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生j寅官林内の急、峻地帝における小流域の流出特性
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京都大学芦~l:.i街習林の気象・水文を把揮するために， i資樹林全体を含むおよそ5000haの由良JII

源流域において制査用施設を配躍し，観測を開始したElH~ Jl I 支流の内杉)1 1 (第 51本脱帽)に設うと

されたWj11l1谷試験流域は芦生演習林の小でも高b文部と河谷議じをつなぐ急斜に{立践し，流域lliifi'(

は7.95ha，地質は汁j皮帯の中肘で.~~.を主体としてチャート. {i少岩を含んでいる。i'j在住はスギ

と!去議樹(ブナ，ウラジロガシ)が混交し，機高は490~740m でほぼ前向きの流域であり，戸生

の比較的襟i尚の低い地域を代表する天然林の…つである。今lfilはこの流域の1991年の水文縦iJllJ結

来を幸fH~fする O まず， における気j札!ヨ射抵の矧iWJ給染から水1m環モデルの11'の蒸発11文部:の

推定に， Hamon式がj菌剤可能なことをおした。またー無怒j切のハイドログラツにおいて水術環ょε

デルの流域定数を決定することにより，他の1:11・ -色刷のifrU攻及び花尚之j流j或との比較をおこな

い.1:1:1・市生!認の流域および本流域の流域特性について検討を加えた。次に.fi'i翁JUJにおいては

-泌!雪総合化モデルによってハイドログラフの符現を試み，気掃のみに注目するJJitやf:!I，収

支法による結果を訴し，今後の問題点を指摘した。

はじめに

森林の成立している山地源流域は「食物資iDiUの，或は水系、を通して下流に巡ばれる「水jや

わ1<.tこ述ばれる物質jの生践の場として，適切な管JlIlが期待されている。[行良JIIの源流域に約

4200haの菰ifí'( を持つ京都大学知ttìí.iî~~i林モは設定以米70年を続過するが，これまで森林の生長に

関する石庁究は数多く $1;¥辞されているが，森林と水との手IEi.作mについての制変l土ほとんどなく，

怖かに橋忠ら。のirflf::1'があるのみである。ーブj，水資源に対して有効な森林信:恐!のブiil';を切らか

にすることは森林や林業の問先にとって袈な研究凱!むになるc さらに，環境問題が!日Hまれてい

る現在においてはその泣嬰牲がますます向くなってきている。これらの社会的な袈;Jとに符えるた

めにも森林の存在がLLii1ll流j或の附水i庇出，水収支および水質にどのような;汚物を与えているかを

解明しようとする試みが必裂である。

そこで，京間約 G11m.市北約 711mの芦生淡1~1 i'，j~がf立i茂する地域全体の森林の気象・水丈環境を

l.lli解することを目的として以下のような淵J!E.観測体ililJを構築した。すなわち， 林では

事務所梢i々の路場 (355m)において気象観il訟が行われており，ぞれよりおよそ300m1事l到の向い

民治谷作業所 (640m) においても構内にLl;さずる形で気象総測が行われている。この 2J也j試合
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象観測のベースとして，機i点'j)JIjの i玲ド百五1 ・気温綴ìJ弱点を設けて ~!!ri努期に観測をする。f:i't符1羽の水

を見和るためにおよそ30，1誌の故大斡雪深計を林道沿いに配被する。比較的襟潟の高い部分に位

る由 l~ Jl I段上流音I1 にあたるよお・下粧の間流域でそれぞれ流殺を観ìJ!IJ し，また 111 良)1 1 の本流

域の流殺を観測するために事務所構内の由良JII橋にも水位計を設授する。このような全体構想の

うち，今1m幸投資する 5 林班の I~お11111谷試験流域は芦生演習林の河谷地帯とが~平原状のi河原をつなぐ

急峻な斜Tlnに{立慨する小流域を代表するものとして位置づけている O 観iJllJを始めてからまだl1F，

が経過したのみで，水文観測のJtJJ問としては十分と えないが，今i聞は流域の概況とノ1<.循環モ

デ)vを適j持して得られた流出特性についての検討結染を宇佐脅する。

l. 試験流J或の概袈

1)位i授・地質

1~~I1II，谷試験地は北緯35' 19¥東結135'43¥京都市のおよそ30km:!ヒに位援する京都大学戸・!:Iミ減税

林内の由良川際流の一文ijfe内杉JlI流域に腕している(闘-1)。汀本海から約15kmほどしか離れて

おらず，冬期は北閣の本節風によ

O 3O(km) 

2) 地形

SE，¥ ()I' .L¥P，¥N 

|溺1 f立波間

Location map 

1: Yusendani 

2: Yanagatani 

3:Kiryu 

十
り 1~2m のfi'1設がある。 11ll伎は

1:¥:1・色!将の汁波;!?7に属し，

はIII生代の頁特を主{本として，チャー

トや{i少討を含んでいる。

lま12 iJíë .!J，!l: J出 JI~13J

Map of the Yusendani 

experimental watershed 

試験流域の流域防i艇は7.95haである。流域地形関，流域諸元をそれぞれiヌ1-2，表-1に示す。流

域内の最高点は740m，1泣低点は490mである o 5 二千分の l の地形~I より読み取った高度別間続分

布は図々のようになり，斜凶ブ';1立は河道の主流方向がほぼ呉市・に泣いため，潟両から南東i向きの



斜聞が卓越している O 斜捕の平均

ftf{斜は35.2。とかなり題、i峻である。

3) H1E:I:. 

試験流域全体は，大正10年に京

都大学が地上権を設定して以来，

表l 池ìl~特性俄

G巴ographicalfaclors 

Yus邑n
CAl CA2 

lalitudc 19'N 17'N 

longitudc 135
0 

43'E 135
0 

50'お

basin area (ha) 7.95 70.0 4.06 
を入れていない森林である。ぞ

れ以前の明治30年から大IE3年ま

での|詰jに，鉄道の枕木j有材として

クリの伐採が行われたとされ，現

在もそれらの伐棋が残っている O

altiもud巴 (m) 490 -740 360 -815 450幽 700

dir記ction

mean slope angle 

i付j手袋には炭窯跡もあり，この付

近で製炭が行われたと推iJ!IJされる

が，当流域内でどの程度の材が手IJ刑されたか

は定かでない。 地上権設定-":J、米，すでに70年

以上が経過し，当時のクリの伐根からi泊拝し

た校が成長して，林冠を形成するまでになっ

ている。 過去に伐採された特定の殺類が減

少している点を除くと，現在の森林は人為の

影響がほとんど間後し，ほほ原生林と見なし

でもよい森林である。吉良仰の協議指数に

よる森林帝区分によれば， WI， 85が冷j鼠;ffi:

とi援温帯の境界としている O 予芝生演習林事

務所での気象親測儲から気温の依かえ取を0.6

OC/lOOmによって換算すると境界閣は

(%1 

30 

20 

10 

O 

S NE NNW 

35.2" 33.2" 38.3" 

500 5部 6∞Sぬ 700

altitude 

1滋3 Î'djJ~)JIj泊1積分功JポH70m付近にあるので，流域全体は冷i晶子if
に含まれることになる。堤ら.，)はウラジロプf

シの分布のよ|浪から，知生でのl暖ififi?と冷j品

DisLribulIon of arca in alLitudc 
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{Wの境界を機内j600mとしている。この提案によれば，向者の境界は，この流域のほほ1:11央の高

さにJ甘さ告する o

日本海1l¥1Jの冷ii込書?で部のブナ林は太平洋側のブナ林とは次の点で異なる O 第…は日本海側IJのブ

ナ林では天然生のスギを伴い，また，第二の点は日本海側のブナ林では，絞設の;;巴轡により，分

;{fi下mbj{太平洋1Jl1Jのii司度分布より低いことである。当流域では，ブナ，休に天然のスギを含み，

さらにブナの下IlH'まイヌブナ子11(機的j600-650m付近)より紙く，約350mまで降下して，日本海

側のブナ1*の持故がよく現れている。

キ11日1ら5)によって，航空写真をもとに作成された芦生演習若林全体の林相l訴から，当流域のそれ

を拡大して示すとIzl-Itになり，流域内の森林は 3林分に分けられる。尾根筋の混交**'立スギが多

く50・80%を占め，滋!支の高い針!五ill交の複柏林(I)からなるとされる。この森林のよ脱水の平

均樹高は15m以上である。鍛者らの綿査によれば，このj見交林内の低水挽l土地形によって奥なり，

傾斜が緩い来のJfl，根には衡なエゾユズリハの税務が発達し，間1H1Jの結根は併なチシマザサl洋部に

よって rl:jめられている O 急傾斜のJ1li長には111木!討の発途が悪く，ツ 1レシキミ，コシアブラ，ヒサ

カキ，アセビ，ウスギヨウラクなどカ匂担に出lJLするl!J.¥JJtである。
奈|揃ι11音11'ま天然スギが少なく， 20ω50%程度に減少してj見交する ~I')去 j品交林(II)からなり，こ
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の森林I)'J(ニ，数は少ないがi円かなイヌブナ併が認められる。この森林のよ木はスギ，ブナ，コハ

ウチ'7，ウラジロガシ，イヌブナなどからなり， Jニ!付木の平均樹高は20m'd: 越える。この斜iIlIで

は 1ごlf村il.ilJ:.のす邸主がj!!;く，特にi!:l:木!付が貧弱で，ヒサカキ，コアジサイ，アセどなどが1'IUこ出現

する G

斜耐の111帝1;からγ剖;の森林では天然スギが20%以下の広葉樹の多いj見交林(IIl)となる。上!??

木の行'IJ)j文換としてはウラジロガシ，ミズナラ，コハウチワ，ミズキ，アカシデなどが出現する。

この林|付でも林l~çW(生の発述が恋:くヤマアジサイ，クロモジ，ナガパモミジイチゴ，コアジサイ

などが組に分布する税)支である。

流域内の小河川の勾配がであるために流路にはる577が館山している。このため，主主筋に海J也

がJf:~)哉されず， 1尖111'1:*本r;l:)き速していなし、。 流域下部に視性条f!1二を象徴するカツラの大筏木が…1r，r;1

f本出現するのみで，トチノキ，サワグルミなどは見あたらなし、

! 九日、 Rn

11 ，n -!in % 

111 れ-i.O 

1'g]4 林1'111ま!
Forest type m日p

:Vlap o[ three types divided by ratios o[ spontaneous 

. Japanesむceder(CryplOmerIa jajJonicα)(W乱claet. al，!991). 

2. 観測方法

1) 気j品， El射没，街怒泣の在IhJ!IJ

この流域の森林では，

…般的に斜1聞の低水!泌が

少ないことが特徴のひと

つであった。平な!る十1~ は

スギの秘!立がi勾く，あiiよ!!:

として林J~ミが 11奇し、。 この

ような林床にはL ゾユズ

リハやチシマザサが柏，:~l:'.

するが，上木lニ広葉樹の

fIIi成比率が大きいが1.耐で

は，中本 I~ミまで光がjfi:ilflし

て1明るし、。にもかかわら

ず，斜耐に低水1'i1L ~I=. が設

tj，)である。他方，奈1"1mで

も粁が1~r; HJ した j品iÍ~r(こは，

111木が多く生育する。こ

のような林保持[生の生育

状態は，冬;うちのfi日常の1;¥.;

によるものと考えられ

る。 ftI[斜が芯tな斜 IIlIで，

Jjtfl'lした?習が移動する j劾

j9j' では，低木が~!::'(zfでき

ない条件があると忠われ

る。

試験流域の気象状況は， JI援の-fijfe50mの!Y.l*I1J1I怖のこiニ#Jjでj浄水域，気i札制雪深を記録している。

Fl射 i訟については試I!Ø1ìjfU或の打開約2.5kmの事j~rì'llf. 1人j の r)?;jiきで観測した。 また， m抗野林の

象観測は事務所櫛1)すの持場において，気iJ込.i部皮・気任・ i浄水鉄 .m怒i栄の 5項目について白



7() 

長己fまされている。ここで ヒータ-'$::flliiえた のものを， l土起汗波立に

のものを用いている。

2) 水{立の制iJ1lJ及び*1す:iik没lYij係式

)(~凶器がiilfJ~ミに採 IJ\ してノj、さな i屯:IRになったj揚j~rに水i策90cIlIの 90
0

三角ノッチを持つコンクリ…

ト製の殻水泌を設Hました。水位はフロート式水位討により自記されており，一週間に一部 {~I: J立行

われる定郎総iJllJII寺にポイントゲージiJllJ定によりノド{立記録1ii'(の検定がなされている。流出没算定に

J!J いられる水位悶イ系式(ま，三角 11抵の ìñd設公式である d~刻 l :rえである。

3. 観測結果及び解析方法

1) 1991年の結来について

1X[X1111Ití~土場の気象観測点における降水fまと散水11援における ìJíWH誌の測定結染を!ヌ15 (ニポした。

YUとN 1991 

IZ]5 1991il~の似mu紡糸

Hourly hydrograph in lD91 

[浄水最については冬期間はヒーター付き あるさjl.務所Wf. I)'J の路j~Jj の自立をJfl いた。 i 月 10 EI 

から 12 月 31 までのほほ--:qollfl のデ…タが欠iJllJ なくおされている。このうち~IíH\iîJYJ の i比大持雨強度

は7月1213の23.0mm/hr，その11寺のピークの流出数1.2mm/hr税皮・であり， I泳~誌に対-してのJ;長持が与 1，

い。また， ii立大の流趨;は台風と秋雨前線によるもので10月13ほの3.6mm/hrで、ある。 2月間iペリから 3

月下旬にかけての融雪期について{まハイドログラブはゆるやかに変化している C この議;;Jく桜へは

冬期間もほぼ i週間jに 1J交の割合でチェックに行ったが11抵の強水池が給氷していることはなかっ

た。

これのの ìl特定似から，ド1*11111 符のイl~水収支を推定すると年損失設がおよそ 500剖m となっており，

itt賀県術部出j二iliJ也の桝生， !II 向の同試験地で求められた流域水収支かでは年損失j設770~890mm ，

;MJ -U~ の?江主IUHえも災地のNO.l ， NO.2で)jとめられたil三i'll尖没汚80--690mm，1:¥1*11111谷試線地の京市東約

15kmの安当1:!11 水系に泣位する奴:ヶ抗試験j訟で ;jとめら j した iHH9~ :i&"k:()600mm などより少ない 1íl'l と

なっている。次に蒸発散長の推定および融雪の熱収支誇I-tr.の設嬰な嬰おとなる，汀母、j":誌の実iJ!iJ仰

と計算他(lIj!j-天日の日射話・)をiヌ1-6(ニ示す。この計算1i!:["は太陽正1iJ!tから大うえの日射透j依存を0.7

として，官民何学:的に ;Jとめられたものである。の事務j~î'怖いjの硲場における 1:1 射拾の尖 ìJ!lJ líIれま

と比較すると 1~3月と1O~ 12月は30~50% ， 4-9月ではi'iu:f:ドjJYlに50%税収-に下がるが50

~60%である。
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Observed and calculaled values of radiation 

i山山，R(t) I 

2)水循環モデル

[事]-7に水循環モデルの概念闘を訴す。こ

のそデルについてはすでに論文酬}に発表さ

れ，説明が詳細に述べられているので省略

するが，ここではパラメーターについて簡

単な説明をしておく。/fミj受i愛部分の比率は

パラメーターCで表される。また，斜部部

分からのi夜桜流出成分はパラメータ -D恥

D16で表現される。すなわち， D5u， D，&はifle

域衣服土!誌のそれぞれ50%，16%が飽和に

達する有効こと層深である O 問水の述動に!期

するパラメーターとしてはKc，Kh， Kuが

あり，この}11f(に早い成分から遅い成分を

iバーする O 各らに， ?法底流出の運動パラメー

ターとしてKbカfある。これまでのj作布fよ

り， D拍，D16，Kb(立母お・やこ!こ壊のtt質に基づ

くパラメーターであると考えられる。また，

Kc， Kh， Kc は奈I-i萌の設さや勾配に関する

パラメーターであると考えられる O
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3)蒸発{投手子成分のiiii定法

蒸発散長:の与えブiは桐生流域に準ずるものとしたO すなわち福山:υのように， E i (t)につい

ては時 'l\J-~l.f立では枝葉による初期述断!112iEi量 1 .44m冊，幹の初WJ遮断 H'î'留殻0.5:1mm ， H'I'官成分が残っ

ている|詰jはEi(t) =0.1618mm/hの遮l祈蒸発が発生する。ただし，ポテンシャ)1，-蒸散の月分布1i(i

E tp (1) については，芦生の気象喪主将のうち月平均気協の分布から，ポテンシャル蒸散の )'j分

布{砲を算出するブj~去としてはより…fil史的なHamon式間合 Ji!!imすることにした。

すなわち， Hamon5e¥:は

Ep口 0.14・Do'.Pt 

ここに， Do:l 犯のャ日Jm~1I寺開を 121l守防で除し

Pt:日平均気日誌におlする地利絶対i的支 (gm/rrf) 

である。これに係数Aを乗じた次式によって Etp (I)会推定した。

E tp (1)口A. 0.14・D，，z.Pt 

桐~=.ìj]U或でi鹿}羽された Etp (1) とHamon式による Etp (1) をよじ較したものが関抽出こ示さ

れているoHamon式で、算出した Etp (1) は桐生i海域でii!!inJされたものよりも位i:Hが…月ほど

早いftf1l勾にある。
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F2口

可
叫

ここに、 Qob (t) 翻iJllJ流殻， Qca (t) 

F 1:相対誤控， F2:水収支誤設

3. 

1) 1!告!需j羽のハイドログラブ

N:ff究iWJデータ偶数

解析の結果

1991年の観測結果によ述の*~活環モデルを適用してみる O まず， ?!!~雪期である 4 )~ 25日から lO

月20EIまでのfI寺閥単位のi邸周結果をi詐9に訴す。表-2は決定された1*1*111]1谷流域の流出定数である。

この表には比較のために梁ヶ谷流域，桐生流域の定数組も掲げてある。絞殺評filliはF1口 0.1436，

F2口 0.0267と大変良好な結来が得られている。
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ここで，各流域の植!t.の状態を簡単に述べておく。梁ヶ谷流域の本流ij[[J]，主CA1は40{1::~ の終業

広葉樹の二次林であり，内部流域CA2はおよそ10年前に皆伐された跡地で自然臨復j投獄にある O

また綱~J:.流域は植え長された70年生のス tv- ヒノキ林である O 河定されたi綱引|谷の流域定数を{也の

流域の定数値と比較してみる。まず， I肢在削J扱安流出をi主i主ミ袈に規定寸るC，D拍とD

0.0ω31は立;梁絵ケ宅脊主i流1泡削iυj域:或比のオ本ζi流1泡i凶む流j]tj域詰袋(CA1)やヤ桐生i流1泡削u域或の0.035と|内人付i奇部部Ili流1泡u域語或，CA2の0.0ω25のi司ItI間iH均IJの似であ り， 

それlほまとどε大きなj述畠いではなし、、O むしろ，誼抜流出金を主要に定めるD同が桐生やCA2の2摺も大き

な{nなを訴し，CA1と!日jーであり， D ，dJrj間生と CA2 と i司じである点が詑目される。これは，小|泳~m

に対しての直接流出査をは綱~l:やCA2の流域と類似の数を発生させるが，大待問になるとむしろ，

CA1流域に額似して直接流出殺の精力11率が{fi:Tするという傾向を意1床する。すなわち，隣1111谷は

傾斜はではあるが雨水の保持性はかなり商いと判断される。…ブj，恭!主流出の活動を支配する



83 

Kbは， 1待じ 1:1 1 ・ f5 :3ミjfd の jfí~fi'1辛口也

JrWである梁ヶ谷流域と IHJ--ゅで， )礼

化花尚泊地帯の代表である桝主主よ

りは小さいことが住拐される O 斜

路u¥H長i定出の運動パラメータ -Kh

や斜i泊wすの土壌水分の再配分、を定

めるKu(まそれぞれ， 1'IiiJ生と梁ヶ谷

の1111羽となるが{が間定されたが，

この解釈については今後の諜越で

ある。

表2 決定された流域定数

Runoff constants obtainod 

Yusen Ki1'Yu 

C 0.03 0.035 0.025 0.035 

D，，， (mm) 100 100 50 50 

D" (mm) 10 20 10 10 

Kc (mm引斗) 2 2 2 2 

Kh (mmth1'jj-) 15 30 30 10 

Ku (h1') 12.5 10 10 2l.7 

3) 離!繋p;jJのノ、ィドログラフ
Kb (mm品l吋) 687 687 687 808 

C area raLio of channel system 期において同定した流域定

数を用いて融雪j拐のハイドログラ

フのシミュレートを試みた。 j臨泊

したそデ)¥;(土橋おら山が上述の水

循環モデルに|徐努・制!~サブモデ

ルを加えたもので，冬型!天気で降

水畿の割地しがなされる 'I:IJ斯気協

Twと気j鼠{低減本 δが変数となっ

DI6，加 effectivedepth of the top soil which tho runoff ratio 

of storm flow from a forested hillslope system 

equals to 16% ancl50%， respectively (mm) 

に paramete1'of sto1'age fanction at a channel system 

K" paramote1' of sto1'age function fo1' sto1'm flow at a 

forested hillslopc system 

凡 pa1'ameterof storage funclion for the top soil 

Kb paramote1' of storage function rclatecl to base flow， 

-泌!滋総合化モデjしである。 rcspectively 

coefficient numb巴rそのフローチャート創立!田10に治す。

モデJレを閥単に説明すると，初期

条1*としての都宮水量はSw=Oで干・*，:1廷はSd=O.lとする。冬別天気かどうかの判断気識をTw

とおき，気識がTwより鈍ければ，次式によって割噌しされた|浄水殺が求められる O

Ph (t) 口 Pbh (t) (1 +α ム日)

ここに， Ph (0:高度設ム H (m) の地点i浄水おそ
Pbh (t):表明久むものi浄水量， α:降水割増ヰ"

3は等価気説{ほj成準であり，…般には0.55
0

C/I00mである。 4 よって気協から訴

!おされるが，この場合の気説は日射滋や顕熱現を含んだ等似i筑間tで、ある O

Sm口 CA'(T -TC)CIl 

ここに， Tc: 説l!翁 IlJ~Bf.気i鼠 COC) ， CA， CBは係数

なお， T >OoCでかつi浄水が降雨のj劾合には降雨による溺!需が先生する。設・隔の，/，IJ断宝¥iilitはTy

として， T>Tyで、前とする。

以上の条件からf壬窓池点における地表到速水経Rnh (t) が得られる。また， trt雪*，:/交の変化

はyロ 0.8として

D (t) =0.5- 10.5-D (t-l) I . i' 

で3Jとまる。新笠?がある場合には新潟:の絡，:1交を0.1として，まず

絡密n皮;究rSdは;桜f官間'1漬i占i但4笠雪皇?水f堂在 Swを柏f急雪2雪7ηi深架 Sh (仇ωtυ) でで、訓ることによつてf持持5守=られるO流出裁を求める上では

都宮の術!究変化は必裂としないが，泌総ìJliJ糸!i.j;j~との検をするよで，この術!支変イヒ式が必要

になる。

このモデルを使って，まず気協のみに訪日してシミュレートを試みた。 降水の耕地権 αは梁ヶ

谷のlffW.001を1日いた。 CA，CB， Tdま j与 iÆ~ ヶネ干の 1fl:I としてそれぞれ0.005 ， 3.6， -5 (OC) 
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Start (input;Pb(I) ，Tem(I) ，ImaxJ 
Y 

Tem(I)<Tw 

Y 

Y 

1> Imax 

Y 

End (ou tpu t ;加h(工)， Sh (I) J 

凶10 frt~，j1 ・括主力総合{とよそデ )Vのブローチャート

Flow chart 011 calculation uf the snuw depth and snuwmelt mudel 

としたヘ冬期天気の判断気ilf.tTw立 2.00C，民ij.努判ltJr気il.itTy=2.00Cで，気i晶低減Z千;ioが0.55，

0.0のJJJj合がi刻ー11(11-1， 11輸のに示されている。 8(立物Z型的には0.55に近い1n'Iになるはずである

が，結果的に小さいほど迎合成が良くなったのこの版協としてはl]射が融雪に大きく影響ーする袈

IEIとして関係した"11]'能性が大きしL しかしながら， 1玄1111の桜努iIRの変イヒはよjI務所構内のものであ

るが，う~Ul誌のみのシミコ.レートでもかなり良好に問I:JJî されている。

次に，綴iJ!lJされた日射近から熱Ji::Z支i去により予測を試みた。

fi'(密閉上の r:~~収支式は

Sm=Ra+H+E 

ここに， Ra:純放射殻， H :~1郎会最， E:ii主熱最

Ra口 Qs(l-m) +ムQl
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|潤11 絞雪期のj~J羽紡糸(臼 Jìtj虫':)

Predicted日nowdepths and hydrographs (daily) 

δ.会(il;，ijH:ili~，キl (reduction rate of temperture) 

ここに， QS:短波放射 m:反射準(アルベド)，ム Q 1::民波紋射のi訳文殻

l'Î1翁WJI淘は誌は地のJ貨に比べて小さく~!l~視できる。ム Ql はその正確な推定が難しいが，比較

的小さいと考えられるので無視するO従って Qs，m，討を求めればSmが符られる。

顕熱f設H!ま

H'口 Cp'P • Ch • U . (T -Ts) 

ここに， Cp:空気の定r:El七熱(1.01J/g;oC)，ρ:空気のそちt度 O.246kg/ni'; 100C) 

Ch:バルク係数(口0.002;j!i:iiiil切による鍛)

U:平均風述 (m/sec)，T:気拡 (OC)， Ts:怒聞協皮 (OC)

いま， U =3m/sec， Ts=OoCとおき，融W?i詰是非主を80cal!g;oCとして， 日/Tをmm/day;oCの単{立

で求めると日/T口1.9となった。 通常妓われるデグリーデイ係数と同じ次元である。また

のアルベドを0.6とすれば，上述の 3式から

Sm口1.9T十1.2Qs

と簡単化される。 Sm，Qsの単位はそれぞれmm/day，MJ/m2/dayであるO

この場合前述のフローチャートの Smのfj.十鉾式;を置き換えるだけでよい。また流出モデルへの

入力となる地表到達水量Rn(t) (土谷高度別の Rnh(t) を商務のfまみをつけて平均化した縦で

ある。

このモデルによってシミュレートした結果(関11欄 3) は 1・2月に多埜に融設が進む結果になっ

たが，流出のどークは一致するiti'il匂にあり， 11111々 の袈訟を決定2命的lニジとめたところに問題がある

と思われ，今後検討する必要があろう。

まとめ

本ii)f党の成来をまとめると以下のようになる。
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1)芦生における気ilill.， 日刻哉の綴ìJlIJ~'ì古来から;]<循環モデルの lやの蒸発散哉の推定に， Hamon式

が鴻m可能なことを示した。また， ;Wi~諮問のハイドログラブにおいて水指J~1モデルの流域定数を

決定することにより，他のド¥1・窓生}討の流域及び花i商岩流域との比較をおこない， 1+1・生!自の

流域および水漏出先の流域特性について検討を加えた。

2)絞雪期においては秘密・謝!窓総合fヒモデルによってハイドログラフのI与税を試み，気温のみ

に訪日する方法や熱収支j去による結来を訴し，今後の問題点を指摘した。

3)側1111谷試験池では冬期の談室雪期間においても観iJ!IJが可能であり，質が高く， ~:IV I支の良い観測

データが得られている。今f表，観測を継続して行くことにより， ;ffti翁・縦!設のメカニズムを解明

するためのフィー 1レドとして十分期待・が持てるt訪問?であることが示された。

議j・ 5字

本研究には，持生i:dt習林の多くの教職践の方々の協力を持ている O 試験流域設定の僚のi劫所の

選定についてはj京税林の安藤常講師に有効な助言を]驚いた。また，砂防学研究室の小Wii笠j台数授

には協力とIリJ設を]賞き，同研究室の学・続投三諸君には査を水機建設の:J1rり協力取いた。記して謝

を去す次第である O なお，本研究でのデータ処羽!並びに計算は京都大学大部計算機センターの

システムを科mした。
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Resume 

Hydrological observations have been made in the Yusendani Experimental Watershed 
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situat邑don the source area of Yura River in Kyoto Prefectu1'e， fo1' und色rstandingthe 

meteorological and hyd1'ological conditions of the University Fo1'est in Ashiu. The Yusendani 

wate1'shed is und巴rlainby Mesozoic and Paleozoic Era fo1'mations is covered with natu1'al 

fo1'ests of C1'yptome1'ia japonica， Fagus crenata and Quercus salicina. The basin a1'ea of this 

watershed is 7.95 ha. The altitude of the watershed ranges 490 m 耐 740m. This natu1'al forest 

represents the lower pa1'ts of Ashiu‘ 

The 1'esults a1'e as follows， 

1) It is possible to adapt the Hamon equation to presume the potential evapotranspiration， 

owing to the observations of temperature in Ashiu. The hourly data of 1'ainfall and discharge 

during non剛 snowseasons f1'om Ap1'il to Octobe1' of 1991 we1'e used fo1' determining the runoff 

constants on HYCYMODEL which is a synthetic runoff model. Using those runoff constans， 

characteristics of streamflow of this watershed a1'e compared with those of another Mesozoic 

and Paleozoic日raformations watershed and the weathe1'ed g1'anite wate1'shed. 

2) As the runoff constants al1'eady were dete1'mined from data in a non帥snowseason， the 

hydrog1'aph of stream flow can be calculated by snowpack and snowmelt model in point of 

tempe1'ature 01' radiation. The points at issue about the snowpack and snowmelt mechanism 

are indicated. 




