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樹冠遮断のメカニズムと森林の増雨効果

村上茂樹
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VI. おわりに

1.はじめに

森林流域と森林のない流域の年間河川流量を比較すると F 森林流域で流量が

少ないことは現在では森林水文学の常識となっている(抑えば， Bosch and 

Hewlett， 1982;太田・服部 2002:カルダー， 2008)。しかし 20t!t紀前半ごろ

までは逆に森林流域の流量のほうが多いとの説も優勢であった。その根拠の一

つに森林の増雨効果があった。森林が水蒸気の凝結を促し，その結果森林流域

の符摘が増加するという考え方である O その後，研究が進むにつれて森林流域

からの蒸発散は森林のない流域よりも多いために森林流域の流量が小さいこと

が判か森林の増雨効果についての研究もほとんど行われなくなった。しか

し現在においても森林の増間効果そのものが否定されたわけではない。本稿

(森林総合研究所十日町試験地)

水手1)科学 No.324 2012 



特集「森林水源lf耳炎機能の研究jJlt'j 却f究方針を1::)う」 村上 83 

では，森林の増雨効果研究の控史を概観し森林の増雨効果を樹冠遮断(降雨

の際，樹冠から雨水が蒸発する現象)との関係において再考すべきであること

を指摘する O

II. 森林による増雨効果研究の歴史

熊沢蕃山(1619-1691)は f集義外書jで. r山に木ある時は神気(しん

き=蒸発)さかんなり。木なきときは神気おとろえて，雲隔をおこすべき力少

なしjと記述している。これは科学的根拠に基づいたものではないが，森林か

らの蒸発散が他の陸面からの蒸発散よりも多いことを示唆した洞祭力は賞賛さ

れるべきである。

熊沢の時代から一世ー紀を経たフランスでは，フランス革命後の政治経済体制

の変化によって田内で森林の大規模伐採が行われるようになり，これが原因で

洪水や干ばつが頻発しているという説が流布した (Andreassian，2004) 0 これ

が契機となって， 19世紀には森林の水源i函養機能やその一部としての増時効果

についての研究が盛んに行われるようになった。しかし客観的かっ暁瞭な結

果はなかなか得られず，論争が続いた。

米国フォレスト・サービスの初代長官となった GiffordPinchotは，森林の

増雨効果について19佐紀の研究成果を総括的に記述している O それによると，

それぞれの研究ごとに結論は異なっている (Pinchot，1905) 0 すなわち，

@プロイセンでは無林地と林地を比較した場合，林地において雨量が多く，

その都合は標高が高くなるほど増加することがネされた。標高ゼロでは，

林地は無林地と比較して雨量が1.25%多いが， 2， OOO~ 3， 000フィートでは

43%多い。

@フランスのナンシー(襟高約700フィート)では 林地の雨量が無林地と

比べて平均16%多かった。

@バイエルンの観iJWでは，林地で雨が多い傾向は見られなかった。

@過去100年間に米国では膨大な面積の森林が伐採され，あるいは焼かれて

きたが，精度の良いデータを持ってしでもこれに伴う雨量の減少を証明す

ることはできなかった。

@インドでは多くのデータが収集され，森林が増雨をもたらすことが示され

水利手!主主 [¥0324 2012 
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た。

Pinchotは結局のところ森林が増間をもたらすとの考え方に賛成のようで¥

「立地条件が似た森林と無林地を比べると，たぶん森林上にはより多くの雨が

降っているというのが真実であろうが，どの程度多いかはわからないJと述べ

ている。一方， Ward (1913) は，そもそも雨が多い場所に森林が成立するの

であって，森林が雨量を増加させるのではないとしている。さらに，森林の増

雨効果の根拠とされている上記のような結果は，測定方法や解析方法に問題が

あるため増雨効果の根拠としては不十分であるとしている O すなわち，森林の

存在による湿度の増加や気温の低下はごくわずかであって，これが増雨をもた

らすとは考えにくい。また，聞けた土地では風が強く詞雪量計の搭捉率が低下

しがちであるが，開けた場所であっても森林が近くにあると風速が弱くなって

雨雪量計の描捉率が上昇するので、降水が多くなる傾向がある， としている O

本多(1922) は，林内気温が林外気j鼠よりも低いために森林は水蒸気を凝結

させて降雨を増加させるとし森林では無林地よりも降稿が多いことを示すプ

ロイセンとフランス・ナンシーにおけるデータ(前述)を引用している。それ

によると森林の増雨効果は標高の増加とともに顕著になり(図1)，春・

よりも秋・冬において(国-2)，広葉樹よりも針葉樹において(図省111各)，よ

り顕著になるとしている。本多は，これらの結果について測定精度と方法が適
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切であったかどうかは疑問jとしながらも，森林が河川流量を増加させるとの考

え方に傾倒していた。

中野(1976) は森林の増需について， I南インドで原野造林が行われた結果

12% (約150mm)程霞増雨したという古い鵠査結果がある。古くはこのよう

な増雨が森林水文の中心課題であったが，今日ではほとんど取り上げられるこ

とがなくなったJと記載している(南インドでのデータとは，前述の Pinchot

と同ーのものと考えられる)。結局，かつては森林の水源泊養機能のひとつと

して国内外で重要視された森林の増雨効果は，水文学的検証が不十分なままい

つしか忘れ去られ，その真偽は不明のままとなった。

近年，大気大循環モデル (GCM:General Circulation Model) による気候変

化の数値実験が盛んに行われるようになり，森林の変化が降需に及ぼす影響も

予測されるようになった。アマゾンの森林を皆伐して草地と低木の混じった状

態に変えた場合，多くの数値実験で年間降雨量が減少することが予測されてい

る。これは蒸発散が減少することに起因し年間降雨量の減少量は220~

640mmと見識もられている (Werthand Avissar， 2002)0すなわち，大陸規

模の森林を対象とした気象学的な視点からは森林の増雨効果が支持される結果

となった。また， Andreassian (2004) によると 現在でもフランスでは森林

の増雨効果を支持する森林研究者が多い。森林の増雨効果に関する研究は過去

の-f1寺的な流行ではないし，すでに否定された現象でもなく，未だに解明が待

たれている課題なのである O

頂.1s1冠遮断による降雨中の大量蒸発

1. 樹冠遮断が降雨に占める割合

森林からの蒸発散は無林地(畑，水旺1.牧草地 宅地など)と比較して大き

い。この理由は，森林においては樹説遮|折による蒸発が大きいためである(近

藤， 1994)0従って，森林を伐採すると樹冠遮断が減少する分だけ流出量が増

加する(真板・鈴木， 2007) 0 Suzuki (I980) によると，滋賀県に位援する桐

生試験地のアカマツ・ヒノキ混交林流域においては年間降水量1，777.9mm

(I972~1976年の平均)に対して樹冠遮断が占める割合(樹冠遮断率)は20% ，

蒸散が占める割合(蒸散率)は23%となり，蒸発散の約半分は樹冠遮断が占め

オ利科学 No.3~4 2012 
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ている(一般に，林床からの蒸発はこれらこつと比べて小さい)。イギリスの

Plynlimonにおいては，年間降水量約2，000~3， OOOmmに対して樹冠遮断率

29%，蒸散率17%となり，樹冠遮断が蒸散を上回っている (Calder，1990)。

世界の樹冠遮断率は約1O~50%の範囲にあり， 日本においても世界においても

平均は約20%である (Hormannet al.， 1996;飯田. 2009)。

2. 樹冠遮首長のプロセス

一つの降雨イベントに着冒すると，樹冠遮舗は次の二つの蒸発プロセスに分

けることができる。すなわち，①降雨中の濡れた樹程表面からの蒸発仁②降

雨後に校業が乾く過程での蒸発である。②の量は降雨が止んだ時点において枝

葉に付着している水量(保水量)に等しく，この量は一般に 1~2mm 程度

である(服部. 1992)。着生蘇苔類を伴った林分においては保水量が大きく .5

mmに達するとの測定結果が報告されている (Pypkeret al.， 2006) 0 降雨中は

湿度が高く，①のプロセスによる蒸発は小さいと思われがちであるが，以下に

述べるように，樹冠遮断では命よりもむしろ①が主要なプロセスである。

3. 樹冠遮断の測定例

樹冠遮断量は，林外雨量から林内調量を差し51いて求める。林外雨量とは，

通常の雨量計ーを用いて裸地で測定したF荷量である O 林内雨量とは，森林内の地

表面(林床)に到達する雨水の量のことで，次の三つから成る o 1)樹冠に衝

突することなく枝葉の線開を通り抜けて直接林床に落下する雨水. 2)いった

ん樹冠に衝突・捕捉された後に滴下して林床に達する雨水，及び3)幹を伝わ

って林床に流下する雨水。 1) と2)の合計を樹話通過雨. 3) を樹幹流という

(文献によってはりと2)の合計を林内問と定義しているので注意)。鶴冠通過

雨は不均一に降るため，林内に数十個積度の雨量計，又は総延長10m程度の

長さの樋を設置して集水・総定する O 樹幹流は数本~10本程度の代表木に集水

器を取り付けて測定する O

国 3aは森林総合研究所常陸太田試験地(茨城県北部)で測定した**外雨

量の経時変化，図 3bは同時刻に問試験地の 9年生ヒノキ林において測定し

た樹冠遮rJfrの経時変化である。 1999年5月4日午前 7持から翌 5日午前 8時ま

での総雨量は 132.6mm. 総樹冠j忠断量は29.9mmであった(樹冠遮断

22.5%)0樹冠の保水容量は0.41mmしかなく，前述の②のプロセスだけで澱

水キIJ科学 No.324 2012 
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変化 白;lLは測定誤差のために樹冠i壁新が魚の

伎となっていることを示す。

定された樹冠i壁掛を説明することはできないことが分かる O また，図 3aと

図-3bを比較すると，時間時最と時間樹冠遮|折畳が連動して増減しているこ

とが分かる。図 3a，~-3b に基づいて時間雨量(!浄雨強度)と時間樹冠i!lE

li庁長(蒸発速度)の関係を示したものが国-4で，降爵強度と蒸発速震はほぼ

比併関係にあることが分かる。また!蒸発速度は最大で 5mmh-Iを超えてい

る(関 3b，図-4)。降雨Eドにこのような大量蒸発が起こることは不可解で

あるが，世界各地で測定された結果も問様の傾向を示すことから (Murakami，

2007) ，測定に起因する誤りとは考えられない。

**iJf'V? :¥0.324 2012 
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4. 樹冠遮断のメカニズム

降雨強度の増加とともに樹冠遮断が増加する傾向を最初に指描したのは服部

ら(1982)であるが，その原因については述べられていないo Dunin et al. 

(1988)は樹冠遮断が待限強疫に比例して増加することを指携しその係閣は

雨滴が樹冠に衝突したi授に生じる飛沫が蒸発するためと推測している。しか

し Duninet al. (1988)の飛沫蒸発説は論文の主要部分としてタイトルや要

旨に記載されてはおらず¥本文中で数行にわたって述べられているだけであっ

た。このため，後年 Dunkerley(2009)が再度紹介するまでほとんど顧みら

れることはなかった。塚本ら(1988) も樹冠遮断が降雨強震に比例して増加す

ることを示したが， )京菌については述べていない。塚本ら(1988)の研究によ

って，日本の森林水文学者の開では拐冠連断が降雨強度に比例して増加するこ

とが知られるようになった。しかしこの降雨中の大量蒸発という常識に反す

る奇妙な現象については，以ドに述べる Murakami(2006)の論文が出るまで

の向，研究が行われなかった。

なお，これまで日本以外において降雨強度と樹冠遮断の比例関係に着目した

研究がほとんと手行われなかったのは，次のこ点に起臨すると考えられる。

に，樹冠遮|訴の研究が盛んな欧米では一般に降雨強度が弱いことからこの比例

関係に気付きにくいこと，第二に，樹冠遮断は f樹冠遮断のプロセスjの節で、

述べたニつのプロセスを考慮してー降雨イベント毎に解析を行うのが基本であ

;1(引j科手 NO.324 2012 
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るため，短い時間間隔(例えば 1時間毎)で解析を行う機会が少ないこと，で

ある O

Murakami (2006) は 9~1O年生のヒノキ林で 2 年間の樹冠遮断観測を行

い，降雨強度と樹冠)~陸rrの陪にほぼ比例関係が成立すること，及びその比例係

数(図-4の回帰直線の傾き)が夏に大きく冬に小さい季節変化を示すことを

指摘した。比例関係が成り立つことについて， Murakami (2006)は次のよう

なメカニズムを提案した。降雨強度が大きいと悶i高の粒授が大きくなり個数も

増えることから (MarshaIland Palmer， 1948)，雨泌が樹冠に衝突した際に発

生する飛沫の量が多くなる。飛沫は雨滴よりも単位質量当たりの表面積が大き

いために蒸発しやすく，飛沫の量が増えるにつれて蒸発最も大きくなる。すな

わち，コップ一杯の水を床にこぼすと水はほとんど蒸発することなく床を濡ら

して水たまりを作る。しかし河じ長の水を霧吹き器で霧状にして床に落とす

と，かなりの量が蒸発するため床は請れるが水たまりはできない。これと問様

のことが樹誌で、起きているとするのが飛沫蒸発説である O

飛沫(ノj、水潟)の蒸発についての理論・実験・言1-#手は，雲物理学の分野で盛

んに行われてきた。 Murakami(2006)は雲物理学で用いられる方法で計算を

行い，以下の結果を得た。相対湿度95%(降雨中の混度に近い)，気温UO~

250C の条件下で直径50μm の小水滴は 2~3m 落下する間に蒸発・消滅する

が，直径100μmでは 8mの落下で質量の約 2割しか蒸発せず，直笹200μm

では 8mの落下でもほとんど蒸発しない。当然ながら，ヲlh末は粒笹がノj、さい

ほど速く蒸発する O さらに，水滴のJ直径がμmオーダー以下になると，格対

湿度が100%を超える過抱和状態においても水浴jからの蒸発が起こる O すなわ

ち，底径20μmでは相対湿授が100.01%までは水滴からの蒸発が起きるが，

この{自立 2μmでは100.12%， O. 2μmでは101.2%，0.02μmでは112.5%と

なる O 実際の飛沫粒径分布は未知であり飛沫蒸発説の証明はなされていない

が，小さな飛沫がある殺度存在すれば飛沫蒸発が樹冠遮断の主要なメカニズム

である可能性が高いo Dunkerley (2009)は，飛沫蒸発説はもっともらしく，

今後， 1建問過程(/接面と大気との物質・エネルギーの交換過程)に取り込むた

めの研究が必要で、あると指摘している。
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N. 水蒸気と熱収支のパラドックス

飛沫蒸発説が正しければ，降雨強度に比例して蒸発速度も増加するという樹

冠遮断の謎は一件落着となりそうである。しかし 話はそう単純ではない。第

に，大量の蒸発が起きるということは水蒸気が大量に発生していることを意

味しており，これがどこかへ輸送されて取り除かれない限り調度が100%に達

して蒸発が起きなくなるはずで、ある O 前節では小さな水滴は過飽和状態でも蒸

発すると述べたが，降雨中の湿度は多くの場合100%には達しない。従って，

過飽和での蒸発を考慮する必要はない。いずれにせよ降雨中の水蒸気の行方が

明らかにされる必要があるが，行方も輪送メカニズムも不明で、ある O

蒸発が起こる際には潜熱が供給されなくてはならない。その熱エネルギーは，

蒸発が起きている鹿簡の物質(大気以外)を熱源として供給されるか，または

顕熱や放射によって蒸発面に供給されているはずである。そのエネルギ

は，蒸発速度(時間樹冠遮街量)が 5mmh-1の場合で、3，407Wm-2 h-1 (200 C) 

となる。これは太陽定数の2.5倍で，このような大きなエネルギーが供ー給され

ているという証拠もなければメカニズムも不明で‘ある。水収支的には樹冠l!ift析

による蒸発が起きていることが確かなのに 水蒸気の輸送と熱収支の視点から

はまったく説明がつかないのである O

樹冠遮断の継続によって大気中の水蒸気が飽和に達しないのはなぜか， とい

う問題を扱っている閣に，そもそも降雨中の湿度が100%未満であるのはなぜ

かが問題であることに気付いた。降雨中の地表面は完全に諦れており，空気中

にも多くの雨鴻が存在するのであるから，湿度が100%になるのは当然である。

しかし実際に測定してみると未飽和である場合がほとんどである。この点に

ついて10年以上にわたって多くの人に質問してきた。ある人は水蒸気はいずれ

どこかへ行くのだから不思議ではないと言い 別の人は確かに謎だ、と開調して

くれた。しかし結局のところ納得のゆく答えは得られなかった。この解が得

られない探り，樹冠遮断のメカニズムが解明されたことにはならない。

樹冠遮断に関する熱収支の矛屈については，かなり以前から問題提起がなさ

れていた。 Stewart(1977)は，ある一定の純放射の下では，濡れた樹冠から

の蒸発は蒸散の 3倍であり，不足分の潜熱は下向きの顕熱によって供給されて

いるとした。この顕熱は大きなスケールの移流が源であるとしている o Pearce 

水手IJ宇1'1ξ No.324 2012 



特集 f森林水i版原発機能の研究ブif古1・研究方針をIlljう:HJ:. 91 

et al. (1980) は， 日中と夜間の樹冠述Ilfrによる蒸発速度はともにO.37mm h-1 

であり，蒸発は放射ではなく移流のエネルギー(顕熱)が駆動力であるとして

いる。前述のように樹冠遮断が 5mmh-1の場合を例に取ると，太陽定数の2.5

倍のエネルギーが必要なのだから，かなり混度の高い瓜が森林に向かつて吹き

込む必要がある。しかも降雨強度に比例して蒸発速度が増加するのであるか

ら，悶が強いときにはより高溢の風が吹く(または風速が増加する)必要があ

るO 実際にそのような現象が起きているとの報告はないし雨が強いほど多く

の熱が供給されるという点に無理がある。

Mur叫，ami(2006)は，雲との間の水蒸気・熱交換を考えると，これらのパ

ラドックスは解決できるであろうと指摘している O 水蒸気が上昇して雲となっ

て凝結すれば水蒸気の吸収源、となり，その際に放出される凝結の潜熱が何らか

のプロセスによって下降して樹読に到達すれば蒸発に必要な潜熱となりうる O

移流によって何十 kmも先から熱が輸送されると考えるよりも，鉛直方向に雲

底まで数 km以内の距離で輪送が行われていると考える方が無理がなく，熱収

支的な矛盾もない。しかしこの考え方が正しいとしても，具体的にどのよう

なメカニズムで、輸送が行われているのかは不明である O

V. 生物ポンプ説と樹冠遮断・増雨

降雨中の湿度がなぜ100%に達しないのか，この間いに対する解は一生かか

っても得られないだろうとあきらめかけていた頃 画期的な論文が発表され

た。すなわち. Makm允vaand Gorshkov (2007) は水分子の分子量は18で

乾燥空気の平均分子量29よりも小さいために水蒸気は元来蒸発しやすい性質を

持つ (Evaporativeforce :蒸発力，図 5)が，気象学においてはこの基本原

理が考慮されていないことを指摘し蒸発力を熱力学に基づいて定式化した。

ヘリウムと空気の混合気体が入った風船はヘリウムの割合が高いほど浮力が強

くなって上昇しやすいのと問様に，水蒸気が多いほど蒸発力は大きくなる。従

って，湿潤環境下で、は蒸発のポテンシャルが大きくなるのは当然の帰結である

としている。ただし他の気体と水蒸気との大きな違いは，水蒸気が上空にお

いては凝結して裳(液体または間体)となりうる点である。この性質によっ

て，蒸発が継続しでも空気中の水蒸気が飽和に達しないことが説明可能とな

るO
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ーう蒸発力

Makarieva & Gorshkov 2007 

乾燥空気 飽和湿j間受気

問， 02，CO2，..の混
合気体

大気上総

乾燥空気 鋭利水蒸
柱の重さ 気投の撃さ

乾燥空気 飽和水蒸
の圧力 気の圧力

図 5 蒸発力の説明

左の図では，乾燥空気の分圧(上向きの矢印)と乾燥空

気の気柱の玄さ(下向きの矢印)が釣り合っている。右

の凶は飽和湿i関空気を表しているが，簡潔にするために

水蒸気だけに着目して考える。飽和水蒸気の分圧(上向

きの矢印)は飽和水蒸気の気柱の重さ(下向きの矢印)

と釣り合わない。なぜなら.上空の水蒸気は凝結して23
粒(液イ本または回{本)となり除去されるためである。 両

者の差が蒸発力 (cv呂poratIvcforcc) を生み出す。

しかし， Makarieva and Gorshkov (2007) の主題は蒸発力そのものではな

く，新たな読点から森林の増時効果を論じている点にある。以下にその概要を

紹介する O 関-6のように大陸にiniJ線を設定し海岸からの距離 xkmと年間

降水量 Pmmyear寸の関係を調べると，図 7のようになる。図一 7では xの

増加とともに Pが減少するグループ (Aグループとする)と， Pが一定かま

たは増加するグループ (B グループとする)とに大別できる。測n~'it 4と5はx

の増加に対して Pが一定値を保った後に減少しており， AとBの中防的な結

楽である。この x-P関係は次のように解釈できる O 降水の源は海洋であり，

陸上の x地点における降水 Pの一部は必ず河川や地下水となって流出し，海

洋に戻っていく o Xよりもさらに内陸の x地点 (x'> x)の降水 P'はx地点か

らの蒸発によってもたらされているとすると， P'< Pとなるはずである。こ

れを繰り返すと ，xの増加とともに Pが減少する Aグループの結果は妥当で

あることが分かる。しかし 既存の概念で Bグループの結果を説明すること

ノlz干IJ科学 1'¥0.32.[ 2012 
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図 6 海岸からの距縦と年間降水没の関係を調査した1IT1Jkdj(
Makarieva et aL (2009)は，大|盗において図に示した測線を設定し海岸からの距離x

kmと年間降水笠 Pmmyear-Iの関係を調査した。

la : ji耳アフリカ(南から北)， lb 商アフリカ(北から南) ') :南アメリカ， 3 北オー

ストラリア， 4 北アメリカ， 5 東アジア 6 コンゴJII流域， 7 :オピバliiIT.域， 8 :ア

マゾンJII流域， 9 :マッケンジーJlI流域 10:ヱニセイ)11流域， ll:レナ川流域。

Makarieva et aL (2009) より許可を得てJ品殺。 Copyt匂ht@ 2009 EIsevier s， V， All 

rights rcserved， 

は困難で、ある O

Makarieva and Gorshko¥' (2007) は，地球表面上で、蒸発散がいちばん大き

いのは森林である事実と蒸発力とを組み合わせて Bグループの結果を説明し

ている O 図-8は森林と海洋の水蒸気収支を示している。森林からの蒸発散

(太い黒の矢印)は海洋からの蒸発散(細い黒の矢印)よりも大きいため，森

林では水蒸気が不足する。これを補うために海洋から森林に向かう水蒸気の流

れが生じ(白い矢印)，森林で降水がもたらされる O 一方，森林から海洋に向

かう気流はすでに降水として水蒸気を失った乾燥空気となる(破線と矢印)。

森林が海岸から内陸奥地にまで連続して分布している大|後では，この海洋から

森林に向かう水蒸気の流れが内陸奥地まで途切れることなく維持される結果，

内陸においても海岸と i司じ降水量が維持される。 Makarievaand Gorshko¥' 

(2007) はこの仕組みを大気中水蒸気の生物ポンプ (Bioticpump of atmos叩

pheric moisture) とH乎んでいる O 山市iのうち 7(オピ川)， 9 (マッケンジ

J1i)， 10 (エニセイ )11)， 11 (レナJ1J)では，xの増加とともに Pがi't'!加してい
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図 7 海岸からの距離 xkmと年間降水最 Pmmyearωlの関係

Makarieva et al. (2009) より許可を得て掲載。 Copyright@ 2009 Elsevier B. V. All 

rights reserved 
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陸一8 大気中水蒸気の生物ポンプ(森林の増雨効果)説の概念

Makarieva and Gorshkov (2007) より絞首Iを得て掲絞。 CopYl栂ht@ 

2007 Makarieva and Gorshkov.人11rights reser、red.
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る。これらの測線は高緯度から低緯度に向かつて取られているため，xの増加

とともに平均気温・飽和蒸気圧が増加する。従って，蒸発力も増加するので海

よりも内陸において降水が増加する O

生物ポンプ説およびその根拠となっているデータ(図-6，図-7)は，大

陸規模で森林の増雨効果が機能していることを示唆している O しかし

Makarieva and Gorshkov (2007) は，森林は蒸発(原論文では蒸発散 evapo-

tr旦nspirationではなく，蒸発 evaporationと記載されている)が多いために

生物ポンプが機能すると述べているだけで，なぜ森林からの蒸発が多いのかに

ついての具体的なメカニズムには言及していない。「樹冠遮技庁が降雨に占める

割合jの節で述べたように，森林からの蒸発散が他の地球表面からの蒸発より

も多いのは樹冠遮断のためである。生物ポンプを支配している主要なメカニズ

ムは樹冠遮断であると考えられ (Murakami，2010)，逆に生物ポンプ理論の骨

格を成す蒸発力によって樹冠遮断のメカニズム(降部中の水蒸気が未抱和のま

ま維持されるパラドックス)が説明可能となるのである。

VI. おわりに

飛沫蒸発も生物ポンプ(蒸発力)も現在はまだ仮説に過ぎない。筆者はそれ

を支持する立場から本稿を執筆したが，これらの証明はかなり困難であると考

えられる O 森林で覆われた大陸規模流域では海岸から2，000km以上も離れた

内陸奥地においても降水量が海岸と同等であるかまたは増加するという事実に

ついて，そこでは降水が多いから森林が成立しているという反論があり(前述

のWard(1913) も伺様の反論をしている)，また蒸発力そのものが誤りとす

る意見もある。これらの点につては HydrologyaηdEωth System Sciences誌の

Discussion (オープンアクセス)において大きな論争となったが，議論は収束

していない (Makarievaand Gorshkov， 2007; Meesters et al.， 2009; Makar、ieva

and Gorshkov， 2009) 0 なお，今国は取り上げなかったが，一般に降雪の樹冠

遮断率は降雨の場合と同等か降雨よりも大きく，昇華蒸発速度がO.5mm h-1以

上となることもある (Lundberget al.， 2004; Storck and Lettenmaier， 2002) 0 

このメカニズムについても不明な部分が多い。

いず、れにせよ現在の陸面過程モデルにおいては樹冠遮断の扱いが不十分で

あり，降雨中の大量蒸発が説明で、きないことだけは確かである。樹冠遮新の原

オflJ科学 :-10.324 2012 
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理が分からないのであるから 大気大循環モデル(数値計算)を用いて森林の

水蒸気収支を正しく推定することも，生物ポンプ説の評価を行うこともできな

い。森林の増雨効果という古くて新しい課題が飛沫から大額規模の現象へとス

ケーjレアップする形で発展するのか，あるいは別の未知のメカニズムが存在す

るのか，いずれにせよ今後解明すべきことは山積している O
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