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流域の水利用と水源林の必要面積

近嵐弘栄

I はじめに

流域の水利用と水源林の適正配置について考える場合，水源林と貯水池との

相互補完的な関係が強いことは従来から論議されてきたところである。本誌31

巻 1号で，筆者は日本の気候帯を代表する 4つの森林流域試験地を例にとり，

その降雨・流出量の観測資料を用い，水利用の形態としては，（1）生活用水・工

業用水，（2）水田用水の 2つのパタ ーンについて，濯甑期間における流域からの

流出量の利用率別に見た必要森林面積と，その必要森林面積に対応して必要な

貯水池規模の関係について検討した結果を明らかにした。

しかし検討した期聞が濯甑期間だけであり，しかも 1年区切りであったた

め，各年における水資源の必要面積と貯水池規模の関係については明らかにな

ったものの，長期的な降雨・流出量の変動の影響までとりいれて検討していな

かった点が問題として残っていた。

そこで，今回は流域の水需給と水源林の配備，および貯水池規模の問題を，

やや長期的にとらえることにし通年的な利用形態である生活用水・工業用水

を基本にして，水田の濯甑用水は季節的な水利用として別途検討し，両者を合

わせて流域全体の水需給をみていくことにした。

本論の目指すところは，流域内の森林が居住用地，農用地，スポーツ施設等

大規模な開発の対象となったような場合，水利用の立場から流域に残すべき最

低限度の森林面積，代替施設として必要な貯水池の規模，およびその設置の可

能性等を総合的に判断するにあたっての理論的な基礎を設けることにある。



2 

JI 水文資料

検討に用いた資料は，農林水産省森林総合研究所宝川試験地の初沢と本流の

2流域の流況資料である。この 2流域は群馬県利根郡水上町の利根川源流部に

隣接して位置しその概要は表 1の通りである。

なお，用いた資料の観測期間は初沢，本流とも 1938～1947年の10年間のもの

である。

皿 流域の水利用と貯水池規模の考え方

流域における土地利用は極めて変化に富んでいて， 一定のパター ンといった

ものはないが，ごく一般的に見ると，上流は急傾斜の山地で、その多くは森林で

あり，その下流が傾斜を有する農用地，その下流は水田，集落等の居住地とし

て利用されている場合が多い （図 1）。

大きな河川の流域には河口に大都市が発達していると考えられる。従って，

水の利用から見れば，最上流の山地森林流域へ降った雨水は農業用水，生活用

水，工業用水等として逐次利用され，河口に至ると見ることができる。

流域からの流出量は降雨などの気象条件により日々変化する。従って，ダ

ム，貯水池等の貯留設備を持たす．にこれを利用しようとすれば，その流出量の

最小量を基準にしないと安定した利用が望めない事になる。

生活用水や工業用水などは，毎日の利用量が比較的一定しており，通年的に

利用されるが，利用量が少ないうちは流域からの日流出量の範囲内で賄う事が

でき，井戸水など地下水利用と合わせて必要量を満たしている場合が多いと思

われる。

しかし毎日の水利用量が多くなり，ある限度を越えると自然の流量だけで

表 1 宝Ill試験地の額要

試験流域名 所在地 流域（h面a)積 林況 年（降m水m)量 年（流mm出）量

初沢
群馬県

117.90 
広葉樹80%

2,126.3 1,754.84 
水上町 針葉樹20%

本流
，， 

1,905.66 初沢ほに 4,218.9 2,931.66 ，， ほ同じ
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図 1 流域と土地利用

は不足になりダム等の貯留設備（以下貯水池という）によ って調節する必要が

生じてくる。その貯留量は，一般的にいって利用率を高めようとすれば大きく

とらなければならないことは当然であるが，降雨量と流出量は季節によ って変

化しまた多雨年，寡雨年など年によっても大きく変化するから，利用期間に

よっても大きく異なってくる。気候変動を考慮すれば，用いる水文データは長

いほどよいことになるが，データの普遍性や整理の手間などの関係から， 一応

10年を目処にしたものである。

計算期間としては，流域別に濯甑期間の始めから次の年の擢甑期間の始まる

前までを l年の区切りとした。流域により濯甑期聞は早い遅いがあるからそれ

ぞれに異なっていることになる。水の利用率は，流域別の流出量に対して考え

ることとし，少なくとも 10年以上の平均流出量に対して100%から 5%刻みで

減少させていき，最低は 5%とした。

その年流出量を毎日均等に365分の lずつ利用するものと仮定した。

水の利用率が 0%であれば貯水池は不要になる理であるが，利用率を高めれ

ば貯水池も大きな容量が必要になる。その必要な貯水池の規模を求めるにはマ

スカーブ法を用い水の利用別に計算した。また，計算の前提として，貯水池は

始め満水状態にあるものと仮定した。
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潅殺期の初日～次の注統期の始まる前日

1日の過不足量（血血）＝I日の必要水量（mm）一流域の日流出量（mm)

yes－「
no 貯水池の容量=O

図2 7 スカ ーブ法のフロ チャート

マスカーブ法は，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る方法である。貯水池の日流入量から必要と

する日利用量（放流量）を差し引き，不足が生じる場合の不足量の累積値の最

大を求めるが，貯水池の規模が大きいほど無効放流が少なくなるため，利用率

を高めることができ，また，利用率を高めるためには貯水池の容量を大きくす

ることが必要になる（図 2）。

長年月を考えれば，夏冬等年間の流出量の変動が大きく，また多雨年，寡雨

年等年次別の変動が大きいほど安定した水利用には貯水池規模を大きくとる事

が必要になる。
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lV 宝川試験地初沢と本流の水文資料を用いた水利用と必要森

林面積および必要貯水池規模との関係

1. 生活用水・工業用水などの場合

(1）生活用水・工業用水の利用人口から必要な森林面積を考える場合

流域における水の利用は，通常図 1のように各種の水利用が混在している

が，ここでは単純化して流域と水の利用が貯水池をはさんで図 3のように直接

結びついているものと仮定する。

生活用水，工業用水の使用量は通常別々に扱われているが，水源林との関係

で見る場合には，通年的に使用量がほぼ一定しているので，ここでは両者を合

わせ人口に比例するものとみなした。

生活用水は，全国平均的な量として，

300 l／人／日

工業用水は，同じく，

300 l／人／日で合わせて600l／人／日，即ち0.6m3／人／日と仮定する。

図3 生活用水・工業用水利用の模式
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人口10,000人として，年間の水使用量は，

10,000 x 0.6 m3×365日＝2,190千 m3

これを森林からの流出量で賄うと して，必要とする森林面積は，

1) 初沢の場合

①水の利用率100%，即ち流出量を全部利用できるとして，

1 ha当りの年間の流出量は，

1haX1,754.84 mm×100%=17,548. 4m3 

必要な森林面積は，

2,190千 m3÷17,548.4 m3/ha=124.8 ha 

②以下，利用率75%の場合は

2,190千 m3+(17,548.4 m3/ha x 0. 75) = 166.4 ha 

③利用率50%の場合は 249.6 ha 

④ 25%の場合は 499.2 ha 

① 5%の場合は 2,496 ha が必要になる。

2) 本流の場合

①水の利用率100%として，

1 ha当りの年間流出量は

1 ha×2,931.66 mm×100% =29,316.6 m3 

必要な森林面積は

2,190千 m3÷29,316.6m3/ha=74.70 ha 

②以下，利用率75%の場合は

2,190千 m3÷ （29,316.6m3/ha×0.75) =99.6 ha 

③利用率50%の場合は 149.4 ha 

④ 25%の場合は 298.8 ha 

⑤ 5%の場合は 1,494.1 ha 

両流域における水の利用率と必要森林面積との関係を図 4(1),(2）に示す。

初沢，本流とも貯水池がないものと仮定すれば，最小の日流量によって水の

利用が制約されるこ とになるから，この水文資料の期間の10年間では，

初沢1947年 8月25日0.02mm／日

本流1946年 3月17日0.36mm／日

因みに必要とする森林面積は，

初沢の流況で
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図4 流出量の利用率別必要森林面積 （人口10,000人当り）

2,190千 m3÷ （1ha ×0.02 mm×365) =30,000 ha 

本流の流況で

2,190千 m3÷ （1hax0.36mm  x 365）ニ1,667ha 

となる。

100 

100 

(2) 森林面積から工業用水・生活用水の利用可能限度を考える場合

ここに面積1,000haの森林流域があり，この流出水によ って前述の生活用

水・工業用水の需要を賄 うものと仮定する。また，日流出量は宝川の初沢，本

流の流況と同じと仮定する。

1) 初沢の場合

年間の流出量は，

1,000 ha×1, 754.84mm=17,548.4千 m3

①水の利用率を100%として，この流出量で工業用水・生活用水の需要を賄い

得る人口は， 1人当り0.6m3／日×365日＝219m3／年で‘あるから，

17,548.4m3÷219 m3／人＝80,130人となる。

②以下，利用率が75%の場合
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17,548.4 m3X0.75÷219 m3／人＝60.097

①利用率50%の場合 40,065人

④ 25%の場合 20,032人

⑤ 5%の場合 4,006人

となる。

2) 本流の場合

年間の流出量は，

1,000 ha×2,931.66 mm=29,316.6千 m3

①水の利用率100%として，この流出量によって需要を賄い得る人口は，同じ

く1人当り0.6m3／日×365日＝219m3であるから，

29,316.6千 m3÷219m3／人＝133,866人

②以下，利用率75%の場合

29,316.6千 m3×0.75÷219m3／人＝ 100,399人

①利用率50%の場合 66,933人

① 25%の場合 33,466人

⑤ 5%の場合 6,693人

となる。これらの関係を図 5(1),(2）に示す。

(3) 水利用率と必要貯水池の規模

宝川試験地初沢の年平均流出量は1,754.84mm／年，本流流域は2,931.66

mm／年で、あるが，これらの流出量に対して利用率を100%から 5%刻みで5%

まで減少させた場合に必要な貯水池の規模をマスカーブ法を用いて10年間連続

して計算し，各年の計算値のうち， 100%,75%, 50%, 25%の場合の変化を図

6(1)' (2）に示した。この場合，濯概期間の始まりは 6月 1日とし，翌年の5

月31日までを l年の計算期間としている。

利用率別の最大必要貯水池規模は表2のようになる。

必要貯水池規模が最大となる年次は，同じ水の需要を前提としても流域によ

り異なり，また，同じ流域でも利用率によって必要貯水池規模が最大となる年

次が異なってくる。水の利用率と貯水池規模との関係を図 7(1),(2）に示す。
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図5

流域からの流出量の利用可能の限度

流出量からみた場合

この計算では貯水池は当初満水状態にあるとしているが，この条件を満たす

には水の利用率が100%では流出量がすべて利用されるため，余分の水が無い

ので，貯水池を満たす機会がない事になる。そこで，その貯水池の規模が年平

均流出量の何%にあたり，それを何年で満水にもっていくかということで，そ

(4) 
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図6 初沢流威の年度別流出量と水利用率別に必要な貯水池の規模 （mm)

表 2 水利用率別の最大必要貯水池規模

(1） 初沢の場合

水の利用率（%） 貯水池の規模 （mm) 出現年次 （年）

100 1,370.6 1943 

75 641.6 1939 

50 281.5 1939 

25 61.8 1944 

5 3.9 1938 

(2） 本流の場合

水の利用率（%） 貯水池の規模 （mm) 出現年次 （年）

100 2,232.5 1942 

75 1,045.5 1938 

50 510.9 1938 

25 169.9 1943 

20 114.6 1943 

5 0.2 1945 
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図7

の分を水の利用率から差しヲ｜し、てその残りを水利用可能の限度と考えればよい

事になる。

初沢の場合100%利用の最大貯水池規模は，表 2(1）から1,370.6mmである

が，これは初沢の年平均流出量1,754.84m m  に対して，

1370.6 mm÷1,754.84 mm=78.1% 

これを満水にするのには確率論的に考えて，

3年を目処にすれば，水の利用率はそれに応じて，

100%一（78.1%ι3年） =74.0% 

5年を目処にすれば
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100%一（78.1%÷5年）=84.3% となる。

本流の場合100%利用の最大貯水池規模は，表2(2）から2,232.5mmである

が，これは本流の年平均流出量2,931.66mm に対して，

2,232.5-7-2,931.66= 76.2% 

これを満水にするのに

3年を目処にすれば，水の利用率はそれに応じて，

100%一（76.2%÷3年） =74.6% 

5年を目処にすれば，

100%一（76.2%÷5年）=84.7% となる。

2) 貯水池規模からみた場合

水利用を制約する要因としては貯水池の規模がある。

貯水池を設けるには適当なダムサイトが必要で、あるが，その適地は限られて

おり流出量の利用限度に見合うほどの規模の貯水池は確保できない場合が多

し、。

宝川試験地のある群馬県内の既設の主要ダム26ヵ所を選び，集水面積と有効

貯水量の関係をみると，有効貯水量の集水面積に対する平均水高は228mm

で，これは例えば利根川の流量観測所岩本地点の年平均流出量1,510mmの約

15%に，また，八斗島の1,166mmの20%に当る。ダムの建設は様々な要因で

困難になってきており，今後の水利用の計画には既設のダムのほか，計画中の

ダム，ダムサイトの適地等も合わせて検討する必要がある。今後の水利用の増

進にはこの貯水池の確保が要になろう。集水面積に対してかなり大きな貯水量

をもっダムもあるので，貯水池の規模からみた水利用の限度としては，年平均

流出量の20～30%，平均して25%程度が目処になる。

2. 水田用水の場合

水田用水は，流域ごとに謹甑期間において利用され，期間が限られるため生

活用水，工業用水とは別に扱う必要がある。また，水田用水は回面への降雨に

よる自賄い分の水があるため，その分を差しヲ＇＂、た不足分を供給すればよいこ

とになる。

水田の濯甑期間は流域によりかなり異なるが，濯甑方法と育苗技術の進歩な

どもあって，以前に比べかなり早くなってきているようである。

生活用水・工業用水の場合と同様に，水の供給と利用の関係を単純化し，図
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最大湛水深（70rnm)

図8 水田用水利用の模式図

8のように森林と水田が直接的に対応しているものと仮定する。山地流域から

の年間流出量に対して，選甑用水としての利用率を変化させた場合， 1haの

水田の濯甑に必要な森林面積と貯水池の規模との関係をマスカーブ法を用いて

検討してみた。

水文資料は，生活用水 工業用水の場合と同様に，宝川試験地初沢と本流の

ものを使用した。濯甑期間は 6月1日から94日間としその最初に 5日間の代

かき期聞を含むものとする。

水田用水には反復利用もあり，パターン化するのは議論の分かれるところで

あろうが，ここでは，ご く単純化した 1次利水を想定し，次のよ うな考え方を

しTこ。
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水田の生育用水： 20mm／日

代かき用水： 150mm/5日間

水田の有効雨量率は，降雨量が 5mm／日以下の場合は O，降雨量が 5～80

mm／日の場合は 5mmをこえる場合について80%,80 mm／日以上の場合は80

mmまでについて 5mmをこえる分は80%,80mm以上は 0 とした。

水田の基準湛水深は35mm，最大湛水深は70mmとした（図的。

計算の手順は次のようにする。すなわち，

① 始めの貯留量は Oーとし必要とする用水量を毎日補給する。

② 水田の有効日雨量が日用水量をこえるときは用水の補給をせず，余った

分は翌日へ持ち越される。

① 2日目以降の有効雨量は前日分と合わせて70mmを限度として貯留され

る。

④ 用水の補給量は，貯留量から日用水量を逐次差し引き，基準湛水深に不

足量が生じたときに必要な量とする。

① 濯瓶期間における総不足量を要補給量として算出する。

⑥ 森林からの流出量に対して， 利用率別に水田 1haに対する必要森林面

積を算定する。

(1) 水田面積から必要森林面積を考える場合

まず，初沢と本流の1938～1947年の10年分の降雨流出量のデータを用いて，

1 haの水田の濯瓶に必要な森林面積を検討した。両流域からの流出量に対す

る水利用率別の必要森林面積は図9(1),(2）に示す通りである。

水田用水の場合は，生活用水－工業用水の場合と異なり，水田への必要補給

水量が各年の雨量により異なるので，水利用率別の必要森林面積も各年ごとに

異なった関係を示している。

水利用率別の必要森林面積が最も多い1943年の例をみると表 3のようにな

る。

図9(1),(2）にみるように，各年次による違いはあまり無いが，流域別にみ

ると，当然ながら年流出量の多い本流の方が 1haの水田の濯概に必要な森林

の面積が少ない。
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図9 流出量の利用率別必要森林面積（水田 1ha当り）

表3 水利用率別の水田 1ha当りの必要森林面積

必要森林 面積
水利用率（%）

初沢（ha) 本流（ha)

100 1.035 0.619 

75 1.380 0.826 

50 2.070 1.239 

25 4.140 2.478 

5 20.699 12.390 

(2) 森林面積から水田の濯瓶可能面積を考える場合

100 

100 

ここに 1haの森林流域があり，その流出水によ って水田の獲瓶を行うもの

と仮定する。

日降雨量，日流出量は宝川初沢 ・本流の流況と同じものとする。 (1）の場合と

逆の関係になるので，各年ごとに異なった関係を示すが，水利用率別の濯瓶可

能面積が最も少ない1943年の例をみると，表 4のようになる。

この1943年の例を図10(1),(2）に示す。

(3) 水利用率と必要貯水池規模

生活用水・工業用水の場合と同様に，水利用率別の最大貯水池規模を計算し
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表 4 水利用率別の森林 1ha当り獲甑可能面積

理E瓶可能面積
水利用率 （%）

初沢（ha) 本流 （ha)

100 0.966 1.614 

75 0. 725 1.211 

50 0.483 0.807 

25 0.242 0.404 

20 0.193 0.323 

15 0.145 0.242 

10 0.097 0.161 

5 0.048 0.081 

(1）初沢

水田 0.8 1938 

面 0.6
積
(ha) 0.4 

0.2 
／／  

0 5 25 50 75 100 

水利用率 （%）

(2）本流

ト6 1938 

1.4 

水 1.2
回
面 1.0

積 0.8

(ha) 0.6 

0.4 

0.2 

0 5 25 50 75 100 
水利用率（%）

図10 水利用率別の潅瓶可能水田面積
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図11 初沢流妓の年度別流出量と水利用率,IJIJに必要な貯水池の規模（mm)

表 5 水利用率別の最大貯水池規模

最大貯水池規模
水利用率（%）

初沢（mm) （年次） 本流（mm) （年次）

100 1,638 (1943) 2,409 (1942) 

75 1,199 (1943) 1,676 (1942) 

50 761 (1943) 948 (1942) 

25 322 (1943) 302 (1943) 

20 235 (1943) 220 (1943) 

15 153 (1943) 141 (1943) 

10 78 (1943) 70 (1943) 

5 27 (1943) 10 (1943) 
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た。但しこの場合は，濯甑期間だけが対象であるため，各年独立した計算が

可能で、，翌年への影響は直接的なものは無い事になる。しかし 理解しやすい

ように10年分をまとめて，図11(1),(2）に示した。

水田用水に利用する場合に，水利用率別の最大貯水池規模は表 5のようにな

る。

初沢の流況により， 1,000haの森林の流出量を水田用水として100%利用す

る場合，表4から， 966haの水田の濯甑が可能で，その場合表 5から16,380

千 m3の貯水池が必要である。 50%では483haの水田の濯瓶が可能で貯水池は

7,610千 m3,5%では48haの水田の濯甑が可能で， 270千 m3の貯水池が必要に

なる。

本流の流況により，同じくし000haの森林の流出量を水田用水として100%

利用する場合， 1,614haの水田の濯減が可能で，その場合24,090千 m3の貯水

池が必要になり， 50%では807haの水田の濯甑が可能で，貯水池は9,480千 m3,

5%では81haの潅甑が可能で，100千 m3の貯水池が必要になる。

(4) 貯水池規模と流域からの流出量の利用可能限度

生活用水 －工業用水の場合と同様に，この計算は貯水池が当初満水状態にあ

るものと仮定しているが，水田用水の場合にもこの条件を満たすには，水の利

用率を100%からかなり下げて，余分の水を貯水に回す必要がある。水田用水

は利用が濯概期間に集中し，しかも用水量が多いので，非濯甑期間の流出水を

貯水池に溜め，濯甑期間の流出水と合わせて利用するこ とが一般的であるが，

生活用水・工業用水の場合と同様に， 3年ないし 5年を目処に利用率を20～

30%低くおさえることが流出量の利用可能限度になろ う。

濯甑期間における初沢と本流の流出量が年間の流出量に占める割合は表6の

ようになる。

初沢で濯甑期間の流出量は10年の平均で年間の14%，本流では32%であり，

非濯甑期間の流出量を利用しなければ水田用水の利用率を上げることはできな

いことになる。

表6 年間の流出量に占める穣瓶期間と非潅甑期間の流出量の割合

初沢

本流

濯瓶期間（%）

240.56(14) 

973.69(32) 

非濯甑期間（%）

J ,511.7 J (86) 

2,089.50(68) 

(1938～1947) 

年 間

1,752.27(100) 

3,063.19(100) 



3. 生活用水 ・工業用水および水田用水を併

用する場合に必要な貯水池規模

生活用水・工業用水等通年的で変動の少

ない利用形態と，水田用水のように濯甑期

間に限られる季節性のある水利用形態と

は，通常同じ流域の水源に依存しているた

め，流域別に特定の水利用についてだけ取

り上げて考える事はできない。そこで，こ

の研究で森林と貯水池の関係を定量的に考

えるにあたっては，水の利用形態別に分割

して検討し両者を合わせて流域全体の水

利用と必要な森林面積および貯水池規模を

求めることにした。その流れを図12に示

す。

このフローチャートは，水の需要側から

必要とする森林面積と貯水池の規模を求め
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生活用水・
工業用水

水田用水

水利用人口 ｜｜ 水図面積

必要森林商積②
と

貯水池規模④

生活用水工業用水
水田用水の全利用量
に対する

必要森林面積と ①＋② 
必要貯水池の規模 ③＋④

図12 各種水利用に対して必要な

森林面積と必要貯水池規模算

定のフローチャート

るものであるが，流域の森林面積から逆に水利用人口と水田面積を算定するこ

ともできる。その例を次に述べる。

v 具体的な流域における計算例

具体的な例として，前述の宝川試験地の初沢と本流を取り上け．てみる。両流

域とも昭和10年頃から国有林内の森林水文試験地として使用されてきた関係

で，貯水を目的としたダム等はなく，量水のための小規模の堰が設けられてい

るだけであるが，ここに貯水池を設けた場合の水利用はどの程度可能であるか

を推定してみる。初沢については小面積の流域なので，生活用水工業用水と

しての利用を，また本流については生活用水・工業用水のほか水田用水として

利用する場合に限界となる人口，水田面積を算出してみることにする。

生活用水・工業用水は0.6m3／日，水田用水は 1次利水で20mm／日と代かき

用水150mm/5日，合計1,930mmとする。

水利用率としては工業用水・生活用水，水田用水ともに流出量の利用限界と
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しての75%と，各々の流域の貯水池規模による制約からくる利用率を用いるこ

とにする。

1) 初沢の場合

①流出量の利用率の上限を75%とおいた場合の森林 1haあたり の年間の流出

量は，

1 ha ×1,754.84 mm×0.75= 13,161.3 m3/ha 

流域からの年間流出量は，

117 .9 ha ×13,161 3m3/ha=1,552千 m3

生活用水・工業用水の 1人当り年間消費量は，

0.6 m3／日×365日＝219m3 

賄いうる人口は，

1,552千 m3÷219m3／人＝7,087人

この場合，必要貯水池の規模は，表 2(1）で75%の場合は641.6mmであるか

ら，

117 .9 ha ×641.6 mm=756千 m3 となる。

①水利用率を貯水池規模からみた場合

初沢は，宝川の本川との合流点に堆積地があって，あまり大きな貯水池は設

けられなし、。

地形図から見て，少し上流で複数のダムを設けても70千 m3～80千 m3の貯

水量が限界と見られるが，これは流域の水高に直すと，

80千 m3÷117.90 ha=68 mm 

となり，表 2(1）でみると，貯水池規模からくる水利用率は25%程度になる。

森林 1ha当りの年間流出量は，

l ha ×1,754.84 mm×0.25=4,387.1 m3/ha 

流域からの年間流出量は，

117.9 ha ×4,387.1 m3/ha=517千 m3

賄いうる人口は，

517千 m3÷219m3／人＝2,361人 となる。

結局，水利用の制限要因は貯水池規模によることになり， 2,316人の小規模

な集落の生活用水 工業用水を賄う に足るだけとい うことになる。この流域の

ある水上町の人口は7'150人であるが，その 3分の l程度に当ることになる。

2) 本流の場合
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生活用水・工業用水

①流出量の利用率の上限を75%とおいた場合の森林 lhaあたりの年間の流出

量は，

1haX2,931.66 mm×0. 75=21,987 .4 m3 

流域からの年間流出量は，

1,905.66 ha ×21,987.4 m3/ha=41,901千 m3

生活用水 ・工業用水の l人当り年間消費量は，

0.6 m3／日×365日＝219m3 

賄いうる人口は，

41,901千m37219m3=191,329人

必要貯水池規模は， 表 2(2）で75%の場合は， 1,045.5mmであるから，

1,905.66 ha ×1,045.5 mm=19,924千 m3 となる。

②水利用率を貯水池規模からみた場合

本流流域にどの程度の規模の貯水池が設置可能であるかは調査資料がないの

で類似の流域面積をもっ他のダムの例から，仮に2,100千 m3とおいてみる。

これは流媛の水高に直すと，

2, 100千 m3÷1,905.66ha=110mm 

となり， 表 2(2）でみると貯水池規模からくる，水利用率は20%程度になる。

森林 1ha当りの年間流出量は，

1 ha ×2,931.66 mm×0.20=5,863.32 m3 

流域からの年間流出量は，

1,905.66 ha ×5,863.32 m3/ha=ll,173千 m3

賄い うる人口は，

11, 173千 m3÷219m3／人＝51,018人となる。

結局，初沢と同様に水利用の制限要因は貯水池規模によることになり，

51,018人の小都市の生活用水・工業用水を賄うに足るということになる。下流

の沼田市の人口は46,841人であるが，これに近いことになる。

水田用水

①流出量の利用率の限界を75%とおいた場合の森林 1ha当りの瀧甑可能面積

は，表 4から本流の場合は1.211haであるから，

本流流域全体からの流出量による潅甑可能面積は，

1,905.66 ha ×1.211=2,308ha となる。
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この場合の貯水池規模は，表 5の水利用率75%の場合で，1,676mmである

から，

1,905.66 ha ×1,676 mm=31,939千 m3 となる。

②貯水池規模からみた場合

本流流域で設置可能な貯水池の規模は，前述のごとく 2,100千 m3で，水高に

直すと 110mmである。

表 5で，可能な水の利用率は10～15%で，仮に12%とおくと表 4から森林 1

ha当りの擢甑可能な水田面積は，やはり 10～15%の中間で0.2ha程度となる。

従って，本流からの流出量により濯甑できる水田の面積は，

1,905.66 ha ×0.2=381 ha となる。

この面積は，水上町の水図面積60haと，下流の月夜野町の水図面積300ha 

を加えたものにほぼ見合うことになる。

従って，本流の流出量によって51,018人分の生活用水 工業用水か， 381ha 

の水田の濯甑かのどちらか，またはこの両方の組み合せが可能であることにな

る。

実際の流域では，森林と各種の用水の利用が単独に結びついているわけでは

なく，水田の他に畑地，樹園地などの用水もあり，これらを合わせて考察する

必要があるが，この場合は使用量の多い水田用水をモデル的に取り上げたもの

である。

開発行為によって森林の面積が減少するような場合，こうして計算を行うこ

とにより，水需給のノくランスがどのように変わるかを検討することができる

が，その場合，一般には水の利用率の増加という形で表すことができると考え

られるので，必要な貯水池の規模も大きくなり，その貯水池が設置可能かどう

か検討する必要がある。

水の利用率と水利用の安全性という事にも一定の基準を設けておく必要があ

ろう。

なお，この計算は比較的小面積の流域についての検討に有益であって，大河

川については他の複雑な要素例えば用水パターンの複雑さとか広域的な水の需

給などもあって，こうした単純な考え方は適用困難な場合が多いと予想され

る。

従って，当初に受益対象から流域の範囲を定め，その中での水収支について

考察する方が合理的であろう。
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大流域の下流に進めば，水利用は水田や畑，樹園地など農地からの流出水

や，住宅地や道路などからの流出水も合わせて行われているので，森林だけを

とりあげて論ずるのは片手落ちの感もあるが，安全な水とし、う意味もあり，森

林保全的な考え方からもこうした検討は必要と考えられる。

V1 おわりに

水源林の適正配置について考える場合，森林伐採の影響が問題になるが，森

林伐採により，通常は森林が復旧するまでの期間，流出量が増加するので，貯

水池規模は小さくてすむことになる。しかしその状態を基準にして水利用の

計画を立てるのは問題があろう。最近の森林施業は大面積伐採は避けている

し，水収支の面からみれば伐採の影響の残るのはそれほど長くはない。従っ

て，森林が成立している状態を基準にすべきものと考えられる。本論は，首都

圏の水源である利根川上流の宝川試験地の水文資料によ っているが，気候帯の

異なる地域についても検討することにより水源森林の適正配置の基準化が期待

できるのではなし、かと考えられる。一つの試案として諸賢のご意見とご批判を

仰ぎたし、。

参考文献

近嵐弘栄（1987）：水源林と貯水池．水利科学，第31巻，第 1号， pp.39～53 

科学技術庁資源局 （1959）わが国水源地帯の流況資料 資源局資料第26号， pp.14～ 

15 

農林省林業試験場（1961）：本場宝川試験地森林理水試験地観測報告（日降水量・日

流出量），農林省林業試験場， pp.119～171 

大谷賞三 （1991）：水系,81］ダム施設現況．ダム年鑑，財団法人日本ダム協会，pp.100～ 

104 

（新潟大学農学部教授 ー農学博士）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

