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はじめに

な影響について

II-8. 夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度のま

とめ

筆者は多目的ダム規模の流域で，河川流量とそれの影響因子との関りの研究
を行ってきた1)-21)が，本文は白神山地の秋田県側と青森県側の条件の違いが
夏期流量に及ぼす影響についての調査を行った。

白神山地の秋田県側の特徴は南向き斜面が多いことであり，一方の青森県側
の特徴は北向き斜面が多いことである。その方位性の違いは水文現象に影響を
及ぼすと思われるが，その一つが融雪時期のズレと考えられる。融雪時期のズ
レは青森県側の夏期流量に占める融雪水の割合が秋田県側より大きくなると思
われる。二つ目が蒸発散量の違いであるが，南向き斜面の多い秋田県側の蒸発
散量は青森県側より多いと思われる。

調査対象は秋田県の米代川水系粕毛川に位置する素波理ダムと青森県の岩木
川水系岩木川に位置する目屋ダムである。両ダムを調査対象に選んだ理由は，
秋田県の藤琴川・粕毛川及び青森県の赤石川r(岩木川の隣接の河川[)ではブナ
林の伐採によって保水力が低下し その結果 河川流量が大幅に減少した旨の
記述22)23)があることから その記述の正否の検証も行うためである。

素波理ダム流域の森林資料は当時の秋田営林局から，また，気象・流量資料
は当時の秋田県土木部からそれぞれ提供を受けた。さらに， 目屋ダム流域の森
林資料は当時の青森営林局から，また，気象・流量資料は当時の青森県土木部
から資料の提供を受けた。それら 4機関に対してここに謝意を表す。

1. 素波理ダムについて

1-1. 素波理ダムの概況

表 Iの左側には秋田県の素波理ダムの概況を示した。流域面積は 100.0km2

であるが，流域全体が林野面積である。素波理ダムは米代川水系粕毛川に在っ
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表 1 白神山地の秋田県側と青森県側の流域の概況

秋田県側 青森県側 備考

ダム名 素j皮理ダム 日屋ダム

流域面積 100.0km2 171. 58km2 

河川名 粕毛)11(米代川水系) 岩木川(岩木川水系)

所在地 秋田県藤里町 青森県西日屋村

調査期間 昭和46年~平成 7年 昭和35年~平成 8年

(年数) (25年間) (37年間)

林野面積率 100.0% 96.9% 

①降水盆 (p) 1. 367千 mm 1. 127千 mm ①~⑤の値は平均

イ直
②平均気温 (T) 17.8"(; 19.3'C 

①-②・④は 7月
響主庁主、ノ/ ③森林蓄積 (W) 1. 126百万 m3 1. 621百万 m3

-9月の値

因
(0.945百万 m3)

括弧内は 100km2

子
④最大日雨量 (x) 0.208千 mm O. 187千 mm に換算した値

⑤ 6月流量 (y) 8. 44m3/秒 9.01m3/秒

(5. 25m3/秒)

て，その所在地は秋田県藤里町内である。

調査期間は昭和46年~平成 7年の25年間であるが，解析に用いた資料は 7月

1 日 ~9 月 30日の92 日間である。

1-2. 夏期流量について

7月1日から 9月30日の92日間のダム流入量の平均値 (m3/秒)を以下では

「夏期流量」と呼称する。

図 Iは夏期流量の推移を示したが，夏期流量の測定値は図中の.の部分であ

る。

夏期流量の測定値の最大値は22.28m3/秒であり，最小値は4.10m3/秒であ

る(表 2)。なお，夏期流量の最大値と最小値を相対的な大きさで比較するた

め，最大値を 100に換算すると最小値は18となる。夏期流量の変動幅は 5倍以

上の変動となるが，その大きな変動幅に及ぼす影響因子の寄与度を比較するこ

とが研究目的である。

水利科学 No.329 2013 
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図 1 素波理ダムの夏期流量の測定値(+)と計算値(・)の比較

表2 素波理ダムの夏期流量の変動幅

夏期流量の変動幅 夏期i流量の
備考

最大値 (Rm-max)I最小値 (Rm一min)I平均値 (Rm-ave)

、へ

22.28 (m3f秒) I 4.10 (m勺秒) I 11ω (m3f秒) I括弧内の数字は最
(100) I (18) I 大値と最小値の比

注)夏期流泣は 7月1日-9月30日の流入金の平均値。

1-3. 影響因子の状況について

夏期流量に及ぼす影響因子は夏期降水量，夏期平均気温，当該年の森林蓄

積，夏期最大日雨量.6月の平均流量の 5個であるが， 以下では「降水量i
「平均気温J.1森林蓄積J.1最大日雨量」及び 16月流量」と呼称する。

夏期流量の影響因子は表3の5個であるが，その中の基本因子は 「降水量J.
「平均気温」及び「森林蓄積」の 3個であって，年間の解析には (1)式を用い
る方法である 1)ー 17)。

Rmc = a . P + b . T + c . W + f………… ( 1) 

ここでに Pは降水量(千 mm).Tは平均気温("C). W は森林蓄積 (百万

m3). である。なお. a. b. cの3個は回帰係数.fは定数項である。

水利科学 No.329 2013 
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表3 素波理ダムの夏期流量の解析に用いた影響因子とその変動幅

影響因子

降水量 平均気温 森林蓄積 最大日雨量 6月流量

(p，千mm) (T， t) (W，百万 m3
) (X，千 mm) (y， m3j秒)

最大値
(Pmax) 2.330 (Tmax) 19.8 (Wmax) 1. 280 (Xmax) O. 415 (Ymax) 27.93 

(100) (100) (100) (100) (100) 

最小値
(Pmin) O. 600 (Tmin) 16.0 (Wmin) 1. 040 (Xmin) O. 077 (Ymin) 3.34 

(26) (81) (81) (19) (12) 

平均値 (Pave) 1. 367 (Tave) 17.8 (Wave) 1. 126 (Xave) O. 208 (Yave) 8.44 

備 考①降水量，平均気温及び最大日雨量は 7月1日-9月30日の値である。

②括弧内の数字は最大値と最小値の比である。

③流域面積は100.0km2で、ある。

さらに，3個の基本因子と後述の「最大日雨量」と 16月流量」を加えて夏

期流量の解析を行う方法である 18)-21)。

降水量の推移を図 2に示したが，降水量の最大値は2.330千 m m(100) で

あり，最小値は0.600千 mm(26) である。したがって，降水量の変動幅は 4

倍程度と大きい。なお，括弧内の数字は降水量の最大値と最小値の相対的な比

較のための比であるが，降水量以下の影響因子も同様な表示とした。

平均気温の最大値は19.8
0

C (100) であり，最小値は 16.0
0

C (81) であるか

ら，平均気温の変動幅は降水量に比べて小さい。

森林蓄積の推移を図 3に示したが，森林蓄積の最大値は1.280百万 m3

(100) であり，最小値は1.040百万 m3 (81) であるから，森林蓄積の変動幅

は平均気温と同様に小さい。

最大日雨量の最大値は0.415千 m m(100) であり，最小値は0.077千 mm

( 19) であるから，最大日雨量の変動幅は 5倍以上と大きい。

6月流量の最大値は27.93m3/秒 (100) であり，最小値は3.34m3/秒(12) 

であるから， 6月流量の変動幅は 5影響因子の中で最も大きい。

I-4 夏期流量の推定式と結果

夏期流量の測定値と 5個の影響因子の資料を用いて夏期流量の推定値

(Rmc， m3/秒)を求めるが，推定式は (2)式である(表4)。

水利科学 No.329 2013 
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森林蓄積の最大値は昭和46年の1.280百万ポで、最小値は昭和58年の1.040百万凶であるから、
その差は24万m(19%減)である。なお、当該流峨の森林蓄積の大半i孟ブナであった。

『森と木のある生活J(市JII健夫着、白水社、 164-165頁、 1998年発行)にI立、白神山地の秋図
県側の流績について言及しているが、肉容は「ブナの伐擦で、藤琴川の水量が3分の11こ減少し、また、
粕毛川の水量もZ分の11こ減少した。」旨の記述である。

本研究でi立、粕毛111の棄波理ダムの夏期流量がブナの伐採が原因で半減したかの検証も行う。
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図3 素波理ダム流域における森林蓄積の推移
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Rmc = a . P + b . T + c . W + d . X + e . Y + f…-…… (2) 

ここで.Pは降水量(千 mm)，Tは平均気温 ("C)， W は森林蓄積 (百万

m3)， Xは最大日雨量(千 mm). Yは6月流量 (m3/秒)である。なお， a. 

b， c， d， eの5個は回帰係数.fは定数項である。

5個の影響因子と夏期流量の測定値を用いて夏期流量の計算値を求めたが，

水利科学 No.329 2013 
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表4 素波理ダムの夏期流量の推定方法と結果

夏期流量 (Rm)の推定に用いた重回帰式と結果

O重回帰式

Rmc = a . P + b . T + C • W + d . X + e . Y + f 

ここで. Pは降水量.Tは平均気温.Wは森林蓄積.Xは最大日雨量.Yは6月流量，

である。

なお. a. b. c. d. eは回帰係数. fは定数項，である。

O重回帰式の推定結果

Rmc= 9. 902P -O. 458T + 4. 583W -2. 308X -O. 031Y + 1. 182 
0重回帰式の信頼度

①重相関係数 0.95.②有意水準: 1 %有意.Cl標準誤差:1. 57m3/秒

夏期流量の寄与度に用いた標準重回帰式と結果

0夏期流量の標準重回帰式

Rmc* = a* . p* + b* . T本+c*・W*+d*'X*+e* .y* 

0夏期流量の標準重回帰式の推定結果
Rmcキ =0.964P* -0. 089T*+0. 065W* -O. 045X* -0. 035Yキ

それは (3)式である。

Rmc = 9. 902P -O. 458T + 4. 583W -2. 308X -O. 031 Y + 1. 182 .........・・・ (3) 

(3)式の信頼度を示すと 重相関係数が0.95.有意水準が 1%有意，夏期流

量の標準誤差が1.57m3/秒，である。また，夏期流量の計算値は図 lの.印に

示したが，同図の測定値(。印)との適合度は良好でLあるから，本研究に用い

た5個の影響因子の選択は妥当と推察される。

I-5. 夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度の結果

夏期流量に及ぼす影響因子の相対的な寄与度を比較するために， (2)式を標

準重回帰式に変換すると (4)式となる。

Rm * = a * . P * + b *・ T* + c * . W * + d * . X * + e * . Y * ............ (4) 

ここで， Rm*は標準化した夏期流量， p*は標準化した降水量， T*は標準化

した平均気温， W*は標準化した森林蓄積， X*は標準化した最大日雨量， y* 

は標準化した 6月流量である。なお. a*， b*， c*， d*， e*の5備は標準回

帰係数である。

水利科学 No.329 2013 
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『森と木のある生活J(市)11健夫著、白水位、 164-165頁、 1998年発行)
iこは、白神山地の秋陸媒iO!Jの流滋について言及している。内容は「ブナの伐採
で、藤琴川の水量が3分の1に減少し、また、事由毛川の水量も2分の唱に減少し
た。J旨の毘述である。そこで、粕毛JIIの素波濠ダム流域の気象・流量・株況害事
を賂いてブナ等の伐探によって夏期流量が50%減少したかの検(JEを行った。

結果:紫波理ダム流域ではブナ等の森林蓄積が19%減少したが、その森林蓄
積の減少による夏期流量の寄与度!ま5.4%と小さい。したがって、市JII健夫の
記述のf河川流量の50%減少」と大きく異なるから、粕毛JIIの記述は著者自身
の独断と偏見に基づく非科学的な作文である。

影響因子

素波理夕、ムの夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度
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図 4

(4)式の標準重回帰式を用いた計算結果は (5)式となる。

Rmc* = O. 964P* -O. 089T* + O. 065W*ー O.045X * -O. 035Y *・・・・・・・・・ . (5) 

夏期流量に及ぼす影響因子の栂対的な寄与度について

(5)式の標準回帰係数から夏期流量に対する 5個の影響因子の相対的な寄与

度が求まる。夏期流量に対する影響因子の寄与度は図 4に示したが，寄与度の

大きい順は l位が降水量の80.5%.2位が平均気温の企7.4%.3位が森林蓄積

の5.4%.4位が最大日雨量の.6.3.8%.5位が6月流量の企2.9%. である。

降水量と森林蓄積は正の方向に寄与するから 降水量の増加は夏期流量の増

大に作用し，その傾向は森林蓄積の場合も同様である。一方の平均気温，最大

日雨量及び6月流量は負の方法に寄与するから，平均気温の上昇は夏期流量の

低下に作用するが，その傾向は最大日雨量と6月流量の場合も同様である。

1-6. 

影響因子の遣いが夏期流量に及ぼす量的な影響について

前記の 1-6から，夏期流量に対する相対的な寄与度の比較ができるが， 量

的な寄与度の比較はできない。そこで.(3)式を用いて夏期流量に及ぼす影響

因子の量的な比較を行った(表 5)。

降水量の最大値 (Pmax)と最小値 (Pmin)を用いた場合の 夏期流量

水利科学 No.329 2013 
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表5 素波理ダムの影響因子の違いが夏期流量に及ぼす影響について

(上段) 影響因子が最大値 最大値の流量 (A) 流量 (A)一流量 (B)
影響因子(記号)

(下段) 同 最小値 (順位)最小値の流量 (B)

最大値(Pmax): 2. 330千 mm 20.52m勺秒 17. 13m3/秒
降水量 (p) 

最小値(Pmin)・0.600千 mm ( 1 位)3.39m3/秒

最大値(Tmax): 19.8"C 10.07m3/手少 .... 1. 74m3/秒
平均気温 (T) 

最小値(Tmin): 16. 0"C 11. 81m3/秒 ( 2位)

最大値(Wmax):1. 280百万 m3 11. 6街n3/秒 1. 10m3/秒
森林蓄積 (W) 

最小値(Wmin): 1. 040百万 m3
10. 59m3/秒 ( 3位)

最大値(Xmax): 0.415千 mm 10. 51m3/秒 .... 0.78m3/秒
最大日雨量(X)

最大値(Xmin): O. 077千 mm 11. 29m3/秒 ( 4位)

最大値(Ymax): 27. 93m3/秒 10. 38m3/秒 .... 0.76m3/秒
6月流量 (y) 

最小値(Ymin)ー 3.34m3/秒 ( 5位)11. 14m3/秒

0夏期流量の計算債は (2)式を用いた。

(上段) 降水量の最大値 (Pmax)の場合，他の 4偲の影響因子はそれぞれの平均値を用

いて計算した。

(下段) 降水量の最小値 (Pmin)の場合，他の 4個の影響因子はそれそ、れの平均値を用い

て計算した。

O夏期流量に対する 5個の影響因子の影響は次の通りである。

①降水量は夏期流量の違いに大きく影響 (17.13m3/秒)する。

②平均気温と森林蓄積は降水量の10%程度の影響(....1.74m3/秒. 1. lOm3/秒)と小さい。

③最大白雨量と 6月平均流量は降水量の 5%程度の影響 (""0.78m3/秒. ""0. 76m3/秒)と
極端に小さい。

(Rm) の流量差を調べたが，その際，降水量以外の影響因子にはそれぞ、れの

平均値 (Tave. Wave. Xave. Yave) を用いて計算した。 Pmaxの場合の Rm

の値(流量 A) は20.52m3/秒であり，一方の Pminの場合の値(流量 B) は

3.39m3/秒であって，両者の流量差(流量 A 一流量 B) は17.13m3/秒である

から，降水量の大小に基づく流量差はかなり大きい。

平均気温の最大値 (Tmax) と最小値 (Tmin) を用いた場合の夏期流量

(Rm) の違いを調べたが，その際，平均気温以外の影響因子にはそれぞれの

平均値を用いて計算した。 Tmaxの場合の Rmの値は1O.07m3/秒であり，一

方の Tminの場合の Rmの値は 11.81m3/秒であって，両者の流量差は企

1. 74m3/秒である。なお 夏期流量に及ぼす平均気温の寄与度は降水量の場合

水利科学 No.329 2013 



50 

の l割程度であり，平均気温の高低による夏期流量への影響は小さいことが判

った。

森林蓄積の最大値 (Wmax) と最小値 (Wmin)を用いた場合の Rmの違い

を調べたが，その際，森林蓄積以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用いて

計算した。 Wmaxの場合の Rmの値は11.69m3/秒であり，一方の Wminの場

合の Rmの値は1O.59m3/秒であって，両者の流量差は1.lOm3/秒である。す

なわち，夏期流量に対する森林蓄積の寄与度は降水量の場合の 6%程度であ

り，森林蓄積の増減による夏期流量への影響は小さい。

最大日雨量の最大値 (Xmax) と最小値 (Xmin) を用いた場合の Rmの違

いを調べたが，その際，最大日雨量以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用

いて計算した。 Xmaxの場合の Rmの値は1O.51m3/秒であり，一方の Xmin

の場合の Rmの値は11.29m3/秒であって 両者の流量差は企0.78m3/秒であ

る。なお，夏期流量に及ぼす最大日雨量の寄与度は降水量の場合の 5%程度で

あり，最大日雨量の大小による夏期流量への影響は小さい。

6月流量の最大値 (Ymax) と最小値 (Ymin)を用いた場合の Rmの違い

を調べたが，その際， 6月流量以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用いて

計算した。 Ymaxの場合の Rmの値は10.38m3/秒であり，一方の Xminの場

合の Rmの値は11.14m3/秒であって 両者の流量差は企0.76m3/秒である。

なお，夏期流量に及ぼす 6月平均流量の寄与度は降水量の場合の 5%程度であ

るから， 6月流量の大小による夏期流量への影響は小さい。

1-8. 夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度のまとめ

降水量の大小tこよって夏期流量が大きく変動することが認められたが，降水

量の影響は夏期流量全体の80%とかなり大きい。残りの20%が降水量以外の 4

個の影響因子の寄与度であるが，平均気温と森林蓄積による夏期流量への影響

は7%前後と小さく，一方最大日雨量と 6月流量による夏期流量への影響は

3%前後と極端に小さい。

2位と 3位の影響因子は平均気温と森林蓄積であるが，後述の目屋ダムの平

均気温と森林蓄積の寄与度が4位と 5位であるから，白神山地の両側における

平均気温と森林蓄積の寄与度の相違が認められた。

素波理ダムの流域は南向きの斜面の割合が多く，その結果， 6月までに融雪

水の大半が流出すると思われる。その影響で， 6月流量の寄与度は極端に小さ
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森林蓄積の最大値[ま昭和46年の1.280百万rrlで、最小値は昭和58年の1.040首方rrlであるから、
その差Iま240万rrl(19%減}である。なお、当該流域の森林蓄積の大半はブナであった。

『森と木のある生活j(市川鍵夫著、自氷社、 164-165頁、 1998年発行)1こは、白神山地の秋田
県側の流域について言及しているが、内容は「ブナの伐採で、藤琴川の水量が3分のtに減少し、また、
粕毛川の水量も2分のtに減少した。』旨の記述である。

結果.粕毛川の素波理ダム流域のフナの伐採が原因で夏期流量が2分の1に減少したかの検涯を
行った。その結果、森林蓄積が最大値(Wmax)の場合の夏期流量は刊.69rrll秒で、最小値(Wmln)の
場合の夏期流量は10.59rrll秒であるから流量の差Iま1.10rrll秒である。一方、降水量の最大値と最
小値の流量差I引 7.13rrlr秒であるから、市川健去の書籍の記述は否定された。

ι.~ 会会合~~ <-:>"命令 ~~~~'<::.~'\φ~~ 'è~ '<::." '<::.'" 'O":>，zc:争、、弘、 もヘ
母~ ~ 

図5 森林蓄積の減少に伴う素波理ダムの夏期流量の低下の検証結果

いものと推察される。

夏期流量に対する影響因子の量的な影響の大きい順は， 1位が降水量の

17. 13m3/秒， 2位が平均気温の企1.74m3/秒， 3位が森林蓄積の1.lOm3/秒， 4

位が最大日雨量の企O.78m3/秒， 5位が6月流量の企O.76m3/秒，である。

市川健夫22)は白神山地の秋田県の流域の水量について言及しているが，内容

は「ブナの伐採で，藤琴川の水量が3分の lに減少しまた，粕毛川の水量も

2分の lに減少した。」旨の記述がある。しかし 素波理ダムの解析結果によ

る森林蓄積の寄与度は 7%程度(1.10m3/秒)と小さいから，市川健夫の記述

文には科学的な根拠が無いことが判った(図 5)。

II. 目屋ダムについて

1I-1. 目屋ダムの概況

表 lの右側には青森県の目屋ダムの概況を示した。

流域面積は171.58km2で、あるが流域面積の96.9%が林野面積である。日屋

ダムは岩木川水系岩木川にあって，ダムの所在地は青森県西目屋村内に位置す

る。調査期間は昭和35年~平成 8年の37年間であるが，解析の資料は素波理ダ

ムと同様に 7 月 1 日 ~9 月 30日の「夏期間」である。
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図 6 目屋ダムの夏期流量の測定値 (+)と計算値 (・)の比較

表 6 目屋ダムの夏期流量 (Rm)の変動幅

夏期流量の変動幅 夏期流量の

平均値(Rm-ave)
備考

最大値(Rm-max)最小値(Rm-min)

夏期流lli 28.10 (m3j秒) 4.09 (m3j秒)
12.54 (m3j秒)

括弧内の数字は最大値
(Rm) (100) (15) と最小値の比

(夏期流量) * 16.38 (m3j秒) *2.38 (m3j秒) *7.31 (m3j秒) *印は100km2当りの値

①「夏期流量」 は7月l臼-9月30日の92日間の流入誌の平均値である。
②流域面積 171. 58km2 

③夏期流企の変動幅が大きいのが特徴であるから，この大き な変動幅の原因を明らかにす
ることが目的である。

④夏期流畳の変動に影響を及ぼすと思われる因子は，降水量， 平均気温，森林蓄積，最大
日雨量及び6月流丑の5個とした。

E← 2. 夏期流量について

夏期流量 の測定値の推移は図 6に示 したが 図中の.の部分が測定値であ

る。

夏期流量の最大値は28.lOm3/秒 (100)であり 一方の最小値は4.09m3/秒

( 15)であ る(表 6)。夏期流量の相対的な比較のため に夏期流量 の最大値 を

100と換算すると 最小値 は15となるから 夏期流量の変動幅はかなり 大 きい。
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表7 目屋ダムの夏期流量 (Rm)の解析に用いた影響因子の変動幅

影響因子

降水量 平均気温 森林蓄積 最大日雨量 6月流量
(p，千mm) (T， "C) (W，百万m3) (X，千 mm) (Y， mち/秒)

最大値
(Pmax)2. 119 (Tmax) 22. 1 (Wmax) 1. 838 (Xmax)0.431 (Ymax) 29.36 

変動幅
(100) (100) (100) (100) (100) 

最小値
(Pmin) 0.457 (Tmin) 16.4 (Wmin) 1. 517 (Xmin) O. 052 (Ymin)3. 78 

(22) (74) (83) (12) (13) 

平均値 (Pave) 1. 127 (Tave) 19. 3 (Wave) 1. 621 (Xave) O. 187 (Yave)9. 01 

備 考 ①降水量，平均気温及び最大日雨量は 7月1日-9月30日の値である。

~括弧内の数字は最大値と最小値の比である。

③流域面積は171.58km2で、ある。

夏期流量の変動は大きいが，その大きな変動に及ぼす 5個の影響因子の比較を

行うことが本文の目的である。

1I-3. 影響因子の状況について

影響因子は素波理ダムと同様に降水量，平均気温，森林蓄積，最大日雨量，

6月流量の 5個であり，その 5個の影響因子の最大値，最小値及び37年間の平

均値を表7に示した。

降水量の最大値は2.119千 mm(100)であり，最小値は0.457千 mm(22) 

であって，降水量の変動幅はかなり大きい。

平均気温の最大値は22.tc (100)であり，最小値は16.4
0

C (74) であって，

平均気温の変動幅は比較的小さい。

森林蓄積の最大値は1.838百万 m3(100)であり，最小値は1.517百万 m3

(83)で、あって，森林蓄積の変動幅は比較的小さい。

最大日雨量の最大値は0.431千 mm(100)であり，最小値は0.052千 mm

( 12)であって，最大日雨量の変動幅は影響因子の中で最大である。

6月流量の最大値は29.36m3/秒 (100)であり，最小値は3.78m3/秒 (13)

であって， 6月平均流量の変動幅は最大日雨量と同様に大きい。

1I-4. 夏期流量の推定式と結果

夏期流量 (Rmc，m3/秒)の推定は (2)式を用いて，その結果は (6)式で
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表8 日屋ダムの夏期流量の推定式と結果

夏期流量の解析に用いた重回帰式と結果

O重回帰式

Rmc = a . P + b . T + c . W + d . X + e . Y + f 

ここで. Pは降水量.Tは平均気温.Wは森林蓄積.Xは最大日雨量.Yは6月流量で
ある。

なお. a. b. c. d. eは回帰係数. f，は常数項である。

O重回帰式の推定結果

Rmc = 14. 617P + O. 137T -1. 704W -7. 018X + O. 097Y -3.386 
0重回帰式の信頼度

①重相関係数 0.92.②有意水準・ 1%有意.G:標準誤差 2. 44m3/秒、

夏期流誌の寄与度に用いた標準重回帰式と結果

0平均流量の標準重回帰式

Rmc* = aキ.p* + b* . T* + c* ， W* + dキ.X* + e* . y* 
0平均流量の標準重回帰式の推定結果

Rmc* = O. 961P* + O. 029T*ー O.029W * -O. 105X * + O. 090Y * 

ある。

Rmc= 14. 617P+0. 137T-1. 704W-7， 018X+0. 097Y-3. 386………・ (6)

推定式の信頼度を示すと，重相関係数が0.92. 有意水準が 1%有意，標準誤

差が2，44m3/秒，である。なお，夏期流量の推定値は図 6の圃印に示したが，

同図に示した測定値(・印)との適合度は良好である。したがって，本研究で

用いた 5個の影響因子の選択は妥当と思われる(表 8)。

ll-5. 夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度の結果

夏期流量に対する 5個の影響因子の相対的な寄与度を調べるために，重回帰

式を標準重回帰式に変換する。

標準重回帰式への変換方法は既に 1-5で記述した。

標準重回帰式を求めると，それは (7)式である。

Rmc * = O. 961P * + O. 029T * -O. 029¥1¥内 O. 105X * + O. 090Y *・・・・...一・・・ (7) 

水利科学、 No.329 2013 



55 

。「システムとしてのく森-)11ー海>J(長崎補三著、 120-122頁、.山魚村文
化協会、 1998年発行)1こi立、白神山士患の青森集側の流域について言及し
ている。内容は「ブナの伐採によって山の保水力が低下し、赤右)11の水量Iま大
幅!こ減少した。 j旨の飽述である。そこで、赤石川に隣接した場木)11の自腹ダ
ム流減のブナ等の伐採で夏期流量の減少の程度を競ベた。

。夏期流最に対する司寄与度の』置位i立1位が降水量の79.2%、2位が最大陸雨
量の"'8.6%、3位が6Fl流量の7.4%、4位が平均気j畠の2.4%と森林蓄積
の.6.2.4%である。日豊ダム流減ではフナ等の森林義績が17%の変動があっ
たが、その変動による夏期流量への寄与度はふ2.4%と小さい。したがって、市
111健夫の記述した“河川流量の大橋な減少"とiま異なるから、市111健夫の記述
には科学的な根拠が無く、著者の作文にすぎない。
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夏期流量に対する影響因子の相対的な寄与度について

(7)式の回帰係数から夏期流量に対する寄与度が求まる。

夏期流量に対する寄与度は図 7に示したが，寄与度の大きい順は，1位は降

水量の79.2%，2位は最大日雨量の企8.6%，3位は 6月流量の7.4%，4位は平

均気温の2.4%と森林蓄積の企2.4%である。降水量の寄与度は素波理ダムとほ

ぼ同等で、あり，また，降水量を除く 4影響因子の寄与度の計が21%であること

も素波理ダムとほぼ同等である。

降水量，平均気温， 6月流量は正の方向の寄与であるから，降水量の増加は

夏期流量の増加に作用し，その傾向は平均気温と 6月流量も同様である。一方

の森林蓄積と最大日雨量は負の方法に寄与するから，森林蓄積の増加は夏期流

量の減少に作用し，その傾向は最大日雨量の場合も同様である。

ll-6. 

影響因子の遣いが夏期流量に及ぼす量的な影響について

JI- 6の結果からは夏期流量に対する 5個の影響因子の相対的な寄与度の比

較ができるが，量的な比較はできない。そこで， (6)式を用いて 5個の影響因

子の量的な寄与度の比較を行った(表 9)。

降水量の最大値 (Pmax) と最小値 (Pmin) を用いた場合の夏期流量

(Rm)の違い を調べたが その際 P以外の影響因子にはそれぞれの平均値
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表9 日屋ダムの影響因子の違いが夏期流量に及ぼす影響について

(上段)影響因子が最大値 最大値の流量 (A) 流量 (A) 流量 (B)影響因子(記号)
(下段) 同 が最小値 (J慎位)最小値の流量 (B)

最大値(Pmax): 2. 119千 mm 27.03m3/秒 24. 29m3/f少降水量 (p) 
最小値(Pmin): 0.457千 mm ( 1位)2.74m3/秒

最大値(Tmax): 22. tc 12. 92m3/秒 0.78m3/秒平均気温 (T) 
最小値(Tmin): 16.4't ( 4位)12. 14m勺秒

最大値(Wmax): 1. 838百万 m3 12. 16m3/秒 .... 0.55m3/秒森林蓄積 (W) 
最小値(Wmin):1. 517百万 m3 ( 5位)12.70mち/秒

最大値(Xmax)・0.431千 mm 1O.81m3/秒 .... 2.66m3/秒故大日雨 (X) 
最大値(Xmin): O. 052千 mm ( 2位)13.47mぢ/秒

最大値(Ymax)・29.36m3/秒 14.50m3/秒 2.48m3/秒6月流量 (y) 
最小値(Ymin): 3.78m勺秒 ( 3位)12.02m3/秒

。流量の計算値は本文の (5)式を用いた。

(上段) 降水量の最大値 (Pmax)の場合，他の 4個の説明変数はそれぞれの平均値を用
いて計算した。

(下段) 降水量の最小値 (Pmin)の場合，他の 4個の説明変数はそれぞれの平均値を用い
て計算した。

O夏期流量に対する影響因子の影響の程度は次の通りである。
①降水量の変動は流量の違いに大きく影響すること (24.2仇nち/秒)がわかる。
②最大日雨足と 6月流量の変動の影響は夏期降水量の10%程度 (2.5-2. 7m3/秒)と小さ
し、。

③平均気温と森林蓄積の変動の影響は降水量の 2%程度 (0.6-0. 8m3/秒)と極めて小さ
¥t、。

(Tave. Wave. Xave. Yave) を用いて計算した。その結果. Pの最大値の場

合の Rmの値は27.03m3/秒であり，一方の Pの最小値の場合の Rmの値は

2.74m3/秒であって，両者の流量差は24.29m3/秒とかなり大きい。

平均気温の最大値 (Tmax) と最小値 (Tmin) を用いた場合の夏期流量

(Rm) を調べたが，その際.T以外の影響因子にはそれぞ、れの平均値を用い

て計算した。その結果.Tの最大値の場合の Rmの値は12.92m3/秒であり，

一方の T の最小値の場合の Rmの値は12.14m3/秒であって，両者の流量差は

O.78m3/秒と降水量に比べてかなり小さい。

森林蓄積の最大値 (Wmax) と最小値 (Wmin) を用いた場合の夏期流量
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(Rm)を調べたが，その際， W以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用い

て計算した。その結果， W の最大値の場合の Rmの値は12.16m3/秒であり，

一方の W の最小値の場合の Rmの値は12.70m3/秒であって，両者の流量差は

企0.55m3/秒となり，降水量に比べて極端に小さい。

最大日雨量の最大値 (Xmax) と最小値 (Xmin) を用いた場合の夏期流量

(Rm)を調べたが，その際， X以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用い

た。その結果， Xの最大値の場合の Rmの値は1O.81m3/秒であり，一方の X

の最小値の場合の Rmの値は13.47m3/秒であって，両者の流量差は企2.66m3 

/秒である。

6月流量の最大値 (Ymax) と最小値 (Ymin) を用いた場合の夏期流量

(Rm)を調べたが，その際， Y以外の影響因子にはそれぞれの平均値を用い

た。その結果， Yの最大値の場合の Rmの値は14.50m3/秒であり，一方の X

の最小値の場合の Rmの値は12.02m3/秒であって，両者の流量差は2.48m3/

秒である。

1I-8 夏期流量に及ぼす影響因子の寄与度のまとめ

降水量は夏期流量の変動に大きく影響を及ぼすことが確認できたが，その寄

与度は夏期流量の79%であって，素波理ダムの80%と同等の値である。また，

最大日雨量と 6月流量は夏期流量に対して 2位と 3位の寄与となり，その寄与

度も 8%程度と素波理ダムより大きい。一方，平均気温と森林蓄積の寄与の順

位は 4位と 5位と低下し その寄与度も 2%程度と素波理ダムの場合より極端

に小さくなった。

素波理ダムの 6月流量の寄与度は 3%程度であるのに対して日屋ダムのそれ

は8%程度であるから，白神山地の北側の流域の方が南側の流域より大きい。

両側の寄与度の相違の原因の一つは北側の目屋ダムは南側の素波理ダムより融

雪の時期が遅れるからで， 7~9 月でも融雪水が多く含まれると推察される。

青森県の目屋ダム流域は北向き斜面が多いから南向き斜面より蒸発散量が少

ないと思われる。その結果 平均気温と森林蓄積の寄与度が小さくなった原因

と考えられる。

夏期流量の変動に及ぼす寄与度の順位は， 1 位は降水量の24.29m3/秒， 2位

は最大日雨量の企2.66m3/秒， 3位は 6月流量の2.48m3/秒， 4位は平均気温の

0.78m3/秒， 5位は森林蓄積の企0.55/秒，である。
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長崎福三23)は白神山地の青森県の赤石川について言及したが，内容は「ブナ

原生林の伐採によって山の保水力が低下し 赤石川の水量は大幅に減少した。」

旨の記述である。しかし 赤石川に隣接した岩木川の目屋ダムの夏期流量に及

ぼす森林蓄積の寄与度は全体の 2%であるから，長崎福三の記述内容には科学

的な根拠が無い。すなわち，ブナ林の伐採は白神山地の青森県の河川水の変動

とは関係が薄いものである(図 7参照)。
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