百万rd （昭和61年） 0.156百万rd

注） 降水量・平均気温の期間.I期～皿期，森林務積の期間 前期～皿則。
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N 夏期の順位流量，夏期降水量，夏期平均気温等の概要

積雪・融雪の影響が無視できる期聞をここでは夏期と言うが，矢木沢ダムで

の夏期は 7～ 9月の 3か月 （92日間）となった。この夏期の順位流量，夏期平

均流量，夏期前月平均流量（当該流域では 6月の平均流量となる），夏期降水

量，夏期平均気温等の推移を表4に示した。

ここで，夏期の順位流量について述べると，夏期の 3か月（92日間）の日流

入量を大きい順に並べ替え，その順位流量を 3分割し，流量の大きい上位の 3

分の 1 （ただし 1日流量は除いた 2～31日流量の30日間）を豊水時流量， 中

間の 3分の 1 (32～62日流量の31日間）を平水時流量，下位の 3分の 1 (63～ 

92日流量の30日間）を渇水時流量と本報では呼称することとした。なお，順位

流量の 1位は夏期日最大流量（夏期洪水流量）と呼び，本報では豊水時流量と

は別扱いとしそれの解析が本報の主目的である。

表 4に示した順位流量の10・20・30日流量が夏期豊水時流量の範囲に入る

が，洪水流量と豊水時流量の中の10日流量は以前に比べ近年（Ill期）に至って

小さくなっているが，この減少傾向が気象（降水，気温）に基づくものか， 林

況に基づくものかはこの段階では断定できない。

表 5には，解析期間の夏期降水量，夏期平均気温等の変動幅を示した。

v 夏期平均流量の解析方法と解析結果

1. 夏期平均流量の解析方法

夕、ム流域における夏期間の水収支は一般に，（1)式で表される。

P, = R, + E,±6.D －……………．．，…ー・・… ・・・・・一 － … －－ー－ (1) 

ここで， R：夏期間の降水量（mm), R，：夏期間の流出量 （mm),E，： 夏期

間の蒸発散量（mm), 6.D：夏期間の貯留量（毛管水及び重力水貯留量）の変

化量 （mm），である。

矢木沢ダムの場合の夏期は， 7～ 9月の92日間と推定されたから，夏期前月

平均流量は 6月の平均流量のこととなる（表 4）。

(1）式を基本に，夏期平均流量の解析に用いる関係式として，報告者は（2）・

(3）式に示した重回帰式及び標準化した重回帰式を用いることとした。
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吟＝ ap, + bt, + c W + dy + j ・ －… －… ・・一一・－ －・一 . . (2) 

かの；+ b*t; ＋♂W*＋♂y* .•. .... .... . ... －・ ・・ (3) 

(2）式の中で， r，：夏期平均流量（m3／秒）' p，：夏期降水量（千 mm), t,: 

表4 夏期Jilli位流量，夏期降水量，夏期平均気温等の推移

解析期間
順位流量，気象， 解析前期 解析全期

備 考
林j兄 S36-S41 

I 期 H 期 E 期
S42-H9 

S42 -S51 S52 -S61 S62 -H9 

1日流量 （rrf／秒） 83.01 89.93 56.33 75.78 夏期洪水流量

10日流量（ ク ） 23.65 25.63 21.89 23.66 夏期豊水時流

20日流量（ ク ） 15.88 17.32 15.80 16.32 量

30日流量（ ク ） 12.21 12.79 12.35 12.45 

40日流量（ ク ） 9.90 9.81 9.84 9.85 夏期平水時流

50日流量（ タ ） 8.31 8.23 8.43 8.33 量

60日流量（ ク ） 7.10 6.89 7.00 6.99 

70日流量（ ク ） 6.22 5.79 5.79 5.93 夏期渇水時流

80日流量（ ク ） 5.39 4.69 4.55 4.87 量

90日流量（ 。 ） 4.42 3.60 2.83 3.59 

夏期平均流量（ク） 12.88 13.10 11.61 12.50 夏期平均値

6月平均流量（。） 28.92 30.77 27.83 29.13 夏期前月

夏期降水量（mm) 1.114 1.108 1,011 1,076 

夏期平均気温（℃） 17.6 17.3 17.2 17.4 

森林蓄積（百万rrf) 1.118 1.072 1.083 1.086 1.081 

背広葉樹（ 0.759 0.788 0.800 0.792 0.793 

＊針葉樹 （ 0.359 0.284 0.283 0.294 0.287 

注） 1日流量：夏期（7-9月： 92日間）の日流量の中で，上位から I番目の値。
10日流量： ク ． ク 10 
20日流量：
30日流量．

20 ク

ク 30 ク

40日流量 e ,, ' ク 40 
50日流量 今 ， ク 50
60日流量． タ ， ク 60 
70日流量 タ ， タ 70
80日流量． ク ， ク 80 
90日流量 ク ，タ 90
夏期降水量：流域夏期降水量であって，基地年降水量に雨量増加率を考慮した値。

夏期平均気温。流域平均高度の気温であって，基地気温に高度低減率を考慮した値。
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夏期平均気温（℃）， w：森林蓄積 （百万m3),y：夏期前月 （6月）平均流量

(m3／秒），a・b・c・d：回帰係数， f：定数項であり， （3）式の中で，ィ：標準

化した夏期平均流量， p；：標準化した夏期降水量， 1：：標準化した夏期平均気

温， W*：標準化した森林蓄積，／：標準化した夏期前月平均流量， a• ・ b* ・♂－ 

r：標準化した回帰係数で、ある。

2. 夏期平均流量の解析結果

(2）式を用いて解析した重回帰式は，（4）式である。

表5 夏期降水量，夏期平均気温及び、森林蓄積の変動幅

説明変数 最大値 （生起年） 最小値 （生起年） 変動幅

夏期降水量 2,106 mm （昭和お年） 503 mm （平成 4年） 1,603 mm 

夏期平均気温 19.7 °C （平成 6年） 15.9℃ （平成 5年） 3.8℃ 

森林蓄積 1.224百万rrf （昭和お年） 1.068百万nf （昭和61年） 0.156百万nf

il) 降水量 ・平均気温の期間 I期～ E期，森林蓄積の期間 前期 ～ 皿期。

九＝9.077p, 0.8711,-64.116W+0.147y+82.861 ・・ …－ … ・・ (4) 

また， （3）式を用いて解析した標準化した重回帰式は， （5）式である。

イ＝0.810p: 0.1811: 0.256 W*+0.451y掌・ ー・ー ー・ー・・・.. • • • (5) 

(4）式の信頼度を表6に示したが，信頼度を夏期平均流量の標準誤差で示す

と，それは， l.44m3／秒であり，また，重相関係数で示すと，それは， 0.94で

ある。なお，（4）式を用いた場合の有意水準は 1%であり， 重回帰式の適合度

は良好である。

以上の結果から，夏期平均流量を （2）式の重回帰式で解析したことは妥当

であり，その解析結果は当該流域における夏期平均流量と説明変数との関わり

を的確に表現していると思われる。

表6 夏期平均流量 （r，） に対する信頼度の結果

信頼度

関係式

(41式

重相関係数 有意水準 標準誤差

α 

0.94 1%有jな

σE (rrf／秒）

1.44 

夏期平均流量（nf／秒）

標準偏差 平均値

σ r, 

3.84 12.50 



70 

そこで，（4）式についての結果を以下では述べることとする。

表 7の中の寄与率Aは，夏期平均流量に対する 4説明変数の寄与の程度を

比較した結果であるが，この結果から，夏期平均流量への寄与の最大は夏期降

水量であり，以下，夏期前月平均流量，森林蓄積，夏期平均気温のII顕であるこ

とが判っTこ。

表7 夏期平均流量（rJに対する 4変数及び3変数の寄与率の比較

E見 明 変 数
説明変 寄与率

数の数
夏期降水量 夏期平均気温 森林蓄積 夏期前月平

の計
p巴

t‘ 
w 均流量 y

標準回帰係数 。‘810 -0.181 -0.256 0.451 

4変数 寄与率A(%) 47.6 （一） 10.7 （一） 15.1 26.6 100.0 

寄与の順位 1 位 4f立 3位 2位

3変数 寄与率B (%) 65.0 （ー） 14.5 （一） 20.5 100.0 

寄与の順位 H立 3位 2位

夏期平均流量に対して夏期降水量の寄与度が最も大きいことは予想できた

が，寄与度の 2位が夏期前の貯留量の多寡の指標となる夏期前月平均流量であ

ることは予想外であり，この結果から，夏期流量の説明変数にはこの影響因子

を加えることが肝要と思われる。

寄与率Aは夏期前の貯留状態の影響因子が加わったものであるが，その夏

期前の貯留状態の年変化が無視できると仮定し， 3説明変数の寄与の比較を寄

与率 Bに示した。

寄与率 Bの結果から判るように，夏期平均流量に対する寄与の割合は夏期

降水量，森林蓄積，夏期平均気温がそれぞれ， 65対20対15であり，森林蓄積は

夏期河川流量の 2割程度に作用することを示唆している。

なお，夏期降水量と夏期前月平均流量は正の寄与であり，森林蓄積と夏期平

均気温は負の寄与であるが，このことから森林蓄積の増加と平均気温の上昇は

夏期の河川流量の減少に作用することが判る。平均気温の昇降についての対策

は本報では論外で省略し本報では森林蓄積の増減による夏期河川流量への影

響について，論ずることとする。
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VI 夏期豊水時流量の解析方法と解析結果

1. 夏期豊水時流量の解析方法

ここでの夏期豊水時流量とは以下に述べる夏期の河川流量のことを指す。

夏期順位流量の中から流量の大きい方の30日間（ 2～31日）について，その

河川流量と 4説明変数の関わりを調べることとしたが，その代表として解析に

用いた豊水時流量は10番目流量（記号： r10), 20番目流量 Cr20）及び30番目流

量（r30）とした。

豊水時流量を解析する関係式は夏期平均流量で用いた（2）・ （3）式と同様で

あり，その関係式は（6）・（7）式である。

r; = ap, + bt, + c W + dy + j ……………………・一一一一一一……… (6〕

汗＝♂討＋ b*t; ＋♂W*+dγ －一－ －－－－－ 一・・ー・ …・・ ー…一・・・一・ー (7) 

ここで，（6）式の中の η：i(10・20・30）番目の夏期順位流量（m3／秒）

であり，（7）式の中のイ：標準化した i(10・20・30）番目の夏期順位流量，

である。

2. 夏期豊水時流量の解析結果

表8 r, (r10～r.10）に対する信頼度の結果

頼 度 夏期Q:水時流量（nil秒）

r, 関係式 重相関係数 有意水準 標準誤差 標準偏差 平均値

y α れ（nil秒） σ r, 

rw (8）式 0.88 1%有意 3.53 6.87 23.66 

r,, (JO）式 0.80 1%有意 3.23 5.05 16.32 

r,, (12）式 0.84 1%有意 2.01 3.41 12.45 

(6）式を用いて r10を解析すると，結果は（8）・（9）式となった。

r10=14.628p, 0.621t,-71.035W+0.347y+85.367 ........... (8) 

r1も＝0.731p; 0.0721; 0.159 W*+0.595y* """""' ............. (9) 

また，（6）式を用いて r20を解析すると，結果は（10). (11）式となった。
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r20 = 9. 781 p, 1.186 t, 22.884 W + 0.197y + 45.383 ・・・・…・目．．，ー…・(10) 

汚0= 0.665 p;-0.188 1;-0.070 W* + 0.460 y* ........... … …・・ー (11) 

さらに，（6）式を用いて r30を解析すると，結果は（12）・（13）式となった。

旬。＝ 5.712p，ー1.3641,-39.317W+0.146y+68.220 …－－・..• (12) 
rあ＝ 0.574 p; -0.320 1;-0.177 u丹＋ 0.505y* …・ ……ー・一 …－ (13) 

(8）式，（10）式及び（12）式の信頼度を示す重相関係数，有意水準等の結

果は表8に示したが， r10・r20・r30の3順位流量の重相関係数，夏期豊水時流量

の標準誤差，有意水準とも結果が良好である。このことから，（8）～（13）式

の結果は当該流域の夏期豊水時流量を的確に表現しているものと推察される。

3. 夏期豊水時流量に対する 4変数の寄与の比較

表 9~こは， r10に対する 4 変数の関わりを示したが， r10に対する寄与の順位は

夏期降水量が最大で，以下，夏期前月平均流量，森林蓄積，夏期平均気温の順

であり，前記のたと同じ順位であった。

表 9 r10 に対する 4変数の寄与率の比較

説 明 変 数
寄与率

夏期降水量 夏期平均気温 森林蓄積 夏期前月平
の計

p. t w 均流量 y

標準回帰係数 0.731 -0.072 -0.159 0.595 

寄与率A(%) 46.9 （ー） 4.6 （一） 10.2 38.2 100.0 

寄与の順位 I位 4位 3位 2f立

また，表10には r20の結果を示したが， r20に対する 4変数の寄与の！順位は夏

期降水量が最大で，以下，夏期前月平均流量，夏期平均気温，森林蓄積の順で

あった。

さらに，表11には r30の結果を示したが， T30に対する 4変数の寄与の順位は

夏期降水量が最大で，以下，夏期前月平均流量，夏期平均気温，森林蓄積の順

であった。

r10・mとT30に対する 4変数の寄与の順位には若干の違いはあるものの，順位
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表 10 r＇°に対する 4変数の寄与率の比較

説 明

夏期降水量 夏期平均気j鼠

p, 

標準回帰係数 0.665 -0.188 

寄与率A(%) 48.1 ( ) 13.6 

寄与 の順 位 1 f立 3位

表 11 r測に対する 4変数の寄与率の比較

説 明

夏期降水量 夏期平均気温

p. 1屯

標準回帰係数 0.574 -0.320 

寄与率A(%) 36.4 （一） 20.3 

寄与の順位 1 位 3位

変 数

森林蓄積

w 

0.070 

（一） 5.1 

4f立

油タιミ 数

森林蓄積

w 

-0.177 

（一） 11.2 

4位

夏期前月平

均流量 y

0.460 

33.3 

Zf立

夏期前月平

均流量 y

0.505 

32.0 

2位

寄与率

の言｜

100.0 

寄与率

の計

100.0 

の 1位は夏期降水量， 2位は夏期前月平均流量であることに変わりがない。

この結果から，夏期の豊水時流量に対する 4変数の寄与の順位は夏期平均流

量とほぼ同様であり，夏期豊水時流量の場合，夏期前月平均流量の寄与は以外

に大きいが， 一方の，森林蓄積の寄与は以外に小さいようである。しかし森

林蓄積の影響因子を無視できるほど小さいものではないことも事実である。

4. 夏期豊水時流量に対する 3変数の寄与の比較

夏期前月平均流量は年によって変動するが，仮に，その夏期前月平均流量の

年変動が無視できると仮定しその変数を除いた 3変数（夏期降水量，夏期平

均気温，森林蓄積）の寄与度を比較してみた。

表12には，豊水時流量に対する 3変数の寄与の程度・順位を示した。

r10～γ30に対する夏期降水量の寄与率は53.6～76.0% （平均値： 67.2%），夏期

平均気温のそれは（一） 7 .5～（一） 29.9% （平均値：（ ) 19.3%），森林蓄

積のそれは（一）7 .6～（一） 16.5% （平均値：（一）13.5%）である。

以上の結果から，当該流域での豊水時流量に対する寄与は，おおよそ 7対 2

対 1と推察される。

すなわち，夏期における豊水時流量の 1割強は森林の影響を受けて変動する
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表 12 r, (rw・Y:!O' Y30）に対する 3説明変数の寄与率の比較

説 明 変 数
寄与率

夏期降水量 夏期平均気温 森林蓄積
の計

p、 1‘ w 

寄与率B (%) 76.0 ( ) 7.5 ( ) 16.5 100.0 

''° 寄与の順位 If立 3f立 Zf立

寄与率B (%) 72.0 ( ) 20.4 ( ) 7.6 100.0 
rヨ1

寄与 の順位 1位 2f立 3f立

寄与率B (%) 53.6 （一）29.9 ( ) 16.5 100.0 
rョh

寄与の順位 1 位 2f立 3f立

平均値
寄与率B (%) 67.2 （一）19.3 ( ) 13.5 100.0 

寄 与の順位 l位 2位 3位

ことを示唆し，当該流域の夏期の豊水時流量は森林管理によ って， 1割強のコ

ントロールが可能と推察される。

以上の結果から，森林蓄積の変化が夏期豊水時流量の多寡に影響を及ぼすこ

とが判ったが，森林の過伐が夏期の洪水の一因となるので，森林の乱伐を慎む

ことが河川の流量調節にと って重要事項と思われる。

四夏期洪水流量の解析方法と解析結果

1. 夏期洪水流量の解析方法

前記のように夏期順位流量の 1番目の日流量（η）を夏期洪水流量とも呼ぶこと

とするが，その洪水流量の解析に用いる関係式は（2）式を基本とした（14）・

(15）式とした。

TJ = ap, + bt, + CW＋の＋f . …………・…………・・……・・………ぃ ( 14) 

ri ＝♂p; + b*1; ＋♂W* + d'y* ..ー・ 0 ・..一・・・・・・ ・…－－－ ..・・・・・・・・・・・・・・ ( 15) 

さらに，その関係式に夏期日最大降水量を加えた（16). (17）式も用いて両

関係式の優劣を比較検討することとした。

r1 = ap, + bt, + cW+ ex,+ dy + j ・.......・ 0・・…・・・・・…・・・・・・・0・0・0・ー・・・ー (16) 

ri =aヲ：＋b*t; ＋♂”戸＋ e*x; ＋♂y牟 … ー…・・ …........... …－ ( 17) 
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ここで， （16）式の中の， x，・夏期日最大降水量 （mm),e：回帰係数であり，

(17）式の中の， x；：標準化した夏期日最大降水量 （mm），♂：標準化した回

帰係数，である。

2. 夏期洪水流量の解析結果

(14）・（15）式を用いた夏期洪水流量の解析結果は （18）・（19）式である。

r1 = 111.201p,+0. 755 t, -1090. 700 W + 0.964 y + 1093.59 ・…… （18)

市 0760 p; + 0.012 1;-0.333 w + 0.226 y' ・田・・・・一一－－－－－－－－…， (19) 

一方，（16). (17）式を用いた夏期洪水流量の解析結果は （20) (21）式で

ある。

r1=86.816 p, + 0.982 t, -1101.300 W+ 171. 706 x, + 0.909 y + 1103. 760 

(20) 

ri = 0.593 p; + 0.016 1;-0.336 W + 0.208 x; + 0.213 y* ・・・…・.• (21) 

(18）式を用いた場合の重相関係数と夏期洪水流量の標準誤差は， 0.80と

32.25 m3／秒であり，一方の（20）式を用いた場合のそれらは， 0.81と32.14

m3／秒であった。

以上のことから，夏期洪水流量の解析には夏期日最大流量を省略できないよ

うであるから以下では（16）式を関係式の基本と して検討することとした。

表 13 夏期洪水流量 （r1）に対する重相関係数，有意水準等の結果

信 頼 度 夏期洪水流量（nf／秒）

関係式 重相関係数 有意水準 標準誤差 標準偏差 平均値

y α ゎ （rr？！秒） 。 ,, 

08）式 0.80 1%有昔、 32.25 50.23 75.78 

伽式 0.81 1%令定； 32.14 

3. 夏期洪水流量に対する 5変数の寄与の比較

夏期洪水流量に対する 5変数の寄与率Aを表14に示したが，夏期降水量と

夏期日最大降水量の寄与率の合計は58.6%であり ，その値が大きい。次いで，

森林蓄積の寄与率は24.6%とその値も大きい。さらに，夏期前月平均流量の寄
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与率は15.6%とその値も無視できない大きさである。それに対して，夏期平均

気温の寄与率は1.2%とその値は以外に小さいものであった。

また，夏期洪水流量に対する 4変数の寄与率Bも表14に示したが，夏期洪

水量と夏期日最大降水量の寄与率の合計は69.5%とその値が大きし、。次いで，

森林蓄積の寄与率は29.1%とその値も大きい。それに対して，夏期平均気温の

寄与率は1.4%とその値は以外に小さいものであった。

表 14 ，，に対する 5説明変数及び4説明変数の寄与率の比較

説 明 靖タζ之 数

変 夏期降水量 夏期平均 森林蓄積 夏期日最 夏期前月 寄与率

数 気 iliil. 大降水量 平均流量 の計

p、 t, w X守 y 

標準凶帰係数 0.593 0.016 0.336 0.208 0.213 

5 寄与率A(%) 43.4 1.2 ( ) 24.6 15.2 15.6 100.0 

寄 与の順位 lf立 5位 2位 4位 31立

4 寄与$B (%) 51.5 1.4 （一）29.1 18.0 100.0 

寄与 の順位 1 f立 4位 2f立 3位

本報は森林の洪水調節機能を明らかにすることを目的に報告しているが，表

14の結果から，夏期洪水流量に対する森林蓄積の寄与は 3割弱程度であり，流

域の森林蓄積の増加が洪水流量の調節に役立つことがわかった。

1狙あとがき

森林に対する社会的要請は，水源酒養機能を中心とした公益的機能の向上に

あるので，水源滴養機能の実態を正しくとらえて，それに沿った森林管理がな

されることが望ましし、。しかしこれまでの研究によって，森林の水源滴養機

能の実態を正しくとらえたとは言いがたいのが実情であるから，森林管理が水

源酒養機能の向上を目指したものとなっているかは不明である。

そこで，本報は森林と水の関わりを長年にわたって調査研究してきた一人と

して，森林の水源緬養機能の一面である洪水調節機能を調査研究したものであ

る。

森林の洪水調節機能についての調査研究は見受けられるが，これまでの調査

流域の規模は小さいことが多く，洪水災害が問題となる面積規模での研究報告
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は少ない。

小生は，これまで北海道～関東地方の水源地に位置する多目的ダムを対象に，

洪水調節機能の研究を行なってきている。

筆者の基本的考え方として，河川流量が増加する原因の第 1は降水量が大き

い（多雨）ことであり，第 2は低温や疎な林分に基づく蒸発散量の減少である

としその考えを，ここでは「水収支説」と呼んでいる。

本報はその水収支説によった調査研究であるが，利根川水系の矢木沢ダムに

ついて調べた結果の報告で、ある。

結果の概要は下記の通りである。

1. 夏期洪水流量が近年に至って， 30m3／秒程度減少しているが，その

原因の一つが夏期降水量が以前より lOOmm程度減少していることに

よると推察された（表 4）。

2. 森林蓄積は解析前期（矢木沢ダム運用以前）が最も大きく， I期が

最小で，近年 cm期）では解析前期に近づきつつあることが推察され

る（表 4）。

3. 夏期平均流量の解析には重回帰式を用いたが，その影響因子は夏期

降水量，夏期平均気温，森林蓄積及び夏期前月平均流量の 4説明変数

としたが，夏期平均流量に対する寄与の順位は， 1位が夏期降水量， 2

位が夏期前月平均流量， 3位が森林蓄積， 4位が夏期平均気温であった0

4. 夏期豊水時流量の解析にも重回帰式を用いたが，その影響因子は夏

期降水量，夏期平均気温，森林蓄積及び夏期前月平均流量の 4説明変

数としたが，夏期豊水時流量に対する寄与の順位は， 1位が夏期降水

量， 2位が夏期前月平均流量， 3位が夏期平均気温， 4位が森林蓄積で

あった。

5. 夏期洪水流量の解析にも重回帰式を用いたが，その影響因子は夏期

降水量，夏期平均気温，森林蓄積，夏期前月平均流量及び夏期日最大

降水量の 5説明変数としたが，夏期洪水流量に対する寄与の順位は， 1

位が夏期降水量， 2位が森林蓄積， 3位が夏期前月平均流量， 4位が夏

期日最大降水量， 5位が夏期平均気温，であった。

以上の結果から，洪水流量に及ぼす森林の影響は夏期平均流量や豊

水時流量に比べてより大きくなる傾向が認められ，夏期前月平均流量
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の因子を無視すると，森林蓄積は洪水流量を 3割程度調節する機能が

可能と考えられる。

夏期洪水流量に対する寄与の 1位が夏期降水量であることは容易に

理解できたが，森林蓄積の寄与が2位であり，その影響も 3割と大き

いことが判ったので，森林の洪水調節機能が当該流域で検証されたと

思われる。

6. 矢木沢ダムの場合，近年における夏期の降水量の減少と，森林蓄積

の回復によって，近年においては洪水災害は以前に比べて少ないと推

察される。すなわち，森林管理は洪水調節を増強する方向に進んでい

ることが認められる。

ただしこのような検証を他の多目的ダムでも行なって，森林の洪水調節機

能の実態を明らかにしたい。

森林と水の関わりの注意点を述べると，森林の水源酒養機能には二面性があ

り，それは洪水調節機能と渇水緩和機能であるが，その両面を同時に満足させ

る森林施業は現実問題として不可能に近いと思われる。

したがって，水源林は洪水調節機能を優先させる森林施業か，渇水緩和機能

を優先させる森林施業かの選択となる。

どれを選択するかは当該の中・下流域の実情によるが，わが国のように，洪

水調節機能と渇水緩和機能を両立させねばならない気象・地形条件下では，森

林管理のみでは両立が不可能であるから，それを補完する手段として治水ダ

ム・利水ダムの併用が考えられる。

洪水調節機能を優先させる水源林は密な林分（蓄積大，壮齢・老齢林を主体

とした林分で長伐期施業）を維持させることであり，渇水緩和機能を優先させ

る水源林は疎な林分（蓄積小，壮齢・幼齢林を主体とした林分で短伐期施業）

を維持させることである。
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