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水資源としての山地の降雪と豪雨について

菅谷重二

§ 1. 緒言

この報文は筆者が，北海道大学理学部に在勤中行なった，水資源調査研究の綜合報

告として，昭和25年に発表したものに，その後の研究結果の一部を加筆したものであ

る。元報文は，10年前に書かれたものであるから，現況に一致しない部分もあるが，

農業物理研究所報告，水害の綜合的研究第3輯に記載したもので，同報告は一般の方

方の自にとまることが少なかったと思われることと，筆者はその後これ等の研究から

遠ざかっているが，この方面の研究の進歩が遅々 としているようにみえることとが，

この報文を殆んど元文のまま再録させて戴いた理由である。

日本は水資源にめぐまれた国で、あると言われている。またこの水資源こそ，現在の

日本にとって残された唯一の資源であるというこ とが， 最近特に強調されてきた。日

本は地理的にみても四面を海に固まれている島国で，しかもその中央には，上昇気流

を誘い，海洋からの水分を凝結させ雨を降らせる役目をする山岳が，縦横に折り重な

って坐している。これ等の山岳に，冬季には，酷寒のシベリヤ大陸から，暖い日本海

上を渡ってく る北西の季節風が吹きつけ， 夏から秋にかけては，南洋北部に発生した

台風が，太平洋の高気圧の周辺を巡って北上する際にもたらす，高温多視の気流が打

ち当る等，絶好の降水条件を具えている。以上の地形及び気象条件が相応じて雨や雪

を降らせるのであるから，わが国の降水盆は，同じ緯度および海岸にある他の国のそ

れに較べてみても，第1表の例に示すように透かに多いっ

降水は水資源のも っとも基本的な形のものであるが， その多少は必ずしもわれわれ

が直接利用できる水資源の多少を意味していないコすなわちわれわれが直接利用でき

るのは，この降水の惨透分すなわち地下水と，さらにそれが実際に河に流れ出したも

のである。この狭義の水資源のうち河の流出量についてみても相当に多い。いま，仰！

として手許にある日本および外国における試験流域で浪ljられた，年降水量に対する年

流出量の割合，すなわち流出率をみてみると，第2表の例に示すようになり，日本の

流域では他の国に絞べて特別に大きいことが知られている。また一般の河川について

調べた結果でも，一般にわが国の河川流域の流出率は50～90516に達し， 時には 1003百

以上に達する場合があることがしばしば報告されている。これ等の筆者たちは，流出
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率がこのように過大に出るのは，たいていの場合，流域内の降雨量を，低地における

観測値を使って計算したからで、あると言っている。実際に山岳地帯では，低地に較べ

て，さらに多量の雨が降っているので，本当の流出率はさらに小さくなるのである。

それにしてもアメリカにおける多数の川の平均が30%以下であるのに較べると，相当
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に多いことが指摘できる。このわが国の流出率が外国より特に大きくなる理由につい

てはまた後で、述べることにするが，ある程度以上の降雨量でないと河川が増大しない

こと，および微雨では全部が樹冠等に遮断保留されること等から考えても，豪雨や降

雪が多い日本では，実際に他の国よ り流出率が大きいことは確かな事実である。

以上のように雨がよけいに降り，しかもその流出率が良いのであるから，一応水資

源が豊富であるということは確実である。しからばこの豊富な水資源、を，実際どんな

ふうに活用しているかと聞かれると，甚だ恥ずかしい次第であると言わざるを得な

い。というのは，実際によく調べてみる主，河に出てきた水の大部分は全く流れ去る

ままに放置してらる。そのため豪雨があるたびに洪水を生じ，毎年多大の人命や，土

地資源と，さらに多頒の国民の財産が失われてしぺ。また春先には｜ね岳地帯に莫大な

積雪を蔵し，融雪期には絶えず出水に脅かされていながら，夏になると毎年必ず渇水

による田畑の亭害や，電力飢鐙のさけぴ声を｜背jかされるからである。

国力が伸びつつある時には，皐害による多少の損害もさほど苦にならなかったし，

発電用水の不足も火力で補充することができたのである。また毎年のように起きる洪

水に対する災害復旧費の支出は，個人および園の財政を危くするという状態である。

すなわちこれ等のことからみれば，わが国の河川の流出は豊富ではあるが，季節的ま

たは時間的にみて過不足の差が甚だしい3 しかも水資源と称するにはあまり不安定の

度が大きすぎるので，この自然の恵みに対して恩恵を感謝するよりも，その兇暴性に

対して常に恐慌を感ずる場合が多かったともいえる。

それではどうしたら最も効果的にこれ等の過不足を釣合わせ，天恵を十二分に利用

することができるかというと，なかなか問題が難しくなる。一般にいわれる治山によ

る治水といったようなことも， 台風時の豪雨や，雪どけ水から生ずる出水，さらにそ

れによって生ずる土地資源の損失までを止めることは到底できなし、 従って最終的な

方法としては，貯水池を作って河水の流出を統制するよりほかはないようである。日

下流行のTVA式綜合開発というものも，その動機は以上と全く同じ問題を解決する

ために，Fir水の統制！と馴化を行なうという点にあったので、ある。ところが現在の日本

ではTv Aの組織，運営等の政治的方面の創意性や，経済的方面の業績については，

相当高く評価しまた認識されているが，河水の統制馴化とし、う最も肝心な実際の技術

に関しては，あまり認識されていないようである。というのは，この国土の綜合開発

は，ダムの建設を骨子とし，それによって河水の統制と馴化を行ない，7.Kおよび土地

資源の完全利用を計ることを第ーとして行なわれるべきものであり，その実際に統制

して完全利用すべき水は，すで十こ述べたような豪雨や雪解け時の出水であって，しか

もその方法は出水の性質上，大貯水池を作るより他に方法がないからである。

今までにいろいろな集水区域からの流出について，下流ではかなり測られている

が，台風とか，雪解け水などから生じた洪水時の流量などというものは，下流でも極
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く粗雑にしか狽ljられていないし，堰堤を築造し水を貯留できるような河川の中，上流

ではほとんど測られていないといってもよいくらいである。また実際，河川に流れ出

た水の畳が視lられていても，それが雪とか小雨とか，または台風による豪雨とかいう

ようなどんな形で，しかも集水区域のどの部分にどれくらい降った水がまになってい

るか，さらに各々の何割くらいがし、つまでに流れ出すかということについてもほとん

どわかっていなし、。従って上流や中流で、は，単位面積当りどれくらいの流出が期待で

さるか等について，全く調査が行なわれていなかったし，また推定に役立たすことの

できる資料もほとんどない。このように水資源の本来の形態を，全くと言ってもよい

くらい知らずに，単に短期間の河の流量や，山麓の降水量だけで立案設計をしても，

はたして適当なダ、ム建設工事が行なわれ，しかも効果的に河水の統制をなし得るでら

ろうか，まことに危倶に耐えない次第一である。それて、は実際に河に流れ出した水，い

わゆる水資源の基になるものは，河のどの部分にどんな形で降ったものであろうか。

これ等の諸点を明らかにすることは，今後河水を水資源として扱っていく上に最も大

切なことである。筆者はこの問題に対する解答の例として，山地流域に降る雪，また

は積っている積雪や，台風時の豪雨というものが水資源としてどれくらいの量と，ど

んな性質と，重みを持っているかを，筆者の最近の調査研究を基にして綜括的に述

べ，今後この方面の調査研究がいかなる方向に進むべきかについて論じてみたい。

§ 2. 水資源としての山地流域における積雪の埋蔵量

北海道や奥羽，北陸等のような，寒さの相当きびしい山岳地帯においては，雪とし

て降ったものは勿論，冬中に時たま降る程度のみそやれや雨も，そのほとんど全部がそ

のまま冬の終りまで降り積って残っている。従ってこのような山地では，冬の終りの

雪解けが始まる直前，積雪水量が最大に達した時に流域内の積雪を測れば，山地流域

全体にどれくらいの水資源があるかということが推定できる。

このように冬中かかって降り積った雪が，莫大な量に達するであろうということ

は，すべての人が考えていた。けれども，今まで日本ばかりでなく世界中で，こうい

う絶対積雪水量の調査をした例は全くなかった。次に筆者の行なったこの山地積雪の

絶対埋蔵量調査と，その結果について簡単に述べてみたい。

積雪量は今までほとんど深さで示されていた。けれども積雪の深さは，測る場所や

時期によって変化が大きいので，積雪の質量を問題にする時には用いられない。積雪

の全層をボーリングして目方を測り，積雪を水になおした値，すなわち積雪水量で表

わすと一番確実，簡単で，いつどこで測っても共通する値が得られるから，水資源調

査に用いて大へん便利である。この積雪をボーリングする方法で，流域内のいくつか

の特定場所に設けた測定露場の積雪水量を毎年の 4月1日に測り，その平均値を全流

域の積雪水量の目安として使用するという方法で，積雪からの流出を予報すること
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は， “比率法によ る積雪調査”と言われ，アメリカで始められ，現在では欧州および

濠州などでも盛んに仔なわれている。この方法では，単に積雪量に対する流出量の比

率がわかるだけであるから，この方法でその年の流出量を予想するには数年から10数

年の記録が必要である。筆者は資源調査に用いることを目的として，わが国の地勢や

流域面績を考慮して，流域内の絶対積雪水量を算定する方法を考え，昭和23年の春に

は大雪山の忠別川流域で大規模なモデル調査！）を行なってみた。その後，昭和24年

春2）には雨竜ダムの水源地域と忠別川で簡単な積雪調査を行ない，さらに25年春.， i；こ

は雨竜ダム水源地域および北上川のー支流胆沢川流域でやや精密な調査を行なった。

以上の 3冬に亙る調査の結果から，日本の河川流域では雪の降り方や， 積雪となって

賦存している水の量は高度によって著しく相違する3 従ってその流域内の積雪水量の

高度分布を確実に定めることができれば，流域の地形図から算出した等高線間の高度

面積と各高度の積雪水量を乗ずれば，流域内の総積雪水量を定量的に決め得るという

結論を得た。それでこの方法による絶対積雪水量の算定法を等積雪水量面積法と名付

け，こういう調査全体を絶対積雪水量調査と称する ことにした。この調査方法によっ

第 3表

I l絞雪水一軌量｜全流蛸り｜ 要流域名及びその面積 調査年月 日測定地点数〔億ト ン〉平均水深摘
〔km2〕（cm〕

忠、別 Jll山地流域 256 23. 4. 1～21 約 500 2.0 78 4月1日現在
換算

宏、別川山地流域 256 24. 4. 1 14 1. 5 58 4月1日 H

雨竜ダム水源地域 317 24. 4. 13 12 2.9 92 4月13日 H

北上川支流胆沢川山地 25. 3.18～22 18 2.2 117 3月22日 η
流域 185 
雨竜ダム水源地域 317 25. 4.12～17 57 3.0 95 4月13日 w

只見川流域 2,350 25.12. 5～ 以上 22. 1 94 2月28日換算
26. 4. 5 246 

只見川流域 2,350
25.12. 5～ 以上 21. 4 91 3月31日 w

26. 4.5 246 
八甲田山，十和田湖周 26.11.15～ 
辺地流域及大湯川流域 27.3.31 500 7.8 101 3月31日 w

762.8 
阿仁川及田沢湖周辺地 27. 3.18～20 80 1. 6 63 
域 252.2
秋田県・田沢湖周辺地域 28. 3. 7～20 40 1. 9 71 3月20日現在

268.2 
秋田県阿仁合上流大文 28. 3.17～21 62 2.4 89 3月20日 w
Jll 269. 3 
II 役内川流域 147.3 28. 3.13～15 55 1. 33 90 3月15日 H

八甲田山，十和田湖周 28. 3.25～30 243 6.8 103 3月30日 II
辺地域 648.9 
秋田県役内川流域 29. 3.17～19 35 0.59 40 3月18日 II

147.3 
八甲田周辺地域 582.0 29. 3.20～24 58 5.6 96 3月24日 H

八甲田周辺地域 582.0 30. 3.20～26 49 6.9 109 3月25日 w
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てその後昭和129年まで行なった調査u 結果を簡lliにまとめて第3表として示した。

この第一3表に見られるように， 3月下旬から 4月上旬の積雪水量が最大に達した頃

には，各流域とも全流域平均して水深で800mmから 1,200mmにも達する莫大な／）（が

雪として替えられているこ とがわかったわけである。なお以上のような積雪7Kir¥i'JC.J査

を行なえば，流域内のどれくらいの高さの地域にはどれくらいの雪があるということ

まで知ることができるので，水資源の賦rr：の状態が相当明｜僚になる。

§ 3. 冬期間の降水量測定と金降雪水量推定の問題とその方法

以上の方法では，ある時期に；）（資源が山地流域内にどのような分布状態で，しかも

どれくらい降っているかということは，このブ＇Jii；、ではわからない。また気候のilu＼暖な

地方で，降った雪が次々 と融け，冬の終りには降雪全体の一部だけしか残っていない

ようなところでは， I四位積雪水iii：を測ってもその意味は小さい。このような地方で

は冬の終りの積雪量そのものよりも，冬期間の全降雪7j(f0：が問題になる。 この山地流

域における降雪水量の問題も，水資源、を知る上に極めて電要なことであるが，現手五ま

でには全く手をつけられていなかった。筆者は昭和23年以来，この山地流域における

冬期降水Eの分布状態を知るために鋭意調査研究を進めてきた。

山岳地帯における冬季聞の降水註の分布状態を直接観測することは，実際問題とし

てほとんど不可能である。それで初期には，専ら間接法によって，その分布状態を知

ることにつとめた。昭和24年度においては獄雪肝位法OJ，すなわち “冬の終りにもt雪

断面を融かして，その面に現われる縞模倣を解析してその地点における降水5を決め

る”という新しい方法を見出したもので，特定期間内の積算量，または特定の降雪に

ついては，流域内の分布を知ることができるようになった。さらに， 昭和25年皮には

j但沢川流域における調査8》の結果を吟味して， “冬の終りにill!］った山地流域の積雪水

量に，それまでにその流域から融けて流れII¥したがI水量；を加えて，冬季間全体の総降

雪水認の第一近似値を知る”とし、う方法を兄I.LIした。さらに流域内の比較的低い地点

でよし、から高度の違った数カ所で，降雪期間内の績算降水量：を損ljってあれば，第 1図

に示すようにまず積雪水世の実iJllj高度分布曲線を描き，これに降水E『高度分布曲線を

降雪期間中に融雪のほとんど無い流域上限高度地点で重なるように描き，この両曲線

聞の面積が示す融雪水；IT\•を冬季聞の実測流出品で補正すれば，冬季間全体の山地流域

内における降雪水量の高度分布を決めることができることも確認した。

その後昭和26, 27, 28，》年度には，山地流域内に多数のト ータライザーと惨透計を

併置して，冬期間の積算降水量を測定し，その誤差を積雪水量と惨透最とで補正し

て，降雪7j(JJ.＼；の高度分布をほぼ正確に知り得るようになった。この調査および試験

で，従来使用されている トー タライザーで測り得る量は，器械の受水f託であって，そ

の値は平板法で測った地面降雪水最の20～80%であることが分った。それで昭和29年
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白1'>; I I記｜

日 実測積雪水泣分布線
( 3月20日現在）

流域上限高度

ーー一一一ーL一一ー一600 800 f. 000 1. 200 1. 400 1. 600 

海抜 穂高 h(m) 

12月から31年4月まで 2冬に立って， 新潟県赤余で トータライザーの改良試験をねな

った。この場合 トータライザーの改良の基礎になるものは，地問降雪水量の絶対値で・

あるの この試験研究の結果， 金網平板雪llt~－ 1 － . ，を完成し，地問降雪水量を正確に測定

し得るようになった。さらにこれを基にして数績の トータライザーの完成n および，

積算降雪水監視lj定法8）を確立した。

以上の方法によれば，冬季間寒さがあまり をびしくなく ，降雪中の相当:L1：が刻々 に

融けて流れ去る地方においても，多数地点で容易に冬季間の降水量の測定を行ない，

その高度分布を知り ，それから山地流域内の降水総5を決めることもできるわけであ

るp 従って中流，下流における実際の流出水宣の流出源が，かなり明らかになってく

るわけである。以上のような調査が，今後さらに多くの流域内で行なわれ，今まで測

定が不能であった冬季間の山地流域における真の降雪水置が明らかになってくれば，

水資源としての積雪および山地の降雪の京要性はさらに前大すると同時に，その利用

上確実な資料が得られることになるであろう。

§ 4. 雪解け水の流出状況

§ 2で述べたことは，積雪の埋蔵if¥：調査とも言 うべきものである。積雪を水資源と

して扱うのは，それが融けて川に流れ出すからである。従って積雪がその後どのよ う

な融け方をして，いつまでに積雪全休の何2i1Jが融けて流れ出すか，すなわち積雪がど
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んな形の水資源となって出て来るかを知ることが大切になってくる。この積雪からそ

の後どれくらいの流出量が生ずるかを知ろうとすることは大へん困難な仕事であっ

て，現在のところではほとんど不可能に近い。それは積雪が融け始めてから流出し終

るまでには数ヵ月かかり，その聞に一部はまず積雪表面から蒸発する。さらに融けた

部分の一部は直ちに地表面を流れて直接川へ出る。残りの大部分は一旦地中にしみ込

んで貯えられ，さらにその一部は地面から蒸発して失われ，また一部は樹木を通じて

蒸発する。なお地中に貯えられた水のうち，さらに一部は再び川に流れ出し，さらに

一部は深層地下水となって失われる。以上のように雪解け水の配分は極めて複雑であ

って，しかもその上に三雪解け水が流れ出す間に降った雨の流出分も加わるわけである

から，その配合割合を決めることもちょっと不可能なわけである。

それで筆者は忠別川のモデノレ調査の際に，雪解け時期の流域内の融雪E：変化状況

を，航空写真測量：と積雪水量の変化測定の両方から算定し，この雪解け水が全くJI！に

出てしまうまで、の河水の流量調査と，さらにその期間内に山地流域に降る雨の定量調

査とを詳細に行なって，積雪からいつまでにどれくらいの流出が期待できるかを調べ

た。またその後の24年度および25年度の調査についても，雪解け期間中の流出状況を

調べてみた。その結果，山地流域の雪解けは平地より 2～3週間くらいおくれて始ま

り，低地から次第に高地におよんでいく。そして流域全体の積雪水量は第2図υ 中に

みられるように，低地の雪解けが始まってから3週間くらいで最大に達し，その後は

またやや急激に減少する。これに対して河に出る水の増加は緩慢で、あって，最大は3

～4週間くらい遅れて現われ，しかも最高値を約 1ヵ月くらいも維持したのち次第に

減少し， 2～3ヵ月後，すなわち 6～7月下旬までにはほとんど出尽くす。以上の結

果から，雪解けが急激に進行しても，その流出量は最高融雪量の半分くらいに止まる

という，極めて巧妙な天然の調節作用が行なわれながら，徐々に流れ出すものである

ことがわかった。

次に調査算定された積雪水量の何%が川に流れ出すかであるが，前に述べたように

第 2図 融雪出水期間には，積
×IO'm' 

流 2.4 

出 2.0
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－・ー 融雪量

雪と降雨の両方からの

水が交って流出するの

で，絶対積雪水量の何

%が流れ出すかは決め

られない。けれども，

忠別川の調査の際に，

融雪期間内に両方から

生ずる損失をいろいろ

吟味してみた結果，積
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雪からの損失は降雨のよりずっ と少ないことが判明した。 しかも一般に積雪水量は降

雨量に較べて著しく多いのであるから， この融雪出水期に降る雨の量が， 月平均数

十mmくらい，すなわち上にあげた流域内のいろいろな損失分を賄うに足りるだけあ

れば，冬の終りに調査算定された積雪水量のほとんど全部が流れ出すとい うふうに言

っても，いちお う大差がないとい う結論を得た。この点をさらに詳細に確かめるため

昭和27, 28両年utこ3月以降 6月中旬まで八甲田山周辺の依雪水量調査に引きつづい

て， その最大流出河川である滝の股川， 浅瀬石川および荒川流域について， 積雪7](~：

の時間的変化，すなわち融雪とその流出および融雪流出期間の降水監についての詳細

な調査を行ない，融雪；］＜.と降水とがどのような機構で流出するかを確かめたっその結

果を簡単に述べてみると，融雪期に総流出J7(Qは，総積雪7J<.吐Msより多く，

Q=l.1 Ms 

である《その内訳は不明であるが，一応積雪7J.；：引が 10096'流出すると仮定すれば，融

雪期の降雨 ~.t Pmの流出率 Apは，

Q-Ms 
Ap = u ×100 

i 町】

で求められる。調査の結果によれば，2ヵ年の全平均 Pmは積雪水量の25%で，その

流出率Apの平均は40%であった。 このことから融雪期の総流山最 Qは，

Q=Ms＋〔0.25Ms×0.4〕＝l.lMs 

で近似的に求められることが分った。さらに 4' 5' 6各月の月別流量配分の平均値

は，q,=O.357Q, qs=O. 455Q, qo=0.198Q, であることも判明している。一般に積

雪地の春先から初夏にかけての降雨量は，地域的に大差がない。特に春先に雨の多い

所や多い年には，さ らにそれよ り10～20%くらい多く なる程度である。 その後忠別川

では24年度および25年の調査に際しては， 以上の結果を応用して，調査後直ちにその

年の流出立を予報してみているが，二予報［，｝と流出量とは土10%くらいの差でほぼ一致

している。また八甲田周辺地域でも同機に流出予報をしそれと実際河川流誌とを比

較しているが，この結論を訂正するような結果は今のところ兄られない。これらのこ

とから，積雪はその絶対量もまた流出率も極めて大きく，そのほとんど全部がし、ちお

う流れ出すとみて良いから，良好な水資源であり然もその流出；昂の予i柱、がかなり適切

にできるものであると言える。この点が夏季の普通の程度の雨が20～3096'くらいしか

流れ什！ないのと著しく違う点である。

§ 5. 雪解け水の会年流出量に対する割合

積雪が 1年間の水経済上に占めている重みを調べるために，昭和23年から25年まで

に忠別川および北上川山地流域，雨竜ダム水源地および石狩川の本流江日I）等の 4ヵ所

における流1:1.¥を調べてみた3 その結果，忠別川で‘は年流出Etの55%以上， 雨？註F、、ム＊
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源地では73 ,q~ ( 5月 1ヵ月間で年iたLU：， ＇，の55，%＇が 第 3凶

流

白

血1

% 
20 

vkll¥する〕が雪解け水で111められていることが判

明したの石狩川本流における年間流出店を下流の

江別で、別べてみたところ第 3凶のようになり，年

総、ifieけ1i1¥:177倍、立方沖く；中，融雪期に当る4'5' 6' 

7の4ヵ月間の流f十咋；：は全日一の50%＼）；］で， 88億立

方？にに達することがわかったe しかもこの期間は

1年iわで一番降i'l>ifil：の少ない季節であるから，そ

の大部分が？ユ~JWけ水であることがわかっている。

この！1'1やは全流域平均して，片iも7甘ri積当り 170mm

の水が4ヵ月間に流れ出すという＼lil］合になるつ石

手I，上川の51'・士山における冬の終りの積雪 ；j(:"hが

200～300mmであることにくらべて，いかに多早会

の水が雪解け時期にill:!也流域から流れ出すかがわ

かるて、あろう。

以上のi11'iは冬の終りに調査決定した積丹からだけの流出分をi=rっているのであるか

ら，これに§ 2 て‘述べた冬季間の’＇=ff io/~け水の流出分を加えた fr\ ' すなわち雪として降

ったすべての分の流出μはさらに増大する。今この冬季間全体に流附した水の年流出

fi'（に士、Iする；1;1J合を求めてみると， 上流の忠別川山地流域では平均で、約65%以上，m1立
夕、ム水源地では81%であるのに対して，下流のTi村川本ilでもほぼ［Tl］じ65%程度であ

る。只見川流域の調査結果では融雪期 3,4,5,6, 4ヵ月間の流出主；は年間流出量

の60%であったっこれらのことから，日本の積雪地といわれる地方の河川流出昆の大

部分は，111地の降雪または積雪に去を発し，しかもその流出店に文配されているとい

うこ とがよくわかるであろうー

§ 6, 台風時の豪雨量とその流出率

降雨は降雪イと違って， iniJることそれ自体には何も困難さはない。けれども広い山地

流域内の降i'l:i日をIf確にJとめるためには，多数の雨量音｜を相当密に配世する必要があ

るP 立＇－vこ長期間，叫に夏の間だけの降雨について積算盤を狽ljるのであれば， 蒸発を防

く’ためにi市を 1i商訴した筒を置けばよいはずであるのしかもそうするこ とによって，

夏季の降雨の流出ネや山地における分布状況等，相当いろいろなことがわかったはず

である。このよ うな筒却なことが，少なくとも今まで行なわれなかったということ

は，単に山地に雨金討を配位して観測するということが困難であって，しかもその困

難を克服する気持がなかったという，トhく簡単な原因によ るものであるとしか考えら

れないr



'ii＇谷水資源としての lL l地の降雪と蛍雨について 37 

筆者は日付'tii2 3年の本から，特に｜！｜地 i'f,ji ，： ： の介イIiを研究する日 8＇~で， 稀硫酸を入れた

瓶1わに雨を活き入れ， 一雨勾にその；j(（立のW11J日を瓶巾に立てたトタ γ板上に記録させ

るという力jよを用いた自記l中ihl:IT-1－.＇を考案し f,:_o このl有民討を多数使用して， 23年，

24年10】の夏駄に瓦って，実際に 2～3の山地流域降雨J'i.'t:の分111をi¥};';jベた。その結果，

ti:の聞の般tl降雨市ーについては勿論， －F!'Ji1iの降雨設についても，その分布の状態を

知ることができた。このように流域内の降雨の分布状態をかなり＂下利 11に知ることがで

きたので，これそ？の！と｜せのうち特に降j,f,j －： ；：の多かったもの， または台風f~i' の’裟可iの各々

について，流域内に降った雨の総：，：：をかなり正確に約定し，またさらにその際の直接

流l十十：~：を inf川の水位：観測の結果から灼定し， この二つの結果からそれぞれの采jij;j の夜

1ti北出ヰ’を知ることができf.:_o

／「そのー，二の例として， H“1司123年比のアイオン台風11）および 24年！立のキティ台

風 12＞同の，約Ty;i，胆沢川における調査結果を挙げてみるF すなわちアイオン台風に

おけるこの流域内の総降雨川は 4,200万立方米；であったわこれから流域内の平均降雨

M：を求めてみると 230mmで，しかもこの多：，：：の雨が約 1日の間に降ったのて、あるc

この：ぷi刊から降雨終了後241lijo間までに流れ出した；j(の総出は 3,400万立方米で，降Htl

iJ（の815',jが流れ出したことがわかったn この 1日間に流れ去った直後流山並 3,400万

立方米は，この拘jにおける雪解け水の影響のなくなった 6～11月までの，夏秋 6ヵ月

間の平均流量 9.3m3/secのほほ42日分に相当し，さ らに融雪山／］＼期の 4'5月を除い

た6～3月まで10ヵ月間のギ均流l;',:7. 8m3/secの50日分に相当することがわかったの

キティ台風時には，総降WiJ:i',3,000万立｝j)l<:，干均降ド！山＇，・ 180mmに士、jし，ih:J主流山

ぷt;t., 2, 100万立方米でその直接流出来は63%で、あったr これも上と同じようにして

計算すると，それぞれ26日分および31日分に相当するn 上述の平均流自には，これ等

の去岡、jまたは強雨からの直接流出扶が！Jllわっているわけであるから，災際にいつも流

れているM水量というものは，この平均流i手よりもっと少ない設である。尖際に以上

の期間のこの河の平水量を）也iJ~川 i!JJ山流域末端にある馬留棋堤における水位観測 の

結果から調べてみると

4m'/secとなるn 豪雨

時の直接流出量はこの

平水量のが~ 2～3ヵ月

分にも相当する。さら

に，このJllli尺川で今ま

でに訊ljられた 結果か

ら，豪雨最と直接流出

来と の関係を求めてみ

ると第 41割に示すとお

高JOO
int 

車80・

::. 60 

降

~~ 40 

I 
1圭 20
24 
時
間

第 4図

100 200 300 400 

平 ltj降 雨量 （mm)



38 水利科学第3巻第4号 (1960)

りで， 1日降雨量で lOOmm程度の雨でも27%,150mm程度の雨では 50%もすぐに

流れ去ることがわかっている。

以上の例でもわかるように，豪雨の直；妓流出率は相当の量に達する。従って夏中に

2～3回の豪雨があると，実際の流出長はいちじるしく治加することになる。日降雨

量で 200mm以上の豪雨は極めて稀であるが，100～150mm程j立の豪雨は 1夏中には

数山くらいあるのが普通である。これ等のこ とが，この豪雨からの流出が，統計上の

夏季の／iiTJI lの流出ほおよび流出率を多くすることに特に利いているということができ

る。すなわち夏季の流出量のうちかな りの部分が，このような不安定な出水から成っ

ているということである。さらに注意すべきことはB 豪雨によ る災害の過半を占める

土砂礁の流出量が，このような出水によって決まるというこ とであるつなおこれ等の

豪雨によ って生ずる水および土砂淡の流出況が，年間流出量に対してどんな重みをも

っているかということについても，現在かなり調査研究が進んでいて山 Jま｛王明らか

になっているが，それ等の結果についてはまた別の綴告で述べることにするr

§ 7. 雪解け水および豪雨からの流出の利用と今後の問題

fiij節まで降雪と J泉市からの流出の状態について述べたぞ次にこれ等の流出量を貯水

利用することを前提として，現在これ等からの流出水が水資源、として実際にどんな役

割をはたしているか，また積極的にどのように利用されているかについて述べる。勿

論雪解け水と豪雨からの流出とは季節的に異なっているしまた利用面で、も多少違っ

ている。それで‘いちおうこの両者を区別して考えること にする。

i〕潅i既用水

わが国における水資源の最多利用問とい うと， まず潅ill止用水をあげねばならないで

あろう。潅説用水の使用の時節は，地方ーによって多少異なるが，北海道では 5月下旬

から 8月ド旬まで，本州の一毛作地帯で、は 6月上旬から 9月中旬，二毛！乍地帯では 6

月下旬から 9月下旬までで，いずれも約4ヵ月間くらいである内この期間内に必要と

する水は，時期的にみて多少相違はあるが，降雨による自然供給以外に，水田 l町歩

(K;:JlO, OOOm2〕当り 10～1. 41/sec，玉p:Jt;1. 21/secであると言われる。これを単位耐政

当りの最になおすと， lOmm／日，300mm／月で 4ヵ月間に合計 して 1,200mmの水を

潅慨する必泌があるC これに対してこの間の降雨量は第 4表からわかるように， 350,

650mm穣j主であるから， 自然降雨量の 2～3f音の水が必要であるっ この不足分は河

に流れ出た7］くを号11,、てまかなわなければならないわけで‘ある。それでは実際問題とし

て，この不足分をどんな形で降った水資源に依存しているのであろう か《いまその例

を北海道の忠別川流域にとってみる と次のようになる。すなわち忠別川ド流の東川，

東旭川， やIi楽の 3ヵ村lOOkm＇の耕地の うちの85，%＇を占める8,500町歩の水田は，忠別

川のぶだけで、潅i既されているのであるが，これ等の7］＜：田に使用する水量を訊！べてみた
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第 4表

地 名 5 
月.l... ~ _ _Jl」7 月 Is 月 i9 月｜累計l平均｜備考

旭 JJI 66.5 78.0 118. 0 125.4 387.9 

キL 62.1 66.3 92.6 107. 8 328.9 

宮 117. 4 129.1 162.6 217.5 626.6 

イ山 125.0 146. 7 124.6 160.0 556.3 

戸 156.5 145.0 146.0 203.7 651. 2 

秋 同 127.0 191. 1 185.8 195.4 699.3 

菊l I局 114. 2 161. 2 117. 7 178.4 571. 5 

金 iJ ~ 168.5 203. 1 157.6 236.2 761. 4 

注 ：理科年表による。

ところ， 10～12m3/secに達していることがわかった。この水は耕地の約 3倍の面積を

もっ忠別川の山地流域256km＇から出たものであるが，この潅 i既水を月主主になおすと

2,600万立方＊，全期間を通じて l億立方米に達する。これに対して，この256km2の

山地流域において，この 4ヵ月間の降水量から期待できる流出；監は毎月 800万立方米

内外で，使用水量の30%内外にすぎない。 Bi;りの70%の水は潅i以用水の全くいらない

冬期間，しかも年中で、降水量の最も多量に降り，積雪として貯えられていた 2億立方

米の水が徐々に流れ出したものである。これ等のことから，山地の積雪は天然の貯水

池ともいうべき役目をなしていた。もしこの積雪がなかったならば，水田面積は，現

在の3分の lに減らさなければならないということになる。なお以上は雪解け水の流

出が比較的少なくなった 6' 7月の流出量でいう場合で， 4月下旬から 5月には潅i既

水のさらに数倍の水が流れ去っているわけである。実際，忠別川の下流域では 7～8

月になって， 雪解け水の流出が少なくなってきた頃の河の流量を基にして，その水量

で潅i既できる最大限の水田を作っているのである。もし雪解け水の全部を貯水池に貯

え，潅誠に使用することができれば，水田面積を現在の数倍に増加することができる

し，実際に数十%増しくらいにすぐ転換できる；］＼回適地をもっているのである。

以上は北海道の例であるが，本州においては山地の積雪の大部分は， 6月上旬まで

に融けて流れ出てしまうのが普通で‘ある。従って東北，北陸地方のように一毛作田で

は，荒代から田植を終るまでは雪解け水を利用できるが，それ以後では梅雨だけを頼

りにしている。表日本の二毛作地帯で、は荒代に手｜閉するだけがせいぜいで， 田植は主

として梅雨を利用して行なわれる。このような状態であるから，本州では潅i!et地の面

積に比較して，集水区域が特に大きく，しかも高山をI/rt:域内にもっているような，大

和Jの下流等でなければ十分な潅減水が得られない。小さな集水区域しか持たない所で

は一般に谷聞にだけしか団地を作らなし、。こういうところでは，谷聞に溜池を｛乍り，
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潅I既l時以外の流水を全部貯えて使用するようにしているのこのように多くの同地にお

いては水不足に悩んでいることは事災であるわ

もし上述の豊笛な雪解け；j＼を， ｜“流域に作勺た大貯水池に貯え，これを水資源の不

足している丘陵地や傾斜地等に送水することができれば，木州でも相当llii肢の｜〕ii凹

や，！Wl裂をflなう ことができることは別らかである。たとえば，！但i！－＇..川のf-iiJ(~！堰堤が

完成した後で，中iAtの阿持ifl i山のおー初II，小山内村に給水して 2,200UIT J去を開凶するこ

とになっている。この新田凶肢は，この川のJJ¥をもって潅減している既設水田面積

6,200凶rttょの35,96'に当る。 なお山地からの雪解け水を直接貯水池にJt-i＇えると．いわゆ

る冷水；~i'の問題を生ずるが， 貯1)\i也の表而からl~1lJ）＼を取り 出し， さらにこれを在来の

河床に必必量だけ流してJJ¥i以上グ｜をはかることもできるから，向然流を直接11え入れる

よりさらに地収が期f与されるわけである内

北海道，本州を問わず， 雪解けJ）＼あるいは栴l'i'iを貯水して使うのでなければ，最大

用水期の 7～8月には必ず水が不足するの いわゆる一平告はこの時期に生ずるものであ

るC 台風によ る雨がもたらされるのはちょう どこの頃であ って， 文’ ［~ どおり早天の慈

雨となるc けれどもその際の降雨旦－が適li1の場合は慈雨となるが，この乾燥しきった

ところに一旦室長雨が降ると， 浸透がuなわれるーがjに土を流し，濁流となり，そのはて

は堤防を決潰して洪水を引起すことになる。従って今後貯水池を作って，雷角1（，け水と

豪雨からの出水も水資源として利用する場合に問題になることは，いかにしたら雪解

け7J・くを豪雨期まで、有効に貯／］＼利用しきるか，すなわち云削からの出;J¥を緩和するため

に，それまで、貯えた雪解け水を放流しなければならないのて、あるが，この際のJ!ti〔効放

流をどうしたら最大:kJにとどめるかというこ とである。簡単に言え（f，会H'iからの出

水を全部貯水するために，それまでに当解け水を上子に使いこなすかということがお］

胞になるわけであるれこれ等の問題を角平伏するためには，今後さらに五hhの来る確ネ

や， § 3で述べた豪雨の流出ネを十分に調べることが必安になってくるp

ii）発電用木

I設近まで、のわがlk！における！Jく力発泡は，建設費を節減するH的でit刊｜の低7）くがまた

は平水量を基準として建設され，l)(r，：：がそれ以下になる場合の発電il1：の不足は，その

他の火）J発電所または貯;J\1也発泡所句、ーをもって補給することがr：~·：w，になっていた。 積

雪地方では冬季聞の降ぷがほとんど積雪となって貯溜されるために，長時間に亘って

渇J）＼伎が続く。四時一定流昆を必裂とする発電においては，この貯木機能はかえって

｜埠hになる。また雪解け水もその大部分が春先きに急激に流出してしまい，しかも各

発宿所共－~j に豊水期が米るので， v~際の発電能力は常時最大になり，消費認をオ｛

パーし，かえって負荷制限を行なう というくらいで，雪解け水の手I］用制値は小さいと

されていた。夫際，忠日lj川でも 5' 6' 7月の 3ヵ月聞に流出する雪解け水のうち，

発電用水として利用されるものは25,96'だけで，残りの75%は無効放流させているぞさ
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らに北上川支流の胆沢川では，ilii.idiした金流域平均して水深で1.2m, 2. 2倍、立方米に

も達するホは，4, 5月の2ヵ月でほとんど全部流出し，その間に既設のう古屯所では

14%の水を使用し，残りは）！日拶J政流してしまうのである。こ ういうことから，いかに

多量の水資源が空しく放流されているかがわかるであろう。

以上述べた如く，積雪資源は絶対日が大きく，上Lつ流出率が良いのであるが，Tこだ

制けて流れ山す際には洪水の際の；）＜；のように，比較的短時間内に大l!tr:JJ1:の水が流れ去

るので，普通の方法では使い切れないわけである。けれども雪flj!（，け水のlU：は，台風時一

の以雨から生ずる出水とは速い，i1上年確失’に期待できる水であり，しかもその旦はが

先に絶対積雪水量調査をわなうことによって知ることができるしまた古i斗その流出

量を 1i1i1J程度の誤差で子想することもできるのであるから，水資源としてはすべての

点において最も優良なものであると古 うこ とができる《

雨屯ダムは，雪解け；j＇（を｝行’水し て有効に使用するために建設されたもののよ設も代表

的な例であるの この流域の航雪水・I;＇（は，1Jijにかかげた第3表中にみられるよ うに，平

均約3億立方米であるのこの普は旬f年4月中旬から 6月下旬までの 2.5ヵ月間に全部

融けて流れ出す。貯水池の有効Jt-j';J<;l!J:f土 1.Sf：意立方米であるから，雪解け1liiにJtj＇’水池

を公く犯にしておいても，雪fB!fけ水が出つくすまでには， 1. 2億立方米も使わねばな

らないくらいの多量の水が得られている。I前；j¥.時のAにはさらに夏季のtll水期に幾分使

用し，それを駄の降雨からの流出で補充して冬を迎え，北海道における冬季tll水期の

屯力不足に当って最も有効に使用されている。このトl>J竜ダ、ムでは建設以来それまで無

効放流していた雪解け水から，毎年 1.0億KWHの電力を生産しているのこのl.d：はこ

の充電所における年間発電総量の60 %であるわ なお最近の7J~:JJ'J'13'~［は火ヂ；j\.従といわ

れ，これから建設されるものは大部分が貯水池式の補給用発電所で・あるのそれらの建

設計画には，この雨竜の伊ljを生かすべ~であろうわ

お之雨の際の出水についてみれば，堰堤水路式発電所では出イくのほとんど全部を流出

させてしまうのが普通である。WUをjjijjfの胆沢川におけるアイオン台風時の山水にと

ってみれば，この際， 山地流域末端の馬f{_f腹堤を通って流れた3,400万立力米の水は，

この堰堤下の既設自流充電所の！折衷水盆 5m3/secの80日分に相当する。この発電所の

容lilは2,lOOKVAであるから，その；j¥..fjiを通したとしても合計300万KWHの’屯）Jを発

生し得る。石淵堰堤が完成し，その計間どおり落差を108m，発電容ム；を 16m3/secで

13, 900KVAとし，全部の7j¥.を堰堤内にl貯えて水車を通したとすると， 820万KWHの

氾力を先生できることになる。このjl¥：は，現在の自流発電所の年間発＇ it:総・lj"'(1, 550万

KWH の半分以上であるP この例でみられるように，室長i{tlll-'.-f の~ U:\JJ\祉をのみ込むこ

とのでき るくらいの貯ぷ池を「ドることができれば，豪雨からの出水もいかにわ力な水

資／）ff,、となるかがわかるであろう。

以上に述べたことから，われわれは雪どけ水や豪雨からの流出は，通常の流出に絞
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ベて大きな重みをもっていることを知った。けれどもこれらの流出はそのままでは地

下資源と同じような潜在資源であるから，これを実際に利用するためには，大貯水池

を作って貯j留する必要がある。従って実際問題として，そのような大貯水池の建設が

百「能で、あるかということである。

雪どけ水の貯iii'｛では，古i｝述の雨竜の貯水池が長も良いw~である。また吾妻，磐梯両

山：呆の水を集める猪苗代湖の利用もその例にあげることができる。

豪雨について言えば， TVA では日本全体のほぼcl＇分に近い大国債の流域の水を，

26のダム群を駆使して，実際に豪雨からの流出のほとんど全部を完全に利用してい

るハ日本のような地形，地勢のi定域からの出；｝＇.を，少しの無駄もなく貯 j留することに

は多大の岡難を伴なうが，前記の猪苗代湖や，諏訪，十和田湖等のような天然の湖水

を利用した場合には，その建設の動機はさておいても，実際に豪雨時の出水の利用は

かなり成功している。これ等の17Uからみても，わが同においてもその実施が不可能で

ないことがわかる。今後水資源、に対して，従来のように年間平均して利用するという

考え，すなわち通常的な流出以外¢水をすててかえりみないという考え方をやめ，こ

の莫大な潜在水資源の綜合開発という見地から進んでいくならば，必ず完全貯溜の可

能な方法や，貯水池の建設地点もみっかり，その災施も可能になっていくで、あろう。

現在日本の各地で、工．事が行なわれてL、る洪水調節用の堰堤も重要ではあるが，雪ど

け水と全洪本量をも飲み込むことのできる大貯水池の建設を，計画実施することがさ

らに焦眉の｜問題であろう。その理由は，後者はより積械的な洪水対策となるものであ

るからであるη すなわち現在のわが国の洪水を招米した最大原因は，水源地山林の荒

廃によるものであると言われている。この山林荒廃の原因は，森林の生長量を越えた

伐採によるものであるが，特にわが国の森林伐採量のさらに過半量も占め．しかも立

木を徹底的に伐採する薪炭用材の乱費を阻止する方法をとらずに，植林のみによる治

山治水を行なっても，果して適切な効果をあげ得るか否かは疑問て、ある。言いかえれ

ば，今後ますます進んでいく日本国土の荒廃を阻止する最も有効な方法は，この薪J火

材に代る，安（山にして豊富な，民村および都市の家庭燃料の供給にあるとも託える。

大貯水池を作って，この無限の水資源を電力に代えて直後，間抜的な方法で供市；する

ことは，以上の意味から実に一石二鳥の策であるのこの過程をとることによって，国

土の荒廃は徐々に阻止され，やがては洪水の危険を氷久に断ち切ることができるよう

になるであろうっ

§ 8. 綜括

以上までに，わが凶の；J＜；資源が議官な理111として，融当期の流出を豪雨からの出水

が加わるためであることを述べた。またさらにそれぞFの水の流出の状態と，それが年

間流出量に占める重みの一端をも知ることができたn その結果，これ｛ifの出水を適切j
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な方法で貯水して利用するならば， 国土の流亡と荒廃を防ぎ，さらに莫大な水資源、を

得て，国土や電源の開発に役立たし得ることを知った。

今後われわれのなすべきことは，いかにしたらこの水資源を有効適切に利用し得る

かということである。そのためにはまず季節的に，まずこ地域的にこれ等の水資源の賦

存状態を明らかにし，国土の綜合開発，q寺に貯水池の建設に直ちに役立つような，＊・

文学的な資料の蓄積を行なうことが必要である。これ等の調査資料はまた洪水防止と

治山治水対策の樹立にも役立つことは言うまでもない。今そのために行なう調査観測

の具体的な題目と方法をあげてみると次のとおりである。

1) 積雪からの流出については，まず中部以北各積雪地を，それぞれの特徴から数

地域に分かち，さらに各地域の標準となるような数カ所の中程度 (100km2内外〕の

山地流減を選び出す。その各々の試験流減について流減全体の冬季聞の積算降水量を

決めるための調査観測を行なれさらに積雪水量およびその流出調査も行なう。これ

等の調査結果から，全地域を類似した流域別！に区別し，実用的なしかも降水量と埋蔵

量とを加味した雪どけ流：11の；.K文学的な流出地図を作る。

2〕 1）のうちの流域全体の冬季聞の降水量観測は，積算量でよいのであるから，積

算雪量討を山中の要所に§Ciii~する。この積算雪量計によ る月降雪水量調査程度のこ と

を，各地域を東西に横断するような線上で行ない，まず冬季降水量の高度分布を知

り，さらに降雪機構から地形降水量：の分布の傾向を明らかにする。このようにして正

篠な山地降雪水量がわかれば，冬季問降雪から期待できる定常的な流出の資料も得ら

れる。

3) 積雪水盆調査の期日には，その地域における融雪出水の初まる直前に行なうこ

とにし，時日に統一等に拘泥せず，適切な積雪の絶対埋蔵室調査を行な う。この調査

は少なくとも数ヵ年に亘って継続して行ない，積雪水量の年度化の程度を決める。ま

た第 1年度の調査結果から試験流域中の代表的な地点を選び，積雪調査露場（スノコ

ース〕を作り，その地点の積雪水量をその後も毎年測定し，その年度の積雪量の多少

および流出量の予報を行なう。

4) 各試験流域毎に自記水位計を使用する正確な流出調査を行ない，融雪出水の初

めと終り，流出曲線の特性等を調べ，さらに積雪からの流出率も決める。

5) 豪雨についても， 1）と同じような試験流域を作って，豪雨時の総降水量と直接

流出を調査する。さらに豪雨発生の頻度と確率について過去の資料を基にして調べ，

豪雨流出量地図を作る。

6) 豪雨からの流出は，その出水が突発的な現象で、あるだけに，流出観測は徹底的

に機械化して行ない，正確な流出曲線を取って算定する。その際には特に最大流出量

と総直接流出量を明らかにする。

以上の調査観測！の実施方法と して， 2）の冬季問の降水量観測，5）の豪雨量観測につ
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いては，すでに§ 3および7において述べた方位、によってもよいっまたのおよび6）の

流出量観測については，これらの流出が洪水またはそれに煩似の現象であるから，導

水樋管と井戸を利用する従来のフロー ト与えの水位計ーでは，いろいろな点からみて観測

が困難であり ，また莫大な設備費を安する。雪作者は簡単に河床にJ:£1!I乏して， i11T水の古下

水圧を直接記録せしめる形式の長期間を水付；｜を考案したハこのような水位計及び前

述の積禁I自記ffihl計，積算雪宅計等を使用すれば，山地流域で‘も多数地点；のiur；人観測

を簡単に行なうことができる内なお上記の流「Hf;：：訓査をさらに確尖にするには，大き

な流民時，および洪水時の流量測定を正確迅迷にわなう方位、を見出さねばならない。

筆者はその方法として，河川の両岸に固定した架線を利用して，大童話のm鏡内に水

深と流速とを同時に記録せしめる装ill'.を入れた，洪水用流i主計を完成し，実際に黒部

川において関西電力会社に使用してもらっている。

以上のようにすでに一貫した調査測定の7方法が確致しているのであるから，今後希

望することは，各管理団体の内部的な調査ではなく，令倒的な規校で，男、も統ーされ

た思想と組織の下で行われるということである。

以上の調賓観測が行なわれ，しかも適切な流山地凶が作られれば，今後表日木の涙

雨や表日本の雪どけ水等のように，流問の時期を異にする水資源を，ヰT抑止相通ぜしめ

て利用できるような大貯水池，大発電所の討が1jもあながち不可能ではなくなるであろ

う。

水は今日のわが国に残された＂ ffーの豊富な資淑て、ある。この言葉はそのまま積雪や

豪雨に当てはまるF あらゆる天然資源をねちすぎるくらい持っているといわれるア メ

リカにおいでさえも， 7）＇（や士 i也のような最もJよ礎的な天然資源、を，少しも無駄なくし

かも十二分に活用する同町jで，資源の保全委只会をfドってあらゆる努力を傾注してい

る。その努力の現われが TVAの繁栄であり ，また現在の進行中のコロラド，コロン

ピア， ミゾリ一等の河域開発計画である。戦後日本の復興が成るか否かは，ーにこの

雪どけとゑi'l'iからの出水を馴化し，その完全利用まで進めるか否かにあるといっても

過ちーて、はないで‘あろう η (JlJ' j専，菅谷水資源研究所〉
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