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森林理水学方法論へのはしがき

野 口 陽 一

森林理7）＜.と レヲの：よ．日日i台32年に（現在の）東京大学農学部林学科（こ子ゴ I 、て

森林理7]<.I主ひe砂；坊工学の講座が設けられて主j、来の伝予宅5守な名称、であ；）；三

その内容；立水文主詳の中， 7］くの循環過程における森林の影響，その研究の基礎

となるいろいろの測定法3 および水理学的理論であります。 雨量，流量の測

定法や水路における流7］くの理論は概めて基礎的なものでありまして3 必ずし

も森林理水独特のものと限るわけではあ りません2 まに森林の影響Jこっトて

も，野外の観察なり ，史笑を基礎とする方法は古くから用レられましたが，

一定の試験流域を設（十，流域の森材斗犬態と流出量との関係を科学的に見出す

方法，いわゆる森林量水試験が行われるよう になりましてから，こ の試談；二

関する事柄が森林理水学の中軸をなして来たといってもよいでありましょ

う。こうし、う 意味でわが国における研究の基礎を確立するに貢献した森林量

水試験の主なものは3

スイス林業試験場エンメンタ ーノレの試験 （1899ー現在）

栃木県足尾，茨城県笠間，同 じく太田における水漂i函養比較試験「1906ー

1912，太田の広葉樹林区：土1919まで）

東京大学愛知演習林内の量水試験（1924ー現在）

岩手大学農学部御明神演習林内の量水試験（1931ー現在）

米国カ ウィ ータ水文学研究所の試験（1933ー現在）

岡山県高島3 山形県釜淵，群馬県宝川の試験 （1936ー現在）

などを挙げること ができます。 最後の三者すなわら農林省管下で岡山， 山

形，群馬の各県下にあるものはそれぞれ中園地方アカマツ林と流出量 との関

係，東北地方スギ林と流出量との関係およひ．関東地方水源地方の天然林と流

出量 との関係を見出すことを一つの目標としている特徴，つまり地方的な特

徴をも ってお ります。以上のよ うな量水試験のほか，現在では廃止されまし
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たが，明治44年から昭和12年までありました森林測候所の雨量観測値や随時

行われた河川源流の調査資料，森林測候所に附属した小規模の試験（智頭，勝

山，角館）の結果が用いられたことも忘れてはな らないと思し、ます。

さて水文学は地球上における水の循環過程に関する学問で，その範囲は極

めて広く応用分野もまた多岐であ ります。それらは大気，：森｜ホ，河川，農地，

湖沼，海洋な ど地殻の上で水に関係ある領域のすべてにわたるわけでゐりま

すが，学問的にも3 また林業とか農業と いったような産業上の意味でも，そ

れぞれの領域が全く切り離されてあるもの－cはなく 3 相互に関連したつなが

りをもっておりますから，7］く文学の全体についてl二勿論のこと，応用上の限

られた範囲をとって考えてもその休系付けを行うことは容易ではありませ

ん。 しかし今その一つの入門口として森林量水試験を取り上げ，その広い領

域に向って一歩を踏み出してムょうとするわ：ナであります。このような煮味

で，こ の文の表題をはしがき としたのであり ます。

l 森林量水試験の実行段階

( 1) 目的の樹立

さて従来の農林省管下の森林量水試験をみても判りますように，各地方の

気候的，地質的並びに森林経営の特質に応じと試験目的がおのずから生まれ

るこ とはいうま でも あり ませんが，さ らに基礎的なもの，たとえばノ、ィドロ

グラフの分析法や流出機構に関する研究は，今後もなお進められねばな りま

せんから，一応産業（林業） 上の目的を賦与された試験地におし、て も，研究者

は基礎的研究（方法に関する研究）から全く離れること はでさません。またこの

種の試験は設備その他の関係で軽々に廃止更改するには適当でありません。

現にスイス 3 エンメンターノレの観測も60年以上継続されてい るほどでありま

して，試験の設備や取扱いの方法を若手変更するか，新しい施設を付け加え

て同一試験地を用いて目的の異なる試験を行うことが必要になるという例も

実際には少な くなかったのであります。

したがって目的については3 一応その大綱というか3 窮極目的というか，

そういったものが明確であれば十分で，当初からこれを分析 していちいち列

挙すること は必ずしも必要でないとしなければなり ません。

( 2) 流域の選定
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流出量に影響する自然的因子はし、ろし、ろありますが，その中で古来着目さ

れている森林の影響，とくに流出量に対する影響は他の因子の影響に比べて

特に顕著ではありませんから，森林以外の因子の状態が等しいような流域，

たとえば，降水量，面積，地形地質，土壌の状態が等しL、数個の流域を選ぶ

ことによって，森林状態、だけを変えたと きの流出量が比較 できるようにす

る。これが試験地としての流域の理想でおります。流域選定の作業は航空写

真の調査3 現地踏査， jJ!lj量などになりますが3 試験地の条件としては以上の

他， 適当の降雨量（というのは流出量が 1年中絶えない程度）があること，流域外

への大まい地下水流がないこと 3 量7)Zグムの築設に適地があること p および

管理しやすい所でなければならない等も考えねばなりませんから，笑芸問題

としては流域選定作業だけでも容易ではありません。すべての条件を備えた

流域を求めることは至難でありますから，ある程度の不備は我慢しなければ

なりません。圃場試験などでよく使われる乱塊法と いう 実験計画法を用いる

ことを考えますと，多少条件の差のある流域全多数選定して統計的処理によ

って森林影響会抽出するということが考えられますが， 雨量と森林というこ

つの要因では差があってもよいが，他の条件はやはり同じでなければならな

レ。多数 といっても 5～6個でも よいのでありますが，いわゆる少数統計で

し、う少数も量水試験て、は多数ということにな ってしまうわけて、あります。

( 3) 設備の築設

設備の主なものは3 雨量観測設備と量水施設すなわち量水ダムでありま

す。将来の量水試験地で、は，雨量観測に新機軸を画する ことが望ましし、 とい

えます。自記雨量計の検定や，観測員の教育等の意味で3 直読式定時i測雨

量計が必要であるのはいうまでもありませんが，資料採取用としては自記を

主眼として， また流域内数カ所の観測値を比絞或いは平均できるようにする

ことが大切であります。山岳雨量観測に応用できるようなロボッ卜式雨量計

の研究的設置も間帯させたし、ものであります。寒冷地においては雨量，流出

量ともに氷結からくる観測の支障を除かねばなりません3 雨量p 流出量とも

に平時（通常の降雨時）の観測設備と豪雨時の観測設備とを別個に設けること

については，その必要性は認められておりますが， まだ よい考案は生まれて

おりませんから，これについても研究する必要があります。また長期の観測

資料を格納， 整理，保管するファ イリングシステムの問題もあります。必ず
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しも当初からよ必要のもので‘はありませんが，地下水に関する測定設備を附帯

させることは，従来の多く の量水試験地で行われることであり ました。

( 4) 予備観測と流量係数の決定

新しL、試験地では大休判っている降水量と流域面積とから，流量の範囲を

想定して自記水位計の作動範囲を定めるわけで、ありますが，実際に予定した

水位計が現地に適当かどう かは備えつけてから半年ないし l年位観察する必

要があります。

流量計算のためには流量係数が必要で、ありますが，本観測が長期にわたる

ものだけに．その実験係数は慎重に決定しなければなりません。流量係数は

一定の水位で流出する水を直接マスに受け，その量，時間およひ’水位を狽Jjる

ことにより決定することができます。流出口 （欠込）の形状および大きさは，

雨量， 流域面積に見合うものでなければならず， 欠込の形が異なれば，それ

ぞれ流量係数も異なるものであります。三角形欠込において流量が極めて小

さい時の流出係数は，流量が中庸程度の場合と違う値を用うべき場合がある

ことは従来知られてお りますが，極めて大きい流量の場合， 流量係数がどう

なるものかは厳密には不明であり 3 こういう点についても研究の余地が残さ

れているのであ ります。

( 5) 流域内部要素の調査

流域内部の要素は流域選定の際に一応調査されますが，その後特に土壌の

状態と森林地被について精査する必要があります。森林状態は単に林相の差

を記述する程度に止める場合もあ りますが，なるべく立木度，材積まで調べ

るべきであります。従来は単に既存の森林状態をそのま ま維持することが重

要であると考えられたのに対して， 将来経営と組み合せた試験が行われるよ

うになりますと，これは必然的となります。 土壌状態はまずその種類，深さ

等3 流域の概況を知る程度の調査を行し、ますがp 後には採取標本について，

土壌水文学的分析を行うことになります。この土j薬分析は必ずしも従来の量

水試験の概念の中に含まれる ものではなく，むしろ理水学の中でハイドログ

ラフを用いる方法と併立する方法として考えられますが，森林理水試験とい

う拡張した考え方で、あらか じめ計画される ことが望ましく ，米国カウ ィータ

の試験地でも現在この点に力が注がれております。

( 6) 前期観測（処理前の観測〕
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ここで処理とレうのは，次の第 7項に述べる森i恥伏態の変更を指します。

したがって前期観測は既存の森林状態のままで観測することで，この期間と

して 5年ないし10年が見込まれます。 処理後の観測値を調べる際に3 数個流

域の降水状態がそれぞれ違う場合は（違うのが普通でありますが）＇流出量の 比

較になりません。なるべく降水量は等しくなるように注意して流域は選定さ

れるのですが，小さし、差はなくなりません。また森林処理一前とその後との問

：こも雨量の差が起ります。それらの差があっても森林の影響を検出できるよ

うにする二めには， l流域を コントロールと して，その流域にお；ナる雨量の

年々の変動 （分散度）を求め，森林影響を浪ljる統計的尺度としなければなりま

せん。この尺度を求めるための観測i期聞を前期或いは変動測定期間というの

でありま T。

( 7）処理

森林量水試験で処理というのは，大抵の場合，林木の伐採を意味しており

ます。それは森林の質的な状態を変更する最も手軽で効果的な方法が伐採で

あるからであります。したがって処理の影響のことを，その手段からみてし

ばしば森林伐採の影響といわれますが，伐採の影響としづ場合でも 3 多く；立

試験の目的が森林経営に伴う作業としての伐採方法ということではなく，単

：こ森林の有無を問題にしている，すなわち処理の影響を求めることであっ

て，その処理（手段）は，もし事情が許せば，今まで裸地であった所に一斉造

林を行うことであってもよいのであります。すなわち「処理の影響」は「統

計的方法によって質的に単純化された森林の影響」であります。このような

意味の処理は，米国コロラド州フレーザーの量水試験地で行われてし、るよう

な経営をも考えた作業法（何%の帯状面伐など）としての伐採とば区別した呼び

方をする方が，少なくとも基礎的問題としてはよいだろうと考えられます。

そうしヴ意味でこの項目を伐採としないで処理としました。処理方法として

は落葉の採取や土壌のはく奪をすることもあります。処理に当っては，目的

とする要素の変更に伴って観測上不都合な現象，たとえば浸食による土砂流

出を起したり，目的としない要素（たとえば地表流：こ関係ある地形） を変更した

りしないように注意しなければなりません。大流域試験ばこの処理の段階に

なかなかむずか しい問題があります。

( 8) 後期観測（処理後の観測）
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前期観測と同等或レはそれ以上の期間（すなわち 5～10年以上）同ーの精度で

観測します。処理が伐採である場合，下草や蔚芽を年々刈 り取るなどの作業

（処理の連続）が必要ーとなることがあります。一応 a定の地被状態（無立木状態）

で観測した後，萌芽や草が自然成立する状態で観測を続け， 或し、f：！：管理され

た草地に仕立てて異質の地被状態の影響を見出すとかF 或いは農耕地として

利用した場合はどうかなど3 特殊の目的を設立する場合は後期観測期間：：相

当長くなるこ とを覚悟しなければなりません。

（？） 観測資料の整理

以上のように，極めて長期を要する試験でありますから 3 観測資料の整理

は一定の方針で整然と行い，主管者が交代して も資料の出納などに支障を来

さぬことが大切であ ります。そのためには，第 3項で述べた設備設計の際の

計画も重要ですが，それが不完全な場合は適時進歩した組識的整理方法を取

り入れる努力が必要で、あり ます。なおここに観測資料と は普通3 記録された

自記紙のほか，雨量，水位ともその読取債の表，水位から流量に換算した流

量表，附帯的な観測すなわち気温，日照，蒸発量，風速， 雑象などの気象要

素，植物季節の観察記録などが含まれます。

2. 耳元纏め方法の重点 （基副主的には，統計学，生態学，

水理学の知識が必要なこと）

以上，量水試験の笑行段階を簡単に述べま したが，いわばこれは室内笑験

で測定データを得る所までに相当するものであります。こういう意味では測

定そのものに非常に長期を要するといえま しょう。しかし野外の森林量水試

験を室内笑験と同一に考えることは適当であ りません。野外の測定値は厳密

には同ーの条件で二度とは得られない値で，いわば歴史的（経時間的）な知識

であり，暦日に関係なく所望の条件下で繰り返し測定ができる室内笑験とは

違 った性質のものであ ります。 水文学の対象の性質は，この点で、実験水理学

と違うといってもよいで しょう。

繰返しのできる実験から一つの法則，たとえば「水漕の穴から出る水の速

度vは水頭 hと重力加速度 gとの積の 2倍の平方根に等しし、」，公式で示せば

v=v2ghcトリチェリーの定理）というような法則を導くことができるのは，

同じ原因があれば同じ結果が得られるという ことを何所ででも何時でも確め
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得るからであります。このように，同じ原因から同じ結果を生ずることを因

果律とし、L、ます。正確に記録された知識は因果律の法貝！Jと相容れぬものでは

なく，またこれを否定するものでもありませんが3 森林量＊試験のデータ

は上のように歴史的性質のものでありますから，ある事象の原因：土判ること

もあり 3 またあるものは判らないこともあります。豪雨や洪水などについて

は，所望の大きさのものを実験者の意志で繰り返すこと は全く木可能であり

ますし，統計的にその繰返しの状態をみるにも，よし、データはなかなか得力3

7三L、のであります。しかし平時の流況データからは大休同じものを拾うこと

ができる，すなわち統計的方法に掛る繰返しをとることができます。森林量

水試験では，長年継続しているだけて、無用に同じものを観測してし、るかのよ

うに見られることがありますが，それは資料の性質が前述のように室内実験

的でなく歴史的であること 3 そしてその中から科学的実験としての意味のあ

るものを見出すためには，統計的な手法に掛る繰返しを生ずる程度の長期を

要するということに対する認識の不足から来ることではな？ぜ、でしょうか。＊

文学を科学として確立するためには，歴史的性質の資料も笑験的性質の資料

も，両方を正しく組み合せて，最後にやはり，笑験科学としての一般法見!Jを

導く所まで行かなければならないわけであ ります。

前に述べましたような各国の量水試験を総合しますと 3 その発展史ともい

うべきものが考えられますが その発展史は新しい結論が次々に生まれて来

た歴史であるというよりも 3 むしろ若干の仮設を確めるためのより厳密な方

法が次々に試λられた歴史であるといった方が適当かもしれません。これに

は統計学の発達が大いに寄与レ亡し、る といわねばなりません。統計学は，い

わゆる記述統計学から近代統計学へと発展したことはご承知の通りで，近代

統計学における笑験計画の思想、が量水試験にも取り入れられてレることは勿

論でありますが，農学における圃場試験のようにブロック（試験流域）を配列

することが容易でありませんから，統計学におけるいろいろな方法も，これ

を如何に応用して駆使するかには相当工夫を要するわげて山あります。量水試

験取機めの極めて基礎的な問題として，降水量，流出量の分布を取り扱うこ

とが少なくありませんが，分布というのは大きく分けると次の三つになりま

す。すなわち大きさに関する分布（頻度分布），時間に関する分布（経時間的分

布λ位置に関する分布（空間的分布〉であります。統計的に取り扱った場合の
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図は上の三つの中に属するかp 或し、は相関，回帰，精度，包絡 （最大値と最小

値で固まれる線）を表わすものに属するかであるようです。

降水量と流出量とのほかに，＊・文学では蒸発量，蒸散量，地下水のデータ

が必要になるわけですが，これらはし、ずれも直接には測りがたいので3 これ

を推定するための間接測定法が水文学における基礎的問題の焦点であるとい

ってもよいでしょう。 蒸発蒸散量が問題になる点でも7）（文学は後にのベる生

態学とも接触しているといえます。

流出量に及ぼす森林の影響を見出すことを目的としてし、ると し、 う意味で，

量水試験の結果は， Ki↑tredgeのし、わゆる「森林影響諭」の中に含まれると L、

ってもよいのですが3 そこでこの森林影響論とはどんなものがについて少し

述べることに致します。森林影響論とは Kittredgeによれば，森林または媛

林， もっ と一般的には自然植生が気候， 土壊水分， 流出量 f総量），河川流

量，洪水，浸食，土壌生産力に及ぼす影響を論ずる学問でゐります。一方，

応用生態学としての森林生態学の立場から，われわれは生．態学の一端に触れ

るのでありますが，Ecology（生態学）とし、う言葉は元来ギリシア語の Ol!CO<;

（家すなわち生活の場所とし、う意味）から由来してし、て3 動植物の環境をよく調

べることが基礎になるわけです。生態学で植物群落を取り扱 う場合，これを

統禦している環境因子として光，気温，雨量などを取り上げることを一寸考

え合せると，森林影響論が〔森林→環境因子〕の方向を3 生態学で十まこれと

対立的に〔環境因子→森林コの方向を取り扱うものであるかのようにも思わ

れますが，このような連鎖は3 気候要素や群落が生育地に及ぼすすべての影

響を包括的に考えるし、わゆる生態学的反応（Ecologicalreaction）として考えるべ

きで，これは勿論生態学の考え方であり， Kittredgeは森林影響論は生態学の

そう L、う面を取り扱うものであるといっております。そうしづ基礎的な面で

は，森林影響論は3 より古くから発展し・n、る生態学から生まれたと考えて

もよいでしょう。しかし生態学が造林学を含むものではないと同様に，基礎

生態学には森林影響論の林学的応用は含まれていないのであり，応用的な面

からいえば，森林影響論は森林が＊および土壌の保全に有効である状態およ

び有効であり得るようにする方法に関する学問であるといえるのでありま

す。 ここで保全ということが問題ですが，わが国では水保全，土壊保全とし、

うよりもむしろ水源i函養，土砂流出防止とし、う方が技術的に現実的であるか
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もしれませ人。 しかし水資源の最大利用とかp 土壌生産力の維持とか保全

(Con町 votion）：二包括されている意味が， ?k？原酒養， 土砂流出防止では一寸

薄らぐよう！こ思われますので，直訳的3 抽象的ではありますが，ここでは水

および土壌の保企と r，、うし、し、方をしたのでおります。

前節第5項「流域内部要素の調査」の所で一寸触れました土壌水文学的知

識は，量水試験の措果を説明し，原因を考察するのに有力なもので， 「水源

地の流出機構Jなどを説明するのによく用いられますが3 単（こ仁土壌一水コ

の関係、だけでなく． ご植物一土壌一水コの関係を明らかにするこ とによって

応用的な価値が生じ，こうし、う意味で森林影響論の中で取り扱ってもよいの

でありますz

因みにわが国で；；：，森林影響の中，森林の気象lこ及ぼす影響は森林気象学

の一部として取り扱われております。

7.k文学と水理学の性質の違いは前に述べま したが3 森林理水学の応用は防

災工事（たとえば砂防工事）の面までつながっており，このような技術にたずさ

わる者の訓練過程としての水理学的方法が，量水試験から符られる資料の取

纏めに応用されることに不思議ではありません。もっとも本間博士も，「hy-

dr口ulicsl主力学的な範囲に限られているが，＊理学と l，、う言葉では，多少水文

学（hydrology）或い：二量水学（hydrography）の中に入るべき要素も含まれるよう

に思われる」といっています。量水の方法は大別しますと，開水路で、は堰に

よる法3 ヘッドメーターによる法，プロペラ式流速計による法を，管内の水

流にはピストン式水量計やギブソン法などを挙げることができます。森林量

水試験で専ら堰によ る法すなわち堰堤量水法が用いられますのは， 7］（位を連

続的に自記させるシステムが使えるからであります。ヘッドメータ ーという

のは圧力水頭を測るものの総称で， 1例としてピトー管があります。ピ トー

管は流路断面の各点の流速を求めるには便利ですが，正しく流れの方向に向

けること 3 又公式v=C y2ghにおける実験係数Cの値が判っているものを

用いる必要があります。水理学で取り上げる開水路における定流3 不定流3

波動，地下水等の問題はまた理水学の問題となり得るわけでありますが，今

その中で，開水路における平均流速公式では必ず問題になる係数のことを考

えてみましょう。パザ ンの公式 v=CV百了， C=87/{l + (n/V石）｝は笑験室

内の実験から作られたもので，この形を基にして実際の河川での実測結果に
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合うようにしたものがガンギレ ・クッタ ーの公式，これをさらに簡易化した

ものがクッターの簡易公式v=CVRI,C= lOOVR/(m＋ゾ訂 或いは7 ンニ

ングの公式であります。すなわちこのような問題では，実験係数Cを如何に

定めるかということが焦点であって，このように観察によって常数を定める

ことが工学的には応用価値は高いのであ ります。こう L、う“係数工学”的な

考え方は水文学でも用いられ，たとえば Jarvis-Myerの公式 Q=Cも／工（Qは最

大流量， Aは流域面積）において Cを決定することは確かに何らかの実用的な

メヤスを求めようとするときには有用ではありますが，実際に多くの異質の

因子が影響し合ってし、る結果の水文学的なデータに，こうし、う方法だけで臨

むことは，科学としての水文学的方法とはし、えないのであって，7K文学て吋

たとえ数式を用いてなくても，もっと物理的な考え方の方が望ましいのであ

ります。実用的には流出率というものが使われるにもかかわらず， 7.k文学の

基礎的研究ではこれを用うべきでないといわれる＊のもこうし、う理由からで

あろうと思われます。

以上，基礎的な考え方で関連のある科目名をいろいろ挙げましたが，具体

的なあり方としては，取纏めの重点がそのいずれかに偏るのは当然でありま

す。

3, 試験結果の解釈について

従来の森林量水試験によってどんな結果が生まれたかの概要については，

1. 荻原貞夫『森林理水 ・砂防』

2. 丸山岩三 ・Jll口武雄『森林の治山治水機能に関する研究抄録』

3. 難波宜土『森林の治山治水機能』

などによく纏めてありますから，ここでは省略します。しかし注意を要する

ことは各々の試験の結果は（特にその数値は）限られた時期の限られた試験地

から生じたものでありますから，一般通則を打ち立てるためには一つのデー

タに過ぎないということであります。

スイスのエンメンターノレの試験結果（1899～1915）をエングラ一博士が橿め

た論文では， R谷および 5谷（俗に無林，有林として比較されることもらるが厳密

には R谷は一部分地， 5谷は全部林地）の流出率には差異はないと L、う結果であ

*ADOLPH MEYER, E.F.BRATER, C.R. HURSHらの主張。
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りましたのに，同じ流域でのその後（1915～1927）の観測値についてプノレカA一

博士が報告した所では流出率は一部林地流域が全部林地の流域よりも 5%大

きいとし、う異なった結果でありました。このことは量水試験史上有名であり

ますが，近代科学史上最初のこの量水試験でこう L、う違いが出たことは，森

林量水試験の解釈を行う場合に対する大きい警告であると考えてよいでしょ

「統計的方法を用いるための処理によって質的に単純化された森林の影

響」（ 1の（7）参照）を見出す ことが一つの研究方向と して重要であ る，一方

フツレガ一博士が見出した「最小流出量に対しては，海洋性気候のエンメンタ

ールでは森林の存在は幾分有利て、あるが，大陸性気候のロッキ一山では森林

の存在は幾分不利である」こと，また「降水量の少ない土壌の浅い地方にお

いては森林の存在は不利であるけれども，降水量が多く，集水地の土壌が深

ければ，湧水量およびその保続に対して森林の存在は常に有利である」など

のように3 地域的特性に結びつけた解釈も応用的な意味で極めて重要である

と考えられます。 （東京大学助教授）
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