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1. はじめに

「緑のダム」に対する賛否の議論が行われている。森林でおおわれた山腹斜

面にある土壌が雨水貯留による洪水緩和機能を担うこと自体は学会でも広く理

解されている(鈴木， 1996;谷， 2006)が，それには限界があると説明される

ことが多い。日本学術会議 (2001)による答申(平成13年11月「地球環境・人

間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について(答申)J) は，

「治水上問題となる大雨のときには，洪水のピークを迎える以前に流域は流出

に関して飽和状態となり，降った雨のほとんどが河川に流出するような状況と

なることから，降雨量が大きくなると，低減する効果は大きくは期待できな

い。このように，森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが，大洪

水においては顕著な効果は期待できない。Jと述べている。また，古谷 (2004)

は，洪水緩和機能が植生ではなく土壊の効果で、あることを確認した上で，降雨

規模の大きい大出水においては降雨総量と洪水総量が相等しくなるという例を

挙げ，土壌の洪水緩和機能がなくなってしまうことを指摘している。森林は河

川の洪水・渇水を緩和すると信じられているのは日本だけではないが，海外で

も，水文学研究者の間においては 降雨流出応答を平準化する森林の効果に対
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して論争が続いており，どちらかと言えば懐疑的といえる (Calder，1999; 

Calder et al.， 2007) 0 例えば. Bradshaw et al. (2007)は，森林の洪水発生頻

度に対する影響について検討して，発生頻度は天然林の残されている流域で低

く，森林消失面積説合の大きい流域で高いと述べている。ところが， van Dijk 

et al. (2009)は，間じデータを再解析して，森林や森林消失を持ち出すまで

もなく，人口密度の多寡が洪水発生を説明すると結論づけた。また，

Laurance (2007)は，台風やサイクロンのような極端現象においては森林の

洪水に対する影響は疑問であるとした。また. FAO (国際連会食糧農業機関)

の報告書 (2005)では，森林土壌がスポンジのように水を一時貯留する機能

は，こうした極端現象に対しては無視して良いとされている。

さて， r緑のダムJが森林の貯留効果とみるか，土壌の貯留効果とみるか，

土壌も基岩も河道もすべて含む(ただし人工構造物である溜池やダムは除

く)流域の自然貯留効果なのか，非常に暖昧なままに議論が進められる領向が

あるが，これらの違いを意識した上で¥流域が持つ貯留効果が洪水緩和機能と

してどの程度寄与するかどうか，来たして土壌はどのような役割を受け持つの

か，また，森林の役割は伺なのかというように. )11買序よく考えるのが妥当であ

ろう O こう考えたとき，流出特性が地質で異なることは従来から一般的な知見

となっており(志水， 1980;虫明ら. 1981; Holmes et al.， 2002)，流域の貯

留効果は森林と関係の簿い碁岩地質によって担われていることがわかる。した

がって，土壌の貯留効果を論じるのであれば，その地質影響の優位性を認識し

た上でなければならない。筆者は，以上をふまえ 花偶岩と堆積岩地質ごとに

土壌状態、の異なる流域での流出特性の比較解析を行った (Taniet al.， 2011)。

その結果，風化花嵐岩山地は風化基岩が雨水貯留変動効果を持っており，基底

流量の洪水流量に対する割合が大きく，流量が安定している。しかし長期の

森林利用の結果生じたはげ山の場合には，基岩への雨水浸透と蒸発散景の減少

が相殺され基底流量の変化は大きくないが，浸透しなかった雨水は風化基岩表

面の地表顕流となり，洪水どークが著しく大きくなる。これに対して堆積岩山

地の場合は， もともと，風化基岩のような貯留変動の大きい患を持たないため

に，花詞岩山地よりも洪水流量が大きく，基底流量が小さい傾向があるが，森

林土壌が失われた場合には，この傾向が様端になって洪水流量が大きくなり，

かつ，乾燥時には流量がきわめて小さくなって，流出変動が著しくなることが

明らかになった。つまり，この研究は 地質が支配するような基岩での雨水貯
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留変動の効果の他に，土壌による雨水貯留変動の効果があり，この両方の効果

によって洪水流量と基底流量の配分と洪水流のピーク形成が変化すると結論づ

けている O

しかるに， このような土壌の洪水緩和機能が， 日本学術会議 (2001) や古谷

(2004) の指摘するように，降雨総量と洪水総量が相等しくなる場合になくな

ってしまうかどうかは，この論文で明確には論じられていない。そもそも，洪

水緩和機能とはどのように定義したら良いのかに関する方法論的な議論は十分

に行われてこなかったと考えられる。水文学専門家の方々には改めて議論しな

いでも良いようなことかもしれないが，森林成長によって洪水ピークが大きく

低下するとのマスコミ報道もあって(毎日新聞， 2010)，改めて論じておく必

要を感じたため，本稿では，山地における流出応答関係の基本特性と流域水収

支式とに立ち返ることにより，洪水の緩和とは何かについて，方法論的な考察

を加えることにした。

2. 方法論

1) 洪水緩和機能にかかわる 2つの過程の区別

気候が湿潤多罷で地形が急峻な自然条件を持つ日本において， r年間によって

河川流出量はただちに急増してピークに達した後減少するが，降雨がない日が

続いても流出が継続する。こういう時間変化が繰り返されているのであるが，

この降雨流出変換過程には，土壌表面から未風化器岩に至る透水性の異なる層

が関与し降雨波形が流出波形に変換される O したがって，傾斜した箱に砂を

詰めて野外に出した場合にfまから浸み出してくる排水流出というような単一の

場とは異なって，流域には複数の流出場が存在し，長短期の流出変動を形成し

ていると見て良い。いま，ふたつの流出場 AとBがあるとすれば， AとBの

関係が直列の場合と並列の場合があるだろう。 111地における雨水の流出変換に

大きな役割を果たす斜面では，その地表面全面で雨水が湛水せずに地下判こ浸透

できる森林地のような場合は(林道や湿地は考えない)，水平面が複数の場に

排他的に区分されないから，並列的な降雨配分が生じず，互いに直列的関係を

持つ複数の層構造の流出場を鉛直下方へ浸透移動すると考えて良い。しかし，

相対的に透水性の低い鉛直 F方の場へ雨水の一部が浸透通過できない場合に
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は，雨水の一部が相対的に上の!脅かまたは地表面にとどまる。そのようなこと

が起こるには，下方の場の透水性が浸透強度よりも低いか，下方の場が飽和し

ているかが条件になる。ホートン型地表面流は前者の例であり，抱和地表面流

や透水性の低い層が飽和してその上の透水性の大きい場に流れが生じる trans-

missivity feedback (Bishop， 1991)は後者の場合である。基岩上に一時的に

発生する地下水が斜面方向に移動する飽和側方流の発生には両方がかかわるで

あろう (Katsuyamaet al.， 2005)。こうした場合には斜面の水平面がふたつの

流出場に排他的に占有されることになり，雨水の並列的な配分が生じる O さら

に，流出場は同じであっても，保持された水が重力によってはほとんど移動で

きないような細かい間隙，正圧がかかつてはじめて水が進入できるような

間隙(マクロポアー)は，負庄の不飽和条件で

中照的な大きさの関隙に対して，極端に水移動速夜が異なり(はAnd止er玲so叩ne佼t 

al.， 1997; Uchida et a札1.， 2003)，見かけよ異なる流出システムとして扱える場

合もある (Tani，1997)0すなわち，典型的には，細かい間隙は蒸発散でのみ

移動する流出に対する損失として，マクロポアーは洪水流出システムとして，

中間の間隙は基底流出システムとして機能するが物理的な流出場としては，

ひとつの土層でしかないということがあるわけで、ある O

このように，複数の流出場が流出過誌にはかかわっており，流出場が向じで

あってもあたかも複数の流出システムが含まれるような場合もあるわけだが，

少なくとも，降雨に対してその日のうちに流出ピークを迎えるような洪水流出

を生み出す流出システムと，数日以上無降雨が続いているときに流れている基

底流出を生み出す降下町流出変換システムが毘別される O これらのふたつのシス

テムが，具体的な流出場に対応するのかどうかは，上で説明したように，必ず

しも明らかになってるわけではない。しかし山地流域の全体システムは，い

かに単純化しでも先に述べた傾斜した砂箱のような単一の場では近似できず，

複数の降雨流出変換場によって構成されるのである。こうしたことから，洪水

流出から基底流出を連続して再現できる長短期流出モデルは，タンクモデル

(菅原、 1972)のように:rJ!数のタンクで構成されざるを得ないo TOPMODEL 

(Beven and Kirkby， 1979) もHYCYMODEL(福鳥・鈴木， 1986) も，洪水

流出タンクと基底流出タンクがあって。降雨の両者への配分機構が内包されて

いるのは，これを反映している。これらの長短期流出モデルの中に含まれるひ

とつのタンクは，貯留と流量の一対ーの正の相関を持つ関数関係があることを

水事j科学 No.318 2011 
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表現しており，流出メカニズムの複雑さにかかわらず，洪水流出や基底流出の

みが卓越している期間のハイドログラフが，ひとつのタンクで良く再現されて

しまうことを示している。この関数は，通常，指数関数で表現され，流出解析

モデルとして通用してきた。木村 (1961)の貯留関数モデルは，有効降雨を分

離しでさえおけば(遅れ時間を導入して貯留と流出量の関係にあるヒステリシ

スが考慮されてはいるが)，降雨流出応答関係をこの式のみによって再現する

典型的な貯留型モデルであって 日本での河川の洪水解析にこれまで広く用い

られて高い再現実績を挙げてきたのである(日本河川協会， 1993)。

しかしながら，貯留|努数で仮定されているような，流出に影響を及ぼす流域

条件の値が，質的に異なる複数の均質な場からなるシステムから流域の全シス

テムが構成されるという近似が，流域条件が連続的に変化しているひとつの不

均質な場からなるシステムと近似する見方よりも妥当かどうかは，流域の流出

機f茸からみるとはっきりしない (Savenije，201O)。例えば，地下の飽和透水係

数の鉛直分布は，土壌と風化基岩で大きく異なることに注目してふたつの異質

な流出場が存在するとも， Han‘( 1977)が指摘するように深いほとな小さくな

る不均質なひとつの流出場が存在するとも言い難い場合が多く，

TOPMODELでは後者の仮定が利用されている O 本稿では，流出機構はこう

したモデル化しづらい不均質性を持っていることを認識した上で，降雨から流

出への応答に対応して，洪水流出システムと基底流出システムから生産され，

そのふたつのシステムへ雨水が配分されるメカニズムが存在すると考える O メ

カニズム的には，斜面における流出システムは表層下層などの複数の流出場ーか

らなるのかもしれないし不均質な連続場があるのに見かけ上複数の流出シス

テムがあるように見えるだけだと考えた方がよいのかもしれないが，あえて，

均質なふたつのシステムを置くことが，流域の自然貯留を考察するうえで手が

かりとなると判断した。

ι上の考察から，本稿では，対象を洪水流出システムに絞り，流域の自然貯

留に基づく降雨時緩和機能に関して 次のふたつの過程から検討を加えてゆ

く。

洪水流出システムへの降雨の配分

洪水流出システムに配分された昨雨時間変化の流出時間変化への変換

水平IJ科 q~ No.JIS 2011 
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殴 1 竜ノ口山試験地北谷流域におけるー出水の降雨総量と洪

水流出総量の関係 (Taniand Abe， 1987) 
qiは初期流出f差で，流域貯留条件を表す。実線，破線，点線lま，

流出総量がi年間総量に等しいこと.50mm少ないこと. lOOmm 

少ないことを示す。

2) 洪水流出システムへの降雨の配分

流域自然貯留の最大の効果は 短期間に流出する洪水流出成分を無l降雨日に

流れ続ける基底流出成分に闘してしまうことであろう O 森林でおおわれていた

流域が都市化された場合，地下への浸透が極端に小さくなることで自然貯腎効

果が減少することは言うまでもない(角屋・岡. 1971)。もっともわかりやす

く簡便にこの効果を表すことのできる閣として，一出水における降時総量と洪

水流出総量の関係閣がある(図 1参照)。対象とする流域で¥植生や土壌の条

件が大きく変化しないことを前提に置いたとしても，この関係は，降雨前の流

域貯盟条件，降下降条件によって当然変化する。無降時期間が長く続いて流域貯

留量が流出と蒸発散によって減少している場合と比べ.7月の梅雨時のように

雨が続いた場合とでは，降雨総量が向じ場合でも洪水総量は後者の方が大きく

なる。しかしながら，降雨総量が十分に大きい場合は流域は湿潤状態に到達

し降雨前の貯留条件や降雨条件にかかわらず，降雨総量と洪水流出総量の関

係は，両者の増分が相等しい直線上に並ぶ例がみられる(岡本. 1978; Tani 

水平IJ科学 No.318 2011 
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and Abe， 1987)。これは，降雨がほぼすべて洪水流出システムへ配分され，

基底流出システムへ配分される割合がゼロではないが，洪水全体の量からみて

無視できるほど小さくなるということである。降雨から流出への変換システム

は複数あってそれらへの降罰配分が時間とともに変化するのが通常であるが，

こうした大量の降雨後の湿潤な場合に限っては流出システムには観測降雨量そ

のものが与えられると見てよいことになる。図 Iは，森林総合研究所竜ノ口山

試験地北谷流域の例 (Taniand Abe， 1987)であり，洪水前の流域の貯留量を

基底流出量の値で指標化すると，その小さいときは降雨総量が同じでも洪水総

流量が小さい傾向がある O 降時総量が大きい場合は，降雨総量の増分と洪水流

出総量増分が等しいことを表す直線上にプロットが並び¥初期貯留量で切片の

異なる平行直線で表される。この傾向は，貯留関数モデルで用いられる飽和雨

量の考え方の根拠になる(木村， 1961)が，その値は出水前の流域貯留量によ

って変化するわけである。なお，飽和市量が流域の乾湿条何二でブζきく変化する

という図 Iの結果から，この値の大小が流域の森林や土壌などの効果をただち

に反映するとの短絡的な推定(毎日新聞 2010)が妥当でないことが示唆され

るO

ところで，ここで注意しなければならないのは，山地での降雨は一般に標高

が大きくなると増加するが，降雨観測点は低標高点にある場合が多いので，流

域降雨量を過小評価する危険性があることである。 Tani(1996) は，利根川

源流の森林総合研究所の宝川試験地本流流域(面積 19.06km2;襟高780~

1，945m) に置かれた24カ所の雨量計観測データを解析して，尾根沿いと谷沿

いという地形の違いの降雨量差を考慮した上で降雨の空間分布推定し量水:l:I~

地点の雨量に比べて流域全体の南量は平均29%多かったとの結果を得ている O

したがって，降雨がすべて洪水流出に配分されるのかどうかは，降雨データが

流域平均降雨を表しているかどうかの検討を必要とする。 同本(1978)が示し

ている山岳流域の多くで 降雨のすべてが洪水流出になるような傾向が示され

ているが，降雨量の過小評価がこうした結論につながりやすい点は無視できな

いはずである O その意味でに竜ノ口山試験地北谷は流域面積が17.3haと小さ

く，年間水収支からみても妥当な結果が示されている(藤枝ら， 1979)ので，

Tl'{gかに降雨がすべて洪水流出に配分されるとみることができる。また，竜ノ口

山は森林土壌が薄いが，これには，瀬戸内の少雨地帯で伺山市の近郊にあって

森林利用や山火事などの長年の影響が蓄積されており，太古の原生林時代から
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の土壌劣化が関与しているのではないかと推定される(谷. 2006)。一方，こ

のような長期の森林利用の影響を受けていない. 170えば奥利根地方などの奥山

では，竜ノロ山に比べて降雨がすべて洪水になるよつな飽和雨量の値は関 1の

50mmから 100mm程度の値よりも大きいと推定される O 岡本(1978)の示す

飽和雨量の値も過小評価の可能性が高いと考えるべきであろう。

他方，竜ノ口山のような堆積岩流域ではなく，花商岩流域や第四紀火山岩流

域では自然貯留効果が大きく(虫明. 1981).降雨がすべて洪水流出に配分さ

れるようなにはなりにくい(木村. 1961)。福蔦・鈴木 (1986)は，風化花商

岩山地の京都大学桐生試験地の観測結果に基づき，風化基岩の貯皆変動が大き

く，大出水においてさえ，一部が深部の風化基岩内に貯留され，基底流出量に

なること，降雨総量が同じでも，短時間に強く降る方が弱い雨が長く続いた場

合よりも洪水総量が大きくなる傾向を指摘している。日本全毘の山地流域の解

析から，花儲岩山地は流況が一般に安定していること，堆積岩山地の流況が不

安定であることがわかっている(志水. 1980)。小流域においても，こうした

地質の影響は明らかに見られ，堆積岩は比較的少ない降雨総量で洪水流出シス

テムへすべて配分されるようになるが，花両岩流域では，深部貯留が大きく洪

水流出システムへの降雨配分が少ない。こうした流況の差は地質によって説明

され，自然貯留効果であることは関連いがないが，そのうえで，土壌や森林の

貯留効果がどの程度かは別途考えなけれぜならず，本稿でも後で考察を加え

る。

3) 洪水流出システムに配分された降雨時間変化の流出時閲変化への変換

ここでは，洪水流出システムにおける時間流出変換について考える O そのシ

ステムの水収支は次式で表される O

dS -;u= p -r z -e )
 

3
1
 

J
f

、¥

ここで. S:流出システムの貯留量.p:降雨強度 i:他の流出システムから

の降雨以外の流入強度 0:他の流出システムへの流出強度 e:蒸発散強度，

q:河道への流出強度である。洪水の卓越している期間を考え，蒸発散が無視

できるとする。さらに一般には. transmissivity feedbackによる深部からの流

出システムへの流入が Zとして加わったり，深部への浸透があって流出システ

ムから oとして排除されたりするが，ここでは，他の流出システムとの問の出
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入りがないと仮定して，入力をそのシステムに有効な降雨強度と流出強度のみ

と考えておくと，(1)式は簡単になって，

dS 
d~=j)-q (2) 

この式は，前節における，降雨総量が洪水流出総量に等しい場合にほぼ成立し

ており，この条件での議論を主に行うが，そのほかの一般の場合でも ，tを洪

水流出システムに有効な降雨として考察を進めることができると考えている O

さて，この式は変形すると，

dq t-q 

dt dS/内
(3) 

となる。この式は，貯留最と流出量が単調増加関数関係を持っていて右辺分母

が正であるとすれば，流出の時間変化は右辺分子の正負によって場加減少が決

まること，すなわち，流出量の変動に対ーする貯留量変動が大きいほど右辺分母

が大きくなり，流出量の時間変化が小さくなることを意味している O 貯留量と

流出量の単調増加関数関係として，貯留関数モデル他多数のモデルで、用いられ

ている

S= hql) 

を使えば，流出量に対する貯習量の微分は，

dS ーーニ htqP-l

lq 

(4) 

(5) 

となる O それゆえ，パラメータ戸が同じであれば，パラメータ kが大きいほど

(3)式の分母が大きくなって， (3)式の左辺の流出時間変化は小さくなる O す

なわち，流出量増加の期間であっても減少の期間であっても，流出時間変化が

緩やかになり，ハイドログラフはゆっくり上昇してゆっくり下降するようにな

る。こうした降需から洪水流出への波形変換は，末石(1955)の特性曲線法

(キネマティックウェーブモテゃル)以来，洪水流出場において有効降雨の流出

への変換が斜面方向の流れによって行われると考えられ，高梓(1963)，角

屋・岡(1971)などで踏襲されてきた。この考え方は，福高・武居(1981)， 

太田 (1983)，窪田ら (1987)，Tani (1997) によって小流域・斜面で実証さ

れており，基本的に正しいと考えられるので，結局，水の流れが遅い条件が h

を大きくして，流出を遅らせる原因になっていると考えて良いであろう O
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凶2 一定強度の降雨に対する貯留関数による流出計算結果

右図は，貯留登の流出量に対する関係.1.I閣はそれによる流出時間変化
降雨強度と継続時間は20mmh- 1 • 24時間である。

パラメータは • p= 113.細い実線:h=20.太い実線:h=50 

以上の点を確認するとともに パラメータ hの値のハイドログラフへの効巣

を検討するため，下記の試算を行った。まず，貯留関数 (4)式のパラメータ

がハイドログラフに及ぼす影響を一定強度の降雨による流出計算によって調

べ.kの大小がハイドログラフに及ぼす影響を確認した。そのよでに湿潤時に

降需がすべて洪水流出に配分される傾向が明確に見られる森林総合研究所の竜

ノロ山北谷流域における洪水例 (Taniand Abe， 1987)に対して，貯留関数モ

デjレを適用し，パラメータ kと能和雨量 Rsαの効果を検討した。図 2は，貯留

関数パラメータの伎として • p = O. 333. k = 20と50を与えて S-q関係，及

び、一定強度20mmh-1のi漆間が24時間続いたときのハイドログラフを比較した

ものである。 k=50の場合が20の場合よりも流量増加に対する貯留量増加の程

度が大きく，すなわち. (5)式の微分が大きく，ハイドログラフが遅れている

ことがわかる O 両者とも，与えた降時総量は洪水流出総量と同じであるから，

降雨総量と洪水総量の関係閣(国1)では同じ場所にプロットされる。また，

lまぽ定常に達するので，どのようなパラメータを与えても最大伎は伺じで

20mm h-Iになる。しかしこのことこそが洪水緩和機能に他ならない。

さて，次に留 3の竜ノ口山北谷の洪水再現結果を見ょう o Rsα=  0で k=20

の場合の計算ハイドログラフは，前半においては過大であるのに，降下旬が続い

て流域が混潤になった出水後半においては観測値を良く符現しており，有効降
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図3 竜ノ口山北谷の1976年9月出水(捻降雨量372mm)に対する，観測流出
量及び貯留!主j数による計算結果の比較

O 観測流出量，各線は計算流出量 (t=l/3)，細い実線。 h=20Ry，=O，太い

実n:ま:h=50， R，川 =0，f"皮がiil:h=20， R，;，，=80mm 

雨量が観測降雨量とほとんど同じになっていることがわかる O また，R悶=0 

で kニ 50の場合の計算ハイドログラフを見ると ，h= 20の場合に比べて，流出

総量は向じであってもハイドログラフのピークが小さく増減が緩やかになって

いて，洪水緩和機能が h=20の場合よりも大きいことが明確になる O さらに，

この出水の前半を見ると，最初の40時間ほどは観測流出量は著しく小さく，流

域の乾燥状態が残っていて洪水流出システムに有効な降雨がわずかしか配分さ

れていないことが示唆される O しかし 40時間から70時間の期間では，後半で、

観i!liJハイドログラフを良く再現する h=20， R，，= 0では計算結果はまだ過大

であるが，飽和雨量を考慮して R，，，，=80mmに変えてやると計算結果はかなり

良く観測結果を再現するようになっている O この出水例においては，連続降雨

が80mm程度のときに洪水流出システムに降雨がすべて配分されるようにな

ることが理解できょう O

以上のように，洪水流出システムでの降雨の流出への波形変換においては，

流出総量が同じであっても，パラメータ kの値で代表される流量と貯留の関係

によって洪水緩和機能の変化が表現されることが確認された。
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3. 考察

1) 観測・理論・モデルからの洪水緩和機能の評価

洪水流出システムで、の降雨流出の波形変換が斜面方向への水の流れに基づく

とすれば，それがどのような流出場の特性(勾配や斜面の長さなどの地形，土

壌の厚さ，土壌物理性など)によって影響を及ぼすかを明らかにすることが，

洪水緩和機能の定量的評価のために重要で、ある O これについては，斜菌水文

学・森林水文学による観測研究 流出基礎式に基づく理論解析研究が向時に必

要になる。しかし前者がきわめて不均質な現場を相手にしているのに対し

て，後者がある程度は空間的な均質性を仮定せざるを得ないため，続ーした理

解を得ることは容易でない。一例として， Montgomery and Dietrich (2002) 

が行った米国西海岸の複数の山地流域での比較によると，洪水流出遅れに対し

て斜面長の影響は検出されなかった結果を挙げることができる。この地方での

斜面水文学の観測によると，斜面でパイプ状水みちが発達しており

(Anderson et al.， 1997)，上記の比較結果は，水みちによる速やかな排水によ

って長い斜閣で、流下時開が遅れる傾向が現れにくかったと考えられる。また，

能和透水性の高い花崩岩流域での観測によると，雨水の集中する問地上の谷頭

部斜面で=はパイプ状水みちが発達している(uchidaet al.， 2003)が，そうで

ない谷壁斜面ではパイプの発達は自立たず (Fujimotoet al.， 2008)，ダルシー

の法則が成り立っていることがわかった (Taniet al.， 2011)。こういう複雑で

不均質な現場での観測はそれぞ、れが貴重な事実ではあるが，個別性が強く，流

出場のいずれの条件が洪水緩和機能に効果が大きいのかの一般的傾向を見い出

すには，観測研究だけでは十分な評価が得られにくい。

一方，理論的研究においては，土壌物理性が均質な矩形斜面で，流出場の条

件のj共水緩和機能に及ぼす影響が検討された (Tani，2008)。この研究では，

(3)式の原理に基づき，斜面土層を通過する定常流量の変化に対する貯留変化

が大きい場合に流出緩和機能 (runoffbuffering potentiaOが大きいと定義し

たうえで， 2次元飽和不飽和浸透流が適用できるとし ある降雨条件が与えら

れたときに， どのような斜面・土壌条件の場合の流出緩和機能が大きいかを検

討した。閣 4は，降雨強度を横軸にとった場合の 斜面土層内の貯留量の変化
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臨4 定常降雨強度を傾斜こ仁!習に与えた場合の降雨強度とニヒ層内の貯留

長の関係 (Tani(2008)から一部改変)

飽和体積含水EF・O.臼45.残存体積合水率:0.429. 土漆間際径の標準

偏慈:1. 4.土j習厚さ 1m.斜濁水平長‘ 100m.斜面勾配:300の場
t. 
00  

総手口透水係数の{直が，芸区線・ 0.025cmS-I. 破線:0.0025. 点線:

0.000250 

一点鎖線は，不飽和透水係数が彼線と問じだが，飽和透水係数の値がマ

クロポアー効果で10倍大きい場合を表す。

を，飽和透水係数Kゐの異なる三つの場合 (0.025. 0.0025. O. 00025cm S-I) に

ついて比較したものである。なお • Ks= O. 0025cm clの場合には勉和透水係数

が10倍に大きくなっているとして水みちの効果を考えた場合も示されている。

さて，図の曲線は，同じ降前条件(定常であるので流域面積をかけると斜面下

端からの流出量に等しい)に対する貯留量増加の勾配が大きいほど，降雨強度

を変化させたときに増加する貯留最が大きいことを意味しており. (3)式の原

理から，その場合には流出緩和機能が大きいことになる。この関係は貯習関数

の場合と閉じであるが，阻4で，飽和透水係数の伎が呉なる場合の各曲線の勾

配を比較しでわかるように 勾配が急になる すなわち緩和機能の大きい曲線

が降雨強度の値によって呉なっており，貯留関数で• kの値が大きいほど，ど

の流出量でも緩和機能が大きいのとは奥なっている。この傾向は，不飽和浸透

流の場合と飽和浸透流の性質の違いから，また，土層の厚さに限界があること

からもたらされており，土層での鈎和不飽和浸透iIEが単純なモデルとは呉なる

性費を示すことを意味している O
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このように，現場観測結果と流出場の理論的解析との照の対応関係，流出モ

デルとの対応関係にはさまざまな議離が横たわっているので，洪水流出を対象

として， どのような流出場条件が洪水緩和機能を大きくするのかのを明らかに

するのには，これらの研究におけるギャップを認識して克服する研究取り紐み

がさらに求められるのである O

2) 洪水緩和機能に対する人間活動の影響

これまでの説明から，流域の自然貯留に基づく洪水緩和機能は，洪水流出場

への降臨の配分と流出場に配分された降雨時間変化の流出時間変化への変換の

両方によって賄われることが確認された。降雨競模が大きくなってゆくと，地

質によって程度が異なるとはいえ，前者の配分に基づく洪水緩和機能は低下す

る。その極として降需がすべて洪水流出システムに配分される場合を考え，そ

の場合でも，後者の洪水緩和機能は維持されることを説明した。この両方の機

能は，自然流域に備わった本来人間とは無関係の性質であるが，生活のために

森林伐採や落葉落校の採取を行ったり，都市化させたり，農地やゴルフ場を開

発したり器池やダムを作ったりする人間活動によってどのように変化するか

は，森林水文学や河川工学の重要な課題ということになる。本節では，両方の

機能に基づき，人間活動の影響について考察する。

まず，洪水流出システムへの降臨の配分の程度であるが，流域内で地表面流

の発生場の割合が大きければ当然にして配分が拡大する。都市化(角屋・悶，

1971)が典型的であるが，林道開設なども影響するであろう。この他に，森林

のように蒸発散の多い植生を伐採し蒸発散の少ない草地のような植生にして

維持した場合 (Boschand Hewlett， 1982)は 同じ気象条件でも蒸発散量減

少の効果により流出量全体が増加する。また，花嗣岩の風化基岩が露出するは

げ山が形成された場合には，蒸発散の減少の効果 (Tanietal.， 2011)に加え，

土壌での雨水鉛夜浸透による降雨強度の緩和機能がなくなる効果(小杉，

2007)が現れて，降雨配分が増加する。はげl勾に限らず，人間による森林伐採

や落葉落校採取が土壌の厚さの減少に及ぶときは，蒸発散効果以外の効果が生

じる。蒸発散効果は降雨総量が大きくなると相対的に小さくなるのに対し，後

者の効果は，地表面で強い強度の降雨が与えられでも，土壌が厚いほど，基岩

境界付近での降雨強度のどークがならされることに基づくので，強度の大きい

降雨を含む降雨総量の大きいケースでも効果が存続すると考えられる。
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次に，洪水流出システム内部の降雨時間変化の流出時間変化への変換につい

ては，すでに説明したように水の流れの速度が効果を生じさせるのであるか

ら，洪水時に流れが生じる土壌の物理的性震や厚さがその効果の現れる根拠と

なり，人跨活動が土壌に及ぶときに影響がより明確に現れやすい。例えば，過

去数百年にわたる壁山利用は，花満岩の場合ははげ山を産み出し，先に述べた

洪水への降雨配分量を増やすと同時に，土壌を失わせることによって地表面流

の常時発生をもたらして，洪水ピークを大きくした。花崩岩以外の堆積岩の場

合は，土壌の完全な浸食によるはげ山化は粘土質土壌のために起こらず，植生

が原生林からコナラやアカマツなどの二次林に変化したにとどまった。しか

し，土壌が変化を受けた可能性があり(徳地， 2010)，これが洪水流出のぜー

クを大きくするような影響として現れたと考えられる (Taniet旦1.， 2011)。

3) 森林の役割に関する考察

人間活動が流域の貯留効果に及ぼす影響は，土壌を通じて現れることはすで

に述べ，すでに繰り返し説かれている(小杉， 1999; Tani et al.， 2011)0 した

がって，斜面の上に土壌を新たに寵き，それが浸食されないように維持して初

めて，貯留効果を産むのであって，花樹岩のはげ山緑化は，典型的にこの効果

を産み出すものである O すなわち，風化基岩への階段設置，水平部への客土，

客土の芝・麓などでの浸食防止，クロマツなどの樹木の根系による長期の崩壊

防止によって，これを実現している O その洪水緩和効果が大きいことは周知の

通りであり(福蔦， 1987)， Tani et al. (2011)は，はげ山と緑化後に洪水緩

和機能が大きくなるのは，主に蒸発散増加と洪水流の降雨波形変換が緩やかに

なることが原因であることを明らかにした。一方，こうした効果を伴わない，

単なる森林成長や間伐，樹種変更などの森林整備は，土壌発達を自然に任せる

ということであって，百年程度の期間で大きな効果が得られるかは明らかにな

っていない。具体的な変化を示す研究併はほとんどないが，小流域での60年程

度の継続的な水文観測データは存在するので，洪水緩和機能効果の変化が検出

できるかを調べる価値はあるであろう。いずれにせよ，土壌発達が流出緩和を

向上させるには長い年月を要すると考えられるが，逆の変化，すなわち，土壌

の厚さが薄くなること，土壊が転庄されて物理性が変化することなどによる洪

水緩和効果の低下は，短期間に起こりうると考えなければならない。アマゾン

やシベリアなど地球規模の森林減少が続いており，伐採後の森林再生が期待し
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にくい現状で，再生産が可能な日本囲内の森林は貴重な資源、である。化石燃料

の節約によるバイオマス燃料としての利用も考臆すると，再生可能な森林に対

する伐採利用の需要が高まることは避けられない。 2009年12丹の林野庁の森林

林業再生プラン(農林水産省. 2009) においても再生可能な森林資源を積極的

に利用してゆく方向が目指されており，土壌の洪水緩和機能を維持できるよう

に森林を管理することが重要と言えよう O

4) 流域自然貯留効果のダムの効果との対比

以上説明してきたように，流域の自然貯留による洪水緩和機能は，持雨の流

出システムへの配分にかかわるものと，洪水流出システムでの降雨の流出波形

への変換にかかわるものとのふたつの過程を通じて発揮され，入院活動によっ

て機能は変化する。他方，人間活動のひとつとして，洪水流出量を緩和する目

的で設置される人工構造物としてダムがある。ここでは，ふたつの過桂に基づ

いてその機能を捉え直してみよう。

まず，洪水流出場への降雨の配分に関しては，ダムの効果の最大効果は，ダ

ムからの流出量のピーク付近の流出量をダム貯留量によって低下させることに

よって得られる。これによって，最適なダム操作が為された場合の洪水総量

は，ダムがなかった場合に比べて，ダ、ム貯留量の最大値だけ洪水総量が少なく

なることになる。したがって，閣 1のような出水ご、との降雨総量と洪水総量の

関係閣においては，ダムがあった場合のプロットは，ダムがなかった場合のプ

ロットからダ、ム貯留量の最大値だ、け下がったプロットに移動する。大雨の時に

降雨がすべて洪水になるような自然貯留条件を持つ流域では，ダムのなかった

場合の車線関係がダム貯留量の最大値だけ下がった直線関係に平行移動する。

よって，ダムがあってもやはり降雨がすべて洪水になるような車線関係が現れ

ることになる O ところが，古谷 (2004)は，ダムのない流域において，国 lの

ような降雨総量と洪水総量の関係留を示し，降雨総量増加と洪水流出増加が相

しくなることを指摘したうえで，降雨がすべて洪水になるときに洪水緩和機

能がなくなるとしている O このロジックはダムのない流域の自然貯習に適用さ

れているわけだ、が，降雨量増分が洪水量増分になるという性質に注目してしま

うと，ダムがあっても，上に述べたことから，その性質は時じように現れるこ

とになる。よってこのロジックは 流域にもダムにも洪水緩和機能がないとい

う結論を導きかねない問題点を持つといわなければならない。そうではなく
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て，洪水流出システムに配分される降雨を減少させることによって洪水を緩和

する機能は，ダムがあろうがなかろうが流域に存在するが，ダムはこれをさら

に減らす効果を持ち，洪水流出緩和目的に対して，ダムは流域の自然貯留を補

う効果を発揮すると言うのが妥当な説明の仕方だと考えられる。

降雨流出波形の変換にかかわる洪水緩和機能についてであるが， (3) 

式を使って説明したように，これは流量が増加するときにその流出場の貯留量

が増加する程度が大きいほど機能が大きくなる。流域自然貯留においては，湿

潤状態になると流出システムが飽和に近づくので，流量増加に対する貯留増加

は減少してくるだろう。しかし洪水流出システムに降雨がすべて配分され，

降雨がすべて洪水になったとしても，降雨波形がそのまま流出波形と同じにな

るわけではない。つまり，降雨量が増加した場合にその水がすべて下流端へ時

間の遅れなく伝わることがない限り，原理的には何らかの流出場内の貯留量増

加がある。例えば，ホースの中に水が完全に満たされている場合，ホースの元

栓を開けばホースの先から水がただちに流出する O このようなことは懐の深い

流出場では起こりにくい。いかなる湿潤時であっても 間際貯留がまったく機

能しない完全飽和の場合以外は貯留増加の余地があり さらに飽和地表面流が

斜面の至るところで発生するような状況であってさえ，地表面流の水深増加と

いう貯留増加がなくなることはない。こういうきわめて大きな出水極限状況を

想定しなくても，降雨がすべて洪水になる条件は頻繁に生じるのであって，そ

ういう極設状況でない範囲では，降雨増加に応じて貯留量が増大する余地があ

り，流出に遅れが生じると言うことができる O すなわち，降雨流出波形変換に

基づく洪水緩和機能が持続するのである O ダムの場合は，最高水位が決められ

ている以上，ダムi坊における貯留量に明確な浪界があり，これは先述のホース

の中に水が完全に満たされている場合と同様 流入量と流出量が等しくなって

貯留効果はなくなる。流域の自然貯留の効果は流域の河道・人間居住域・露岩

地などを除いた山腹斜面会域の土壌や風化基岩などの地下全域で支えられ，降

雨総量が洪水総量になる条件でも完全飽和の限界に達するまではさらに貯腎効

果が維持されるのに対して，ダムの貯留効果は限界が明確で、ある O ただしこ

のことは，ダムの貯留効果が量的に小さいことを意味するのではなく，流域貯

留効果に比べて，限界が明確であることを雷っているにすぎない。言い換えれ

ば，自然貯留が眼界に達しにくいとの見解は定性的なもので，前節における降

雨を洪水流出システムに配分する量を減らす効果と総合したときに，流域によ
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る貯留効果とダムの効果どちらが大きいかは加の話であることに留意理きた

し、。

4. まとめにかえて

降雨が流域の自然貯留の影響を受けることによって洪水流出波形が河川に現

れる。その自然貯留の効果は，降雨を洪水流出システムとそれ以外の基底流出

システムへの配分，洪水流出場に配分された降雨の流出への波形変換に分ける

ことができ，それぞれが洪水緩和機能として捉えられる O 貯留効果がどのよう

な流域条件において高いのか低いのかは重要な水文学的課題であり，すでに述

べたように，観測・理論・モデルのそれぞれの方法論に基づいて研究されてい

るが，空間不均質性が大きく，各方法論の隠の研究結果が統合され，当該水文

学的課題への答えを見いだすには至っていない。本稿では，そのような洪水緩

和機龍の量的評価がまだむずかしい研究現状をふまえたうえで.r白熱貯留の

効巣は，降時総量が小さい場合には洪水流出システムへの降雨配分が少ないた

めに洪水緩和機能が十分に機能する O しかし降雨総量が大きい場合はこの機

能が小さくなり，降雨がすべて洪水流出システムに配分されてしまう場合もあ

る。にもかかわらず，その場合でも，降雨の流出への波形変換における貯留効

果は持続されるjことを説明した。したがって，はじめに引用した学術会議の

答申の「治水上問題となる大雨のときには 洪水のピークを迎える以前に流域

は流出に関して錨和状態となり 降った関のほとんどが河川に流出するような

状況となることから，降雨量が大きくなると，低減する効果は大きくは期待で

きない。jという説明において.r大きくは期待できない」とは「機能のうちの

洪水流出システムへの降謂配分効果がなくなり，降雨流出波形変換の効果しか

残らないjとの意味に解釈しなければならない。

他方，洪水流出システムにおける降雨波形変化については，ダムには明確な

限界があることを説明した。自然貯留にも飽和地表面流で、おおわれるような極

限が考えられるが，それで、も地表面流が流れる場での貯留増加による遅れがあ

るわけで、，原理的に眼界を持ちにくい。

しかしながら，洪水流出システムを担う流出場として想定される土壌は長期

にわたって生態系作用を経て生成されるものであって，数十年の森林成長など

では変化するものでない。その一方，森林利用の方法によっては，土壌変化や
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喪失が短期間でも起こり得る。そもそも，地殻変動帯で豪隅が多発する日本の

ような地殻・気候条件においては，山岳隆起と風化によって岩腸が生成されて

豪雨により浸食される条件が整っている。岩屑を土壌に変化させるのは生態系

の生物作用によるものである。密度が小さく浸食強度の弱い土壌がある程度の

厚さに発達するまで崩壊しないのは樹木根系の役割に基づく。だからこそ，治

山事業と砂崩事業における線化工事がきわめて重要なのである O それで、も生態

系と土壌の相互依存システムは豪雨によっていつかは崩壊し土壌と生態系の

ない裸地が生じて，再び，土壌発達，生態系遷移が開始される (Shimokawa

1984)。こうして洪水流出場で、ある土壌懸形成が繰り返されているのであるか

ら，一部に期待されるように，森林成長によって洪水緩和機能が増加するよう

な見解(毎日新開. 2010) はまず肯定できない。はげ山緑化工事は人工的に土

壌を「植え付けるjため，土壌RT留効果によって急激に洪水緩和機能が場大す

る(福罵. 1987)が，これと向じでは決してないのである。しかし人間によ

る森林利用などの森林管理が土壌発達に影響を及ぼすことから，生態系・土壌

の荒廃を招く可能性はあり，生態系保全と河川管理とが一体化して行われるべ

きであることは強調しなければならない。現在進行中の森林林業干写生プラン

(農林水産省. 2009)が，ダム建設を含む河JII管理と調整されずに別々に進行

することは避け，連携して山地森林流域を管理してゆくことが重要と考える。

ダム建設是非の問題は，政治的・財政的な事情や流域住民らの利答調整によ

って最終判断されるべきものであって，科学的な論考は全体の議論の参考を供

するに過ぎない。しかしながら，流域の自然貯留の洪水緩和機能に対する誤解

は正しておかなければならない。すなわち，治水上問題となるような豪詩で自

然貯留の効果がなくなるからダムが必要だというような見解，土壌の洪水緩和

機能が森林成長程度の短期間で劇的に大きくなるからダムは不要だというよう

な見解が基になって不毛な論争が起こりがちである。こうした見解は，行政担

当者や研究者にさえ見られることがあるが，両者とも共通して，生物とそれを

取り巻く非生物環境の多彩な相互作用によって構成される自然に対ーする非常に

浅い認識が誤解の基になっているのではないだ、ろうか。本稿は，ダムを作るべ

きか否かを論じたものではなく 流域の自然貯留効果とはどういうものかをあ

らためて考え宜したものである。議論の参考になることを期待する。
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