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論文

ハゲ山に森林を再生した小流域における年損失量と年蒸発散量の長期変化

五名美江*，1・蔵治光一郎1

ハゲ山が森林に長い時間をかけて再生する過程で，森林からの蒸発散量がどのように変化したのか，また，その変化をもた

らした主要因は何かを知ることを目的として，東京大学演習林生態水文学研究所穴の宮流域を対象として，森林再生の初期段

階の 10年間(前期)と，その後60年が経過して森林再生がある程度進んだ段階の 10年間(後期)の聞で平均年損失量を水収

支法により求め，比較した。 後期の 10年平均年損失量は，前期に比べて 89mm多かった。短期水収支j去を基礎とした新しい

推定i去を用いて，年蒸発散量を求めたところ，後期の平均年蒸発散量は，前期の平均年蒸発散量に比べて 80mm多かった。年

蒸発散量と年平均気温，年降水量，年降水日数との関係を調べたところ，後期に年蒸発散量が増加した主たる原因は，森林再

生による樹冠遮断量の増加などによる年蒸発散量の増加であることが示唆された。

キーワード:水収支，年損失量，流域貯留量差，年蒸発散量，穴の宮
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1. はじめに

1897年に森林法が制定される前，日本の山地には木材

等の過剰な収奪によりハゲ山，採草地， i草木林が広く分布

していた。 1900年における荒地の面積は国土の 11%にも

及んでいた(氷見山ら 1995)。このうちかなりの面積に，

その後の治山事業や放置によって森林が再生し，現在は，

マツ枯れやナラ枯れなどの影響を受けつつも自然の植生遷

移途上にある。このような森林の再生に伴って，森林から

流出する河川流域の水収支がどのように変化したのかを知

ることは，洪水や渇水に伴う水害や水不足を軽減するため

の計画の基礎情報として重要であるが，流域水収支の変化

を知るためには，森林からの蒸発散量がどのように変化し

たのかを知ることが第一段階として必要である。

これまでの研究として，岡山県の森林総合研究所竜の口

山森林理水試験地の北谷では， 1960~68 年から 1969~81

年にかけて年蒸発散量がいったん減少し，その後増加して，

1992~2001 年までに 91mm 増加したことが報告されてい

る(谷・細田 2012)。滋賀県の桐生水丈試験地流域では，

Kosugi and Katsuyama (2007)が 33年間の水収支から，年
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蒸発散量に顕著な変化はなかったと報告されている。茨城

県の土木研究所裏筑波試験流域では，針葉樹の植林後 22

年間で年損失量は 297mm増加した(深見ら 2002)。東京

大学演習林生態水文学研究所赤津研究林の白坂流域では，

浅野ら (2005) が年損失量は過去 70年間ほとんど変化し

ていないとしているが，同じ流域で田中・蔵治 (2011) は

予報的な研究と断りつつも，年蒸発散量が 1988年以降に

70mm以上増加していると報告している。

谷・細田 (2012) および田中・蔵治 (2011) は，近年の

年平均蒸発散量の増加傾向の要因として森林成長よりも気

温上昇の影響が大きいことを示唆している。 Kosugiand 

Katsuyama (2007)も33年間に森林成長，植生遷移，自然

の撹乱等があったが，それらが蒸発散量に与えた影響は小

さいとしている。それに対して深見ら (2002) は，近隣の

アメダス気象観測データを補正して算出した可能蒸発散量

の増加率が年損失量の増加率よりも 1オーダー小さいこと

を示し， i気温条件等で決まる大気からの蒸発要求条件が

同じ状況下で降雨量が増加したにもかかわらず，森林が存

在することによって樹冠における遮断蒸発量や蒸散量も一

緒に増加したために，年損失量が増える一方で年流出量は

1東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所 干 489-0031 瀬戸市五位塚町 11-44CEcohydrology Research Insti削除，百le
University ofTokyo Forests， Graduate School ofAgricultura1 and Life Sciences，官leUniversity ofTokyo， 11-44 G也叫m-cho，Seω489-→0031，]apan) 
(2012年7月25日受付， 2013年 1月 10日受理)
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変化しなかったJとしている。現時点では，流域平均年蒸

発散量の増加傾向はほぼ確実で、あるものの，その主要因が

気温上昇なのか，降水量増加なのか，森林成長なのかにつ

いて，場所によって異なった結論が示されている。

これらの既往研究においてはいずれも流域水収支法が採

用されている。流域水収支法は深部浸透が無視できる流域

の降水量と流出量を長期間測定し，その差を蒸発散量とす

るものである。期間の開始日(期首)と終了 日(期末)で

流域に貯留されている水量の差(流域貯留量差)は，長い

期間をとれば降水量，流出量に比べて無視できる。

かつて， 1年間の水収支を求める場合，流域貯留量差は

無視できないと考えられていた。中野 (1976)は「長年に

わたって水文観測をし，その平均をとるときは，流域貯留

量差はほとんど無視できょう 」と している。 しかしその

後，塚本 (1992)，近藤 (1994)，登坂 (2006)，服部 (2012)

においては「年単位の集計では渇水期を水収支期間の区切

りとすると，流域貯留量差をほぼOとしうる」ので「年降

水量と年水流出量が既知で、あれば，年蒸発散量を計算する

ことができるJとしており 1年間の水収支で、は流域貯留

量差は無視でき，長年の平均を取らなくても，損失量(降

水量から流出量を差しヲ|いた値)を蒸発散量とみなすこと

が通説となっていた。それに対して谷・細田 (2012)は，

日本の中で少閑傾向が強い瀬戸内にある竜の口山では， 1 

年間の水収支式において，流域貯留量差が無視できず，等

しい基底流出量の値を持つ複数年の期間で流域貯留量差を

Oと仮定する方法を用いて蒸発散量を推定している。瀬戸

内のような少雨傾向の強い地域でない流域や， 風化花両岩

のような大きな流域貯留量を持つと考えられる流域の水収

支の検討においても，渇水期を水収支期間の区切りとした

年単位の集計で，流域貯留量差をほぼOとしうるかどうか

は必ずしも証明されておらず¥ 年蒸発散量の変動要因を解

析するためには，谷・細田 (2012)が行ったように，年損

失量をそのまま蒸発散量とみなせるのかどうか，慎重に検

討する必要があると考えられる。

そこで本研究では，風化花岡岩の流域において，森林再

生の初期段階と，その後 60年が経過して森林再生がある

程度進んだ段階において それぞれ 10年間のデータを用

いた長期流域水収支により 10年平均年損失量を求め，近

年の平均年損失量の増加傾向が認められるかどうかを確認

することを第一の目的とする。さら に 10年平均年蒸発散

量や，年蒸発散量の変化要因を明らかにするため，これま

で短期水収支法として利用されてきた方法を基礎とする新

しい方法により，年蒸発散量および平均年蒸発散量を推定

し， 年損失量および年蒸発散量と気象条件との関係を解析

することを第二の目的とする。

11.対象流域

愛知県瀬戸市曽野町に位置する東京大学大学院農学生命

科学研究科附属演習林生態水文学研究所穴の宮試験地に設

けられた穴の宮流域を対象とした。穴の宮流域の地形を図一
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図-1.穴の宮流域の地形

Topography of Ananomiya watershed. 

A，気象観測露場 ;B，量水堰

A， Climate station; B， Weir. 

1に示す。測水所の緯度，経度はそれぞれ 137006'23" E， 

350 15' 23"Nである。流域面積は 13.9haであり， 表層地

質は白亜紀の深層まで風化した花両岩質岩石が大部分を占

め，流域の東端の一部分では，新第三紀鮮新世の瀬戸層群

に属する蝶層の薄い層がかぶさっている。

穴の宮流域は， 1922年に無立木の状態で東京帝国大学

に移管された後，農学部附属愛知県演習林(現在の生態

水文学研究所)によって 1924~28 年にかけて流域の約半

分の地域にアカマツを中心とした砂防植栽が行われた(李

1991)。樹木の成長は極めて遅く， 1937年の資料では， 謹

木地には 20~30 年生，樹高 3m 程度のマツと約 10 年生

の湛木が疎生している状態であった。 裸地面積率は 1925

年には30.3%であったが， 1982年には 3.5%，2012年には

0.2%に減少した。森林蓄積は 1953年には14m3ha-1であっ

たが，その後増加し続け，2010年には 118m3 ha-1に増加

した。 2010 年の調査によれば，マツは消滅し，樹高 8~

10 mのネズミサシ，コナラが上層木を形成している状態

となっている。

111.方法

1.解析期間

穴の宮流域における降水量と流出量の観測結果は 1930~

99年について公表されている(愛知演習林・演習林研究部

1976， 1977;愛知演習林 1981， 1984， 1987， 1999;東京大

学大学院農学生命科学研究科間属演習林生態水文学研究所

2012)。しかし原資料を調査 した結果，これらのデータの

中には，観測機器や計算方法が異なっている等の理由によ

り，水収支法による損失量や蒸発散量の研究にそのまま使

うことができない期聞が含まれていることが判明した。そ

こで本研究では解析対象とする期間を 1939~48 年の 10 年

間と 2001~10 年の 10 年間，計 20 年間に絞り，それぞれ

前期，後期と定義した。前期は日降水量・流出量が公表さ

れており，後期は公表されていないが，前期についても公
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表値を使用せず、に原資料に立ち返って降水量，流出量を求

め，後期と比較することとした。前期は流域の森林再生の

初期段階であり，土壌はほとんど形成されておらず，流域

の約 30%が裸地，後期は流域がほぼ森林で覆われ，土壌の

再生がある程度進行した状態である。

2. 観測方法

降水量の観測は，前期は貯水型指示雨量計での毎朝午

前 10時の観測，後期は転倒マス雨量計で行った。 2012年

4 月 ~5 月に転倒マス雨量計と貯水型指示雨量計の並行観

測を行い，両者の差は 0.5%以内に入っていたので，雨量

計の測定原理の違いによる補正は必要ないと考え，行わな

かった。水位観測に用いた水位計は，前期はストッパニ一

社(スイス)製水位計(週巻き)，ヒユース式自記水位計(日

巻き)を主とした自記水位計，後期は池田計器製自記水位

計，水晶式水位計センサーを主として使用した。

3. 欠測補完法

解析期間中，前期には欠測はなかったが，後期の転倒マ

ス雨量計で観測された降水量には 2001 年 4~6 月に 56 日

間の欠測があった。この間，貯水型指示雨量計による毎週

観測が行われていたが，それでも 56日間のうち 9日聞が

完全に欠測となった。この欠測を補完するため，穴の官

気象観測露場と，そこから東南東に 6.8km離れた東京大

学生態水文学研究所赤津研究林内の白坂観測露場の両地

点の降水量データが揃っている 2001 年 1~4 月のデータか

ら，穴の宮の貯水式指示雨量計による観測時刻ごとに集計

した降水量の直線回帰式(穴の宮=0.9665x白坂-0.216，

n=16， k=0.9746)を求め，穴の宮の欠測を補完した。ま

た後期の流出量には 2006年に 3日間， 2007年に 28日間，

2008年に 6日間， 2010年に 41日間の欠測があった。欠測

は蔵治 (1996)が提案した水循環モデルを用いて補完し

た。モデルのパラメータは 2006~2011 年のうち欠測日を

除いた期間のデータを用いたキャリプレーションにより求

めた。

4. 水収支の計算法

水収支式は以下のように表せる。

L = P -Q = (S2 -SI) + E 、、，ノ4Ei
 

/
t

、、

ここに，L，損失量:P，降水量，Q，流出量:E，蒸発散量;

S2，水収支期間の終日の流域貯留量 ，Sj， 水収支期間の始

日の流域貯留量である。

年損失量は， 1月1日を始日， 12月31日を終日として P，
Qを求め， (1)式より求めた。年蒸発散量については，式(1)

から計算するためには，流域貯留量差 (S2-SI)の推定が

必要となる O 流域貯留量差の実測や推定は困難で，土壌水

分や地下水位のデータもないため，本論文ではこれまで短

期水収支法に利用されてきた方法(鈴木 1985)を基礎と

して，以下の方法により S2-S1=0と仮定できるような水

収支期間を設定することにより 年蒸発散量を推定した。

① 1~3 月のある日と，翌年の同じ日について，ともに

先行する 2日間に降水がなく，当日も無降水である

111 

日を年水収支の始日，終日の候補とする。ここで降

水とは日降水量 0.6mm以上，無降水とは日降水量 0.5

mm以下と定義する。

②この候補間で，始日と終日の日流出量の最大値に対す

る差の割合が 4%未満となる候補を検索し，みつかっ

た候補のうち，始日と終日の日流出量の最大値に対す

る差の割合が最小となる組を年水収支の始日，終日と

する。

③始日と終日の日流出量の最大値に対する差の割合が

4%未満となる候補がない場合は，日を 1日ずらして

検索する。もしそれでも候補がみつからない場合は，

ずらす日を順に 2日， 3日と増やしていき，始日と終

日の日流出量の最大値に対する差の割合が 4%未満と

なる組み合わせが見出されるまで，同様の検索を行う。

ずらす日が7日を超えても②の条件を満たす組み合わ

せがみつからない場合は，その年の年蒸発散量の算出

は行わない。

①は，先行降雨から時聞が経過し，流出量に直接流出や

早い中間流の影響がほとんどなくなっていることを担保す

る条件である。②の 4%という条件は，より厳しい方が望

ましいが，候補が少なくなるため，試行錯誤により決定し

た関値である。③は，水収支期間を 365日(閏年は 366日)

に固定すると，①および②の条件を満たさない年が出てく

るため，そのような年についても年水収支を計算するため

の方法である。

以上の方法で計算された蒸発散量の水収支期間は，必ず、

しも 365日(閏年は 366日)とは限らず，最大7日間の増

減がありうるが，この 7日間はいずれも冬であり，蒸発散

量は他の季節に比べて少ない。そこで本論文では，それぞ

れの年の水収支期間で得られた蒸発散量を水収支期間の日

数で除して 365倍するなどの操作をせず，それぞれの水収

支期聞から計算された値を年蒸発散量と定義して解析に用

いた。

5. 年蒸発散量の決定要因解析に用いるデータ

年蒸発散量を決めている要因としては，気温，降水量，

降水日数，湿度，風速，日射量などの気象条件や平均植被

高，被覆率，葉面積指数などの地表面条件がある。これら

のデータのうち本研究では気象条件として年平均気温，年

降水量，年降水日数を抽出し年損失量，年蒸発散量との

関係について検討した。始日，終日は水収支期間と同じと

し，前期と後期の日界時刻の差が年平均気温，年降水量お

よび、年降水日数に及ぼす影響は無視できると仮定した。年

平均気温は前期午前 10時，後期午前 9時に計測された日

最高気温と日最低気温の算術平均により日平均気温推定値

を求め，これを平均して求めた。前述したように，年蒸発

散量を計算する水収支期間は 365日(閏年は 366日)から

最大 7日間ずれることがある。年平均気温として水収支期

間の平均気温を用いる方法もあるが，たとえば水収支期聞

が365日より長い場合には，冬の日数がその分，長くなり，

年平均気温を下げてしまう可能性があるO そこで各水収支
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期間の始日から 365日後までの平均気温と，終日から 365

日さかのぼった日までの平均気温を平均した値を年平均気

温と定義して解析に用いた。こうして定義された年平均気

温と水収支期間の平均気温との差は，もっとも大きい年で

0.14度であり，年蒸発散量と年平均気温との関係を論ずる

にあたって無視できない差であると考えられた。

年降水日数は近藤 (1994) にならい， 日降水量 5mm以

上の日を降水日と定義して求めた。年降水日数の日界は前

期午前 10時，後期午前 9時とした。年蒸発散量と同様に，

それぞれの年の水収支期間で得られた降水量と降水日数を

水収支期間の日数で除して 365倍する操作はせず，それぞ

れの年の水収支期間で、得られた降水量，降水日数を年降水

量，年降水日数と定義して解析に用いた。

植生条件については，前期と後期で著しく異なる一方で，

前期 10年間，後期 10年間の中での植生条件の変化はそれ

に比べて小さいと仮定した。

IV.結 果

1. 前期と後期での 10年平均年損失量と平均年蒸発

散量

10年平均年損失量は，前期 686mm，後期 775mmであ

り，前期に比べて後期は 89mm増加した。水収支の始日

と終日をずらす日数は，前期では O日が7年， 1日が 1年，

2日と 6日がそれぞれ 1年ずつ，後期は 0日が6年， 1日，

3日， 5日がそれぞれ 1年ずつであった。 2003年のみは，
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7日を超えても②の条件を満たす組み合わせがみつからな

かったため，以下の解析対象から除いた。前期は 10年，

後期は 9年の平均年蒸発散量を計算したところ，前期は

688 mm，後期は 768mmであり，前期に比べて後期は 80

mm増加した。

2. 年損失量および年蒸発散量と年平均気温の関係

図-2(a) に年損失量と年平均気温の関係を示す。 10年

間の年平均気温は前期，後期それぞれ 14.3
0C，14.5

0Cであ

り，後期の方が 0.2度高い。前期では，年平均気温と年損

失量との聞に関係はみられない。後期は，最も気温が高かっ

た 2004年に年損失量が 2番目に高くなっているが，それ

以外の年については，前期と同様，年平均気温と年損失量

との聞に関係はみられない。

図 2(b) に年蒸発散量と年平均気温の関係を示す。前

期 10年間，後期 9年間の年平均気温は，前期，後期それ

ぞれ 14.3
0C，14.5"Cであり，後期の方が 0.2度高い。前期，

後期ともに年平均気温と年蒸発散量との聞に関係はみられ

ない。後期は，最も気温が高かった 2004年に年蒸発散量

が最も高くなっているが，それ以外の年については，前期

と同様，年平均気温と年蒸発散量との聞に関係はみられな

い。 図には示していないが，横軸を 4~12 月の平均気温な

どに変えてみても，特に関係は見出されなかった。

3. 年損失量および年蒸発散量と年降水量および年降水

日数の関係

図 3(a) に年損失量と年降水量の関係を示す。前期，後

図 2. (a) 前期 (1939~1948) と後期

(2∞1~2010) の年平均気温と年損

失量の関係， (b) 前期 (1939~

1948) と後期 (2∞1~2010) の年平

均気温と年蒸発散量の関係

(a)百lere1ationship be加 eenmean annual 

temperature and annua1 10ss， (b) the 
re1ationship between mean annual tempera-

加reand annual evapo仕組spirationduring 

ear1y period (1939~ 1948) and 1ate period 

(2001 ~2010). 
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図-4. (a) 前期 (1939~1948) と後期

(2∞1~2010) の 5=以上の降水

日数と年損失量の関係， (b)前期

(1939~ 1948)と後期 (2001~2010) 

の5=以上の降水日数と年蒸発

散量の関係
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期とも，年降水量が多い年は，年損失量も多くなっている

ようにみえる。図 3(b) に年蒸発散量と水収支期間中の

降水量の関係を示す。降水量が増加すると年蒸発散量が増

加する傾向は前期も後期も図 3(a) の関係に比べて不明瞭

である。細かくみると降水量約 1，500mmまでは，前期と

後期の年蒸発散量に大きな差がないが，降水量がそれ以上

になると，後期の年蒸発散量は前期の年蒸発散量よりも

50~150mm ほど多くなっているようにみえる。

図-4(a) に年損失量と年降水日数の関係を示す。前期，

後期とも，年降水日数が多い年は，年損失量も多くなって

いるようにみえる。図-4(b) に年蒸発散量と水収支期間中

の降水日数の関係を示す。前期で、は降水日数 60日未満の

場合は増加傾向があるが， 60日以上では増加傾向がなく

なり， 700 mm程度で推移している。それに対して後期で

は降水日数にかかわらず増加傾向がみられるため， 60日

以上では年蒸発散量の差が拡大している。

2. 年損失量と流域貯留量差との関係

渇水期を水収支期間の区切りとした暦年ごとの集計で

は，流域貯留量差をほぼOとみなすことができない年が少

なからず存在することが判明した。この点について詳しく

考察を加える。

図 5は，年損失量と，終日 (12月31日)の日流出量

Q2と始日 (1月 1日)の日流出量 Qlの差 (Q2-Ql) との

関係である。年損失量には前期 140mm，後期 170mm程

度のばらつきがあるが，前期，後期とも，Q2-Qlが増加

するほど年損失量も増加する傾向にあることがわかる。

(1)の水収支式により，年損失量は始日と終日の流域貯

留量の差と年蒸発散量によって決まるため，図 2~4 の (a)

に示した，年損失量と年平均気温，年降水量，年降水日数

との関係には，この両方の要因がともに寄与している。

一般に，少雨季の流域貯留量の大小は基底流出量の大小

により推定できる(日野・ 長谷部 1982;芝野 1988;真板・

鈴木 2009) といわれていることを踏まえれば，図-5にみ

られる増加傾向は，以下の二つの要因が複合的に作用した

結果であると考えられる。

1)年界(この場合は暦年末)の前のごく短期間のあい

察

1. 年損失量は年蒸発散量とみなしうるか

本研究では，渇水期を水収支期間の区切りとした暦年ご

との集計で，年損失量をそのまま年蒸発散量とみなしうる

か(流域貯留量差をほぼOとみなしうるか)を検証するこ

とを目的のーっ としている。水収支期聞が異なっているの

で厳密な検証にはならないが，図-2~4 にも現れているよ

うに，同じ年を対象とした年損失量と年蒸発散量との聞に

はかなりの差があり，前期，後期で比較可能な 19年間の

うち最も大きい差は82mm  (1942年)，続いて 62mm  (1941 

年)， 40 mm  (1947年)となっていた。 82mmは年蒸発散

量の 12%に相当する。その一方で，差が 10mm未満の年

も9年あった。このことから，渇水期を水収支期間の区切

りとした暦年ごとの集計で，年損失量をそのまま年蒸発散

量とみなしうる年は半分程度であり，年によっては 10%

を超える差が生じる可能性があることが明らかになった。

一方， 10年平均年損失量と10年(後期は 9年)平均年蒸

発散量は，前期が 3mm，後期が 7mm異なるのみであった。

この結果は， 10年程度の期間を取れば，年損失量は近似的

に年蒸発散量とみなして構わないことを示唆している。

考V. 
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3. 10年平均年蒸発散量の妥当性と前期と後期の年蒸発

散量の差の解釈

本研究で求められた前期 688mm，後期 768mmという

10 年(後期は 9 年)平均年蒸発散量は，竜の口山 1937~

2005年平均の北谷 808mmと比べて少ない。穴の宮流域

の 2010年の森林蓄積は 118m3 ha-lで，これは竜の口山

北谷 (2005年の材積は 202m3 ha-l :谷・細田 (2012))

の約半分であった。穴の宮の年蒸発散量が前期，後期とも

竜の口山北谷より少なかったことは，森林蓄積の多少と整

合 している。

前期と後期を比較して平均年蒸発散量が 80mm増加し

たことについて，五名・蔵治 (2012)は穴の宮流域の最大

流域貯留量や同じ降水量に対する推定直接流出量が前期に

比べて後期の方が大きくなり，その一因として蒸発散量が

増大した可能性を指摘しているが，本研究により蒸発散量

が増大していることが確認された。

竜の口山北谷では，平均年蒸発散量は 1960~68 年から

1969~81 年にかけていったん減少し，その後増加して，

1992~2001 年までに 91mm 増加した(谷・細田 2012) 。

この変動は気温が上昇したことで説明されており，植生変

化の影響は小さいとされている。本研究で得られた 80mm

の増加量は，竜の口山北谷で得られた増加量に近い値であ

り，その要因として，気温が上昇したことと，森林が成長

したことの両方の可能性がある。このうち気温に関して，

穴の宮の気象観測露場で観測された 10年平均気温は後期

が前期よりも 0.2度高かったが，竜の口山北谷では 1度の

気温上昇に対する年蒸発散量増加が70mmであること(谷・

細田 2012) を考慮すると，竜の口山北谷とは異なり，穴

の宮における 10年平均年蒸発散量の増加には，気温上昇

よりも森林の成長が大きく 影響 したと推測される。ただ

し，穴の宮流域の森林と同様に， 気象観測露場の周囲の樹

木の樹高も，前期から後期にかけて 3m から 8~10m に成

長していると考えられ，露場における気温の観測値はこの

変化の影響を受けている可能性がある 。 たとえば夏 (6~

8月)の日最低気温の平均値は前期 19.8
0

Cに対して後期は

18.8
0

Cに低下しており(気象庁名古屋地方気象台では，前

期 20.6t，後期 22.6
0

C)，露場のまわりに成長した森林の
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だに降った先行降雨の影響で，流域貯留量が増加(減少)し，

損失量が増加(減少)した。

2)年降水量が多い(少ない)年に流域貯留量が増加(減

少)し，さらに年蒸発散量も増加(減少)することで損失

量が増えた(減った)。

1)と2)の影響の大きさを比較するため，年降水量と終

日の流出量との関係を図-6(a)に， 12 月 19~31 日の 13 日

間の降水量と終日の流出量との関係を図-6(b)に示す。こ

こで 13日間という期間は，終日の流出量と，それに先行

する n日間の積算降水量との相関係数が最も高くなる n

が，前期 13日，後期 9日であったことを参考にして決め

た。図-6(a)は一見，無相関なようにみえるが，流出量が

2mm/dayを超えている 3年 (1946，2006， 2007年)を除

くと，前期，後期ともおおむね増加傾向にある O 一方，図-

6(b)によれば，この 3年はいずれも終日から先行する 13

日聞に 50mm以上の降水が記録されており，直近の先行

降雨の影響によって流出量が増加したものであることがわ

かる。このことから， 1)と2)のどちらが主たる要因であ

るかは，年によって異なることがわかる。

図-5において，基底流出量の差と年損失量の聞の増加

傾向が，前期，後期に共通してみられた。谷・細田 (2012)

は，基底流出量の差と年損失量の聞に森林期のみ相関があ

り，森林被覆が失われたり，まばらだ、ったりした期間にお

いて， 基底流出量の差と年損失量の聞に関係がなかったこ

とから，少雨年において蒸発散を維持しようとする森林固

有の性質が現れたためで，森林がまばらだ、った期間では貯

留量の変動をもた らすような蒸発散は生じにくかったとし

ている。しかし本研究の結果は，森林がそのような能動的

な働きをしている可能性は低く，直近の先行降雨の影響に

よる S2-S1の増減のほか，森林に無関係な蒸発散成分の

増減や，森林との関係が希薄な基盤岩中の水分貯留などが，

Q2-Qlと年損失量との聞の増加傾向を説明する主要因で

ある可能性を示している。森林の働きはむしろ，図 5に

みられる関係を全体的に上に押し上げるような形で作用し

たとみることカすできる。

図 6. 前期 (1939~1948) と後期 (2001~

2010)の終日 (12/31)の流出量と
(a)年降水量， (b)終日に先行する

13 日間 (12/19~12/31)の降水量
との関係
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冷却効果が作用した可能性が高い。そのため，露場で観測

された気温は，後期においては森林からの蒸発散量に寄与

する樹冠上の気温を過小評価している可能性がある。

なお田中・蔵治 (2011)は白坂において 1988年以降に

1970 mm以上増加していると報告しているが，予報的な

報告であることに加え，白坂と穴の宮では標高，流域面積，

気温，降水量，植生の初期条件が異なるので，単純には比

較できない。

4. 年損失量，年蒸発散量と年平均気温との関係

少なくとも図-2からは，前期，後期とも，露場で観測

された年平均気温と年損失量，年蒸発散量とは，いずれも

関係が認められない。前述したように，穴の宮流域の露場

で観測された年平均気温は，気象観測露場の周囲の森林の

変化の影響を受けている可能性があるため，図-2は前期

と後期の比較としてみるべきではなく，前期，後期それぞ

れ，年蒸発散量への年平均気温によるコントロールの大き

さを評価する図としてみるべきであろう。そのような観点

から図-2(b)をみると，前期については，水収支期間中の

平均気温が 14
0

C未満の場合と 14SC以上の場合で同程度

の年蒸発散量が観測され，その一方で、， 14
0C以上，14SC 

未満の場合に，それより低い年蒸発散量が観測されている。

後期は，最も水収支期間中の平均気温が高かった 2004年

は年蒸発散量も最大となっているが，それ以外の年につい

てはほとんど相闘がないことがわかる。穴の宮流域では，

前期，後期ともに，水収支期間中の平均気温と年蒸発散量

との関係は単純ではなく，年平均気温が特に高い年を除け

ば，前期，後期とも，年平均気温は年蒸発散量を決める主

要な要因ではなかったといえる。

5. 年損失量，年蒸発散量と年降水量，年降水回数との

関係

図 3(b)から，年降水量が 1，500mmよりも多い年では，

前期よりも後期の蒸発散量が多いことが明らかになった。

図 4(b)からは，前期の年蒸発散量は，年降水日数が 60

日を超えると約 710mmで頭打ちになっているが，後期に

ついては年降水日数が 60日を超えても，年降水日数が増

加するにつれて年蒸発散量が増加していくことが明らかに

なった。このような前期と後期の違いをもたらした主要因

は，前期の流域が森林回復の初期段階であったのに対し，

後期の流域が森林に被覆されたので，降水日数が増えてい

くにつれて，樹冠遮断によって蒸発する水量が増えている

ためではないかと考えられる。なお 2004年については年

降水日数が 71日で，後期で多い方から 4番目であるにも

かかわらず年蒸発散量が最大となっているが，これは特に

高い年平均気温が影響していると考えられる。

森林変化が年蒸発散量を増加させたメカニズムのーっと

して，年樹冠遮断蒸発量の増加を検討した例として，真板・

鈴木 (2007)は，東京大学千葉演習林袋山沢流域で水収支

を観測し，流出量への森林の影響が，蒸散ではなく遮断蒸

発によるものであることを示唆している。 Kurajiら(2001)

は同じ袋山沢流域で樹冠遮断蒸発量と降水量，降水時間，

降水回数との相関係数を求め，降水回数との相関係数が最

も高いことを示している。

近藤 (1994)は，微気象学的な方法で森林における遮

断蒸発量を推定した近藤ら (1992)の研究を根拠として，

日本の森林における遮断蒸発量は年降水日数に 4mmを

乗じることでおおむね推定できるとしているが，図-4(b) 

において，年降水日数の増加に伴う年蒸発散量の増加量

はおおむね降水日数 1日増加当り，前期は 2.1mm，後期

(2004年は除く)は 6.2mmであった。前期と後期の差は 4.1

mmで，近藤(1994)の推定式の値4mmとほぼ同じであり，

前期と後期で森林が成長したために，降水日数に依存する

樹冠遮断量の増加が起きたことを示唆している。一方，な

ぜ前期のように森林が貧弱であった時期においても，降水

日数の増加に伴う年蒸発散量の増加量が 2.1mmあったの

かは，現時点、で、は不明で、あり，今後の課題である。

VI.結論

基盤岩が風化花両岩である穴の宮流域において，森林再

生の初期段階(前期)と，その後 60年が経過して森林再

生がある程度進んだ段階(後期)の聞で， 10年平均年損

失量を比較した。その結果，後期の 10年平均年損失量は，

前期に比べて 89mm多かった。

増加の主たる要因を探るため，等しい基底流出量の値を

持つ約 1年間の水収支期間を設定し，流域貯留量差を Oと

仮定する方法を用いて年蒸発散量を求めたところ，後期の

9年平均年蒸発散量は，前期の 10年平均年蒸発散量に比

べて 80mm多かった。年蒸発散量と年平均気温，年降水

量，年降水日数との関係を調べたところ，後期では年平均

気温が特に高温の年に年蒸発散量が増加すること，後期で

は年降水量が 1，500mmより多い年や年降水日数が 65日

以上の年に年蒸発散量が前期よりも多くなる傾向があるこ

とがわかった。これらの結果より，後期の 10年平均年損

失量や 9年平均年蒸発散量が前期よりも増加した主たる原

因は，森林再生による年樹冠遮断蒸発量の増加などによる

年蒸発散量の増加であることが示唆された。

本研究に使用した穴の宮試験流域の降水量，水位の観測データは，
東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所歴代
教員・職員の長年にわたる努力によって取得・整理されてきたもので
ある。本論文に関係するデータ入力作業には同研究所特任専門職員乙
部みどり氏と五名美恵氏， 2012年時点における裸地面積率の計算には
同研究所技術専門職員津田晴雄氏の支援を得ている。また匿名の 2名
の査読者からは有益なご意見をいただいた。ここに記して謝意を表す
る。
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