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緒 ＝iiiFEF

　われわれ八仁6ノ便伺y’”るiトの大半は降南といフ形て管省されt

その恩愚は翼×な乙〃であろが、乙の降爾の場所鱒時向的分布に

八玉な千均衡ノブ・圭ずうと、皐溜ピ芦（氷どいラ毯大な被竃｝を　こラむ

ろのであろ．二のよノ弓被苦乏最小限援にピビめ、峡縮≦れた爾

永Z最ノく7艮に司・目ヲろたのに、直接　的に、めろいば両投：的に　多

Kのi辞学肴が長軍に1つたつて研究をっづけてきたわけであるがご、

云褒の人工的統泊］が禾た困准な現択を寿λ二ろヒ、地上に達した踊

ポの挙勤2制御してその目肉ど違成するこヒが、戎された唯一の

対策で9．うど恩われ乙。二の冶水利水対策を合理的なdのにする

ためには．ます才一に地上に達した爾フKが海に注ぐまでの過看…を

解明しなけa！Ll（1ならないが、その実態19非帯に榎雑iであクて、多

くの研苑右の努力に1ヵ＼かわらず、幾多のr司題が残されている。

：ノしらの同題のろち、永論文でピリ上げたの口河川の流出量であ

つて、こγしが障爾ヒ4？閃句ミ乞明らカ、にすろニヒ1迂，肩川多f画、クノ含

互ピにとつてQ、ζつピL憂要な課題である。

　一　rL，よフな内題の解沃に画期的ヒもいラべき絹口Z与えたのぱ、

華イjエ図法θの出塊であリ　王ピして米国において有効に応用され

（5たので2うる。近年、わカミ国において1広く応用さIL、現在i

わが国においてほ、単位図法2応用した計鄭結票にもピついて、

大部分0）河川の計画、施工が進められているピいつて必過言でに【

ない．

　Kころが、この単位図法をそ4）ままわカミ国の河川に適閤するに

ぱ慎《巨な方慮を要するニビが、そ三（力適用結栗力＼ら5ヒめられるよ

うになリ、新たに、いろいろな立場がら隔水瀧出に対する楡討が

　　　　　　　　　　　　　一1一



刀0え　ら（して　、　そ（り機構1次易ク｛：明らカ＼になり　つクあろ。　イヲUえi（lr”、

特性1田線速疏乱た水解的研宛2屍41扇水の紬嚇を拡
散現家∠君えて裾〔分・方程式を組立て、これを重子計算機で｝解祈す

る研究5）なビがあろ。

　しヵXUながら涌・Kの流出硯象が嶺稚な流域特性や任意性に密

む降南の性格および・K流の非線型性などの総合m果どしてあらわ

れるのであ9がら、それぞれ各契秦ヒ流出との閑僚があろ程度明

らカ、となつたどしてど・、　こギしらの結栗力、ら降爾ピ流とKヒiヒ総括的

に3ヒめろこと19非常に困推である。また、本論文の最終目的が

流出計算法の総合化にあろわけであるから、でき6だけ尚単な瀧

出計葺去を株弔する二zηミ望まれる。

　ニラした急味から、本論）（では，比教的運論的根挺に乏しいピ

はいえ、降南t1泥出∠2葺結す弓ヒいう単位図法のすぐれた思徳

Yその実用的な利兵をうけつき、単位図法の立傷から、降南と濁

出ヒの1実1イ系を宛P月し、その結票iに己ピついて流・封計妻葦法（の総含イ6

］Z試みたわけであろが、つぎに、この向の諸同題と本文各章との

関係i2H月らカ＼に二しておて：二1ラ　。

　ノ）　適用精度に向題があるピQいえ、魂在1なお多くの河川に

つし｝　’（　fl（釆ク）考え方によつて単位図が作成され、瀦計画の脅搭と

なつていろのぱ、そ（の置U便さのためであるが、このよラに実用的

な従禾の単位図法Zわが国の河川に適用した場合に生（’ろ亥障と

その適用精度の向題にイフいては．栗測記録に1ピついて単イ立図之

作成し、その実態を究明した上で挨討しなければ’ならない。オ1

章は、由良川における詳細なフド文観測ピそれによつて得ら＊した記

錬に1ピついて、：の向題を検討した結果を述べたものであるが、

その成票は、この方面6ク発展に非常に妻要な役割を東∪ているの

でめろ。

2）　牙1章にその詳細を速べるわけであ6が、実河川の記録に

　　　　　　　　　　　　　一2一



征禾の単低図法Z適絹するピ、同　河川の単位図が出水二とに斐

化する。これほ従未の単位図法の根本にふれろ向題であつて、そ

xf7まξEではわが国の河川にぱ適甫しがτ二いわけであろ。しカ、レな

がら、南本の流出現象をできるだけ筒単に解祈できろよラに考寮

し一7一い：ピ、結局単位図法的手法によるこピが乞つピも適当であ

ろピ方んラれろ。牙2章ぱこの同の寿察Zできうだけ詳細に述べ

ろピと1に、単位図広Zわボ国グ万可川に適合亨ろよラに含理的に

改ほする方法について正べたピ4？でbろ。

　3）流出円題と敢1ノ汲クときにぱ、一戒に爾書ど流量の記録が

f｝えり7し夕〃でbろが、∠くにわが’国において　i9そ〃フ考己係の不備

．ノｺて乙tのバ争ぺ、しか1乏れらの河川にクいて仮想爾書から

の祖出を栓定する勉雲が生じ’る：とが’多’し、。この穿求にこたえる

べく、総合弟泣図の研究が進められ㌘きたわけであろ71N’、これら

迂旋末ρ輩江図法にVJとすくじのであフて、前に老述べたように、

わが国の河川に対しては不適当なよクに思われる。そこでヤ2章

に述べる汁算去の総台・化をはかリ、わが国の河川に適合すろ総合

釣計算法どして、iオヲ章にその詳細を述べることにする。

　最後に、以上の灰累をどりまとのて本論文の結諭ピした。

一3一
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第1章　従来の単位図法，12、｛のわが

　　　国河川へ⑦適用に関する研究

7ノ節　　概　　話

　ラ可川’・ク：危域1二障つ7三爾水カミデ可逼芭流γし海に）壬ぐ現i象（，ま．　ナ也瑳ご上

における木循鍛Z）’過程ヒして、至種当糸な現象であるが、その

過程において、われわれがik・Kによつてラげろ額苦は甚大であリ、

反面日常この水を利用するこヒによつてラけろ恩憩は美大なIO

である。二のラちで、例えば茨力くどし1ラ異常な現家の一×原因ぱ

異幣な降爾にあろわけであクて、こbした降爾の変勃は比裳的観

測が唇易であリ、しヵ、も降扇は流出に先行するから．障爾から流

出Z椎定すろ方法2碓立して、泊水、利水計画に没立てよ〉ピす

る試みは古くから行なわれてきた。単位図法ぱこのよラな契求を

満たすべく、／ヲヲ。2午にぶimmaが提衆し／渉ので功クて、

以末その商明な実用性によつて主として山向地流域！における流出．

解析法として広く応用2iiれるようになつた。この解祈去は、われ

われボ観測し得ろ降踊ピ励出董どが線型肉斥にあろとしたもので

あつて・実用性の面からは己ちうんであるが．任意佗一湯んだ降

扇ど、それボ斜面、流路を流γして下流端に達したZきの流書どの

複確な肉僚を、一括して表現すうといラ簡明な思想に彰ヒつく1

のであろ。実際上われわれに必黎な1、0は降南ど流出ピ4フ関僚で

あリ、rの肉係力ご簡単に末められ6なら1∈f、そζo過1程を詳細に追

究すろ必宴はなし1わけであつて、単位図法では二の両者の1刻僚を

単位図といラ単位流出量曲練であらわしていろ。：刀単伍図は、

当初においては、ある流域にノ日向ノ4：ク乙（％60有効南書が単独

で降つた場合に．下流端に新しく生じた流出曲線であろと定義さ

れたのでめつて、二れは明らかに、非情に不均一な流頃の性状立

　　　　　　　　　　　　　一5一



総含的にめらわした¢のであろピいラこヒかごできろ。単位図法で

は・この靴図によつて示される流出の時向配分が一日だけ5at

立した隣爾に対して1・あるいig一連障南の中のビのノ日Cク障爾

に対しても常に一定であリ・ただ流量だけが日爾書に比例して増

減するとしていろのである。しがしなが’ら、これらの仮説は米国

のよラな大河川に対して許されうものと恩われ、その中にわれわ

れの経験的椎測に沿わなし帳があるのQ、わが国の可川が米国の

それどいちじるしく性格を巽にし、降爾の特性にLカ、なりの相違

がみヒめらフれろがらであクて、米国における単位函法kそ（のまま

わが国の河川に適用しボたいことはいラまで1ない。そこで・わが

国の河川（適含した単位図ヒ、その河川計画への応用を研完目標

とし、由良川の大野ダム地兵よリ上流（滝域面積約3SO／ぐm2：流

語延長qo　km）　をモiデノレ河川ヒし（、函量計繕§4文2’（目記南

量計4乙，管通南重計／3，嶺算南量計9）を設置すξうピともに、

下瀧端の大野ダム地夷に自記水位計を設けて瀧量を求めうろよラ

にし・過去教年固にわたつて詳細な水文観測を続けてきた。

　Oラして得られた観測結果文用いて、従未の慣用方，Xその他に

よつて伴製した単位図は、以下に述べ老ように各出水trとに奏化

するニピがわかつた。二の事芙ぱ米国における単位図法が乏のま

まわバ国の河川に適用しボたいニヒを実証3「る¢のであリ、単位

図まの遵用に支障2きたすに至つた原因を宏明すろとピ～ζに、あ

らためてわが国河川に適応した単位図法2、考えなσればならtfし、

こピを意味す6わけで・あろ。オノ章は、：ラした観実がら、従来

の寿え方によ⇔て単位図iZ作製してその変化の実態2究明し、さ

らに解決すべき若千の向題兵を指摘するこピにした。

矛2節　降南と流出の諸成分ピそ（の《か離

　一報に流出向題を対象ピするときに、わ才しわ1／しに与えられるめ

のは流域内の降爾書Y下瀧端にお1ナる流壁ピである。障南ピして

　　　　　　　　　　　　　　一6一



は、流域内の点南量ヒその時間的分布が与えられろのであろが、

dt　9なのは面積爾量であリ、流域平均爾量であろ。この方面の研

£りにようU．緬動・ら流域乎均総爾書を融するとZ・19．　E

要支▲｝1の力冠域1こ　少、な　く　　と　～膓　ノ　ケ　所∠ク観潰リ戸fiかご克）ろよ　ラ　iて　　レ　て　　、　4昼

流域にわたリ3S　knt　2にノケ所の劉合で髭測すれば、Thaz2m・

法によつてかなリ高い精度の計算値が得られるようである．X6域

平均時向爾量の算出にあた⇔ては、上に述べた劉含で観測所をば

奨ヒすろ二と191ちうんであるが、乞らに、60～90／’（〃～に／

ケ所の割令・で時同爾凌が観測で乏ろ基蛇観測所を設置すろピ、標

作の商単な11Ldeeue・n法によつて、η1なリ正確な値ボ得られるよ

うであろ。一方、流量につし1ては、現地における測定結東力＼ら、

水位流量曲線を楯き、観測木位から流書を求める方1去が採用され

ろが、現在の段階ではノ0％程度の羨差を生じ’る場合があると君

えられていろ。以下に、］三デル河川である由侵川の流域概況）〈f7、

観測施設を筒単に詫日月し、これらのオ佗i設によづて得られた障南ビ

流壁の諸成分とその分離方法について述べろ。順序が逆になつて

いうところは説明の便宜のためである。

　rD　流域’概泥ピ観測施設

　占艮川は標高ク767／1の三国濠iにその涼2発し・円波勇原を面

に流れ、福知山市付近で北折して日本海に注ぐ、ifb　ue面，”　rv　／6“00

km2の中河川であろ。研完の対象として避んだ流域ぱ、×野ダ

ム地笑よリ上流部であクて、流路延長は約40　km、流域面積は

3SO．3　KmZであリ、標高3〃0～80P　m程度の比軟的なだらか

な形態をもち、タム地実の標高Q約／60mであろ．流域の大部分・

は山地で森林面積が多く、澗葉樹林がその過半を占めていろ。タ

ム地夷よリ約／6！く〃しの田歌よリ上流ぱV字型渓谷をなレていろ

が、それよリ下流ぱ谷が少レひらけ・それに没つて若：Fの耕他1

見られ、鶴ケ岡をにtじめピして一部にla沖積sp野1あクて、比載

的緩ぺかな中流的形態の流れを室している、大体において笏状河

　　　　　　　　　　　　　一7一



川であろが、支川の数が少なく、最大の支川棚野川で乞、その流

域面積は全体の約20％ピ占めフ多にすぎない。地負は主ヒしで疾

父占成層である。

　大野ダム地衰の流量曲線ぱ．臼記水位計の記録に1ヒづき、従

禾のポ位瀧量曲線を閑いて求めたものであリ、飼量穿録は図一∠／

のよbに、平姑に自記爾重計4および普通爾重計／3、　山地に積

算南量計9を設置して求めた己くのである．

．ノ・6

δ｛＼、，／・一ノ、・へ

　　　　o　］”N

　　　　八亮禁
・一・ wプノ■『iエIli＝itF　il6　km

図一ノ、ノ　由f蓑川流域の爾量計配置図

　（a）　硫ti〈曲線の諸痢分とその分・離

　陽爾が流路に産すろまでの経路によつて流出曲線の成分を頬別

すろピ、表面流出、中向流出、地下水沈出および河道碑爾の四つ
ピなる三）　こγしらの成・分・はそれそ・れノ性椅2異にし、田1南傑件およ

び河遣家件の斐動によろ斐化¢それぞれ栢違し、流出曲線の形は

各成介の相対比によつて左右されろ。したがつて流出曲線を正雇

に解祈すろには．各成分に相当する部イかをは⇔きリピ分維すろ必

黙別ほW鋼㍗乙→嵐び砧』一勾な
己の方法が提衆さLれていうが、各成分を独立に測定しがたい肉保

上．なかなが正確を期しにくく、単なろ椎定にすぎないこヒが多

　　　　　　　　　　　　　　一8一



い・そ才しでわれわれは河遭．降開9表面流出に含め、tT　7向流出老南

の降リ方、特にその強度によつて流出状態がはなぱだしく異なる

なヒ、表面流出ヒ相似な性格を1つ8のとして、一応表面流出と

一緒に考えて、二れら3成分をあわせて直接…流出ピした。ニグ）取

リ扱いオは計算方法ピ／丙連があるので、計算方法が異なろヒ、

この取リ扱い方ぱ不適当である。一方、地下水流出はその運勤が

地下水面の勾配によつて支配され．地下水面への瀧入量がその上

0」二壌の参透能によつて左右され．うから、降爾強度そのものには

直接影響されなし1と方えられ、上記3成分とは別1こ墓庭流ピUて

駁リ扱ラこピにした。従つて直接瀧出と基底流とに介離すろので

あβが、その目的は一連障南にピもなラ直1嗜流出書を，決定するこ

ピであクて、特別なオ法を用いて1その相違がはなはだしくない

こビ2考慮し、個人差のぽパらなし、一つtiク方法迄一貴して適用する

ことを《巨妻三移8した。

図プ・2　　流出曲練の分・離去

　こラした麗美から、ここでは図一／・2のよクに表1筒単で実用

的な水乎線A－Aノによづて、上4），2成分に分離す多2f7×2採用す

ろこYにした。この場・合一廠に直接流出はカNなリ長い乙∂ワUt　bU

を1ち、それが出水ごヒに斐化して、一連降南によう流tl〈1田練の

立、ヒリk・4における流覆に左右され6欠臭があろが、M艮川でQ

　　　　　　　　　　　　　－9一



出水ごピ礎異はほピんビなく、約靖0乙吻毘4ne　24え
る線ヒなつた．なお、麺流1鵠に、。・勿場。．　D〈下と歓ら

れ、その変化書ぱ直接瀧出のそれに対しほピんビ無視できる程度

であクて・種々の出水に対して同じztdnze　haを閑Uて彰、真

の値ピ6ク差は実用上をしつかえなUほビわず’カ、な必のである。

　（3〕　降爾とその分離

　降爾量ぽポ文研弦における最L基本的な資料であるがら　多類

の爾書計髪流域内に均等に配置すろニピが望ましい。このために

図一ノ・ノク）よラに26の南量計（「設置したのであろ。単位図をボめ

る場含にぜひ1い脾な切はバ元域平均爾書とmffrp均蒔向雨

量ヒであリ、前者の求〃ガに穿爾書線図法と7』法とがあ
6ei孝爾琶椋図法は・多教の観測前プドあつて降爾機構が明らかζ［

場合には柏当の糟度が期待されろが・単位図法では単位β手間ごと

に流域平均南量をボめる賦要ボあるから、単偵時同ゴとの等閑萱

線図を画かねはならず、票雀でしか必個人誤差ボ介入しぐすし1。

それで：こでは観測美の支配面積内ごり高値差が少なしにとを彦慮

して7hau　24z法を採用し、イ固人羨差がIGtし、らなし、ようにした。

：ラしZボめた況域乎均爾量戻から．各時向ごとの流域平均時同

南量Xt　Z求めうに19、突式によることにした。

テ〔（ξ陥詠Pんに．
一一一一一

i／－2－／）

ここに、RLぱ時周南量観測所ノにおける一連の総雨量，后τは同

じく1待同爾量であろ、なお、由良川におげる三つの基地観i副所の

平均爾竃×ピ充域平均爾量Yとに・フいて統計的な計算を行なつた

結果、／フぎの回帰曲線と相関僚数k＝ρ99を得た。

Y＝　ノ、ノノ×一∠ク3　土／3〈フ 一一一一一一・’ ^’－2　－o～）

一10一



　この結東ぱ一連降南の総量に周して．三つの基地観副所の平均

丙量力、ら流頃平均函量乞相当の信績度をもつて計算できることを示す！aで

あろ．単位図法の適用にあ12eては一¢ずし1降丙が流域に一様に分布

ヲろこどぱゾ婁でなく、：言に巧じ」ラな噛頃苗分布をすろ：ビが望ま

しいが、一一破に．上に得たよシ9結釆だ（1で19．降南の酩域的分

布春落に同じであろピぽいい7，乞いようであろ。こガ障爾の旭域

的分帝の影響は、着地域ごと0．管南の相対比に左右され、さらに

売域の形によつて猿雇な流出曲線を生じうと思われるが、田良川

Lつ↓、ては持列な降南発生機覆⑳場合・を除くピ、ノミ俸i司じ介市を

するとみてさしつカ＼えないよラであリ　、　後正する単1立函の斐｛ヒla

主として障南弦度の変勤に左右されろ老のど寿えられる。

　次に二れらの爾曇を前述の直埠流出と基底流とに相当すろ各部

かに・分離すろことが必要である．一｝段に障i菊問娼直復の爾量1二眞、

肉不そのイ巴によろ遮断ピ地中への珍透のために表面ln　M　zはなら

ないが、さらに連続して隣南がbろ湯含には、遼断能力と滲透能

〃滅少にと1な⇔て，表面流出が起こつてくろ・したがつて、い｛

／iE急状態で生じラろ単位時向当リの爾量　ta　・k　2墳失能どすγしぱ．

こ力渇失能Q降南の鐘綻時間ヒヒ必に滅少し、十分長時同隣爾が

逢党《rる傷乞・に勤る一定値に達し、その時画的滅衰は］三ヒして参

透北のそれに左石2翅ろ己のと汚えZよし1．ヒころかご揚透能の時

向困亥衰にクいて　ia〃cr27t、nt　S）ボ“Yedeの試験妃徹水実衆結果

を用いて、任葱時刻の》透能アと降爾南娼後の時1司ごとの関保2

ンく式で表1つしてし、ろ。

丁一プ、・σゲア∂ε一号
一一一一一 iノー2－S）

⑳
二こに．foおよびfcはそれ壱れ初期および霞終の渉透能、珍’

は常数である．24）実験式が上㎡のようにして天然流域におけろ

墳失能の時向的安化を与てろ14フと仮定す1と　ナo，たおよび

　　　　　　　　　　　　　一ll一



ん’を決定するこピによ⇔て、降爾期向中の刻々の償失能、した

カごつて有初踊量2算定できるこピになる。ただし、允ば降爾閥拍

時6ワ土湿」だ態によつて委化し、その時刻の流量の1萄教ピど考えらフ

れるが・こ二でぱfo　を前期降爾終止後の無i降南日数60閃荻とし

て方緊寸ることにした、実際の瀧域全体につし1てぱ．ナ4）時向肉

妾化を測定すろ：ピカ〈’できないが、その期間中の東加巨失爾量F

2知ろことカごできる。いま果加南量2尺、総直接況出量をく2とす
れば、

ノ＝＝尺一（2 一一一一一 iノー2一α）

であクて、！：は次式で表わされる。

　ナ　Z

た

　＝　ττ∠ノ

∠
　＝　F f。－fc

珍’

〈、．e’彦う．（，．2弍戊

（．

ｴざ）噺旺水

④

30

20

’0

o 20　　JO　　40　　50

　　　　　　　　　　　　降南継締時向　（hr．）

図一ノ・3　墳失閑量ヒ降函継続時向ピの医1係

　（　）内の萄（！字ぱ基底流量を三あらわし、最そ愛の数’字1」・

　無降函日教をあらわす．

　　　　　　　　　　一・　12一



　したがつて種々〃）降爾継続詩’旬とそれに対応する東加頂失南書

Fピを】用いて、フ「o、fcおよ乙ご修’を；1（　cDろこどができろ。図一

／・3ぽ田艮jllに壬う1ナろ記録1こ必ヒすし、て：こ］’しラ（つ，直を計算し、蔚

解願止後羅函日数によつてク、レープに分類し図示。たL．、P

であろ。CZ）図で実線で表わした商練の勾酉ζが、そのグループ・の

磧失能の時間的変化Z示すわげであリ、各グレープについて損夫

能滅蓑曲線が求のら2iU6　e　A7二つのグノレープの墳失能曲線がそge

それ

　　　　　　　　　　　　＿珍ど
tm＝fc＋（fXlo　－fc／e

㍍。た＋σ九ゲf．）e－E’t’

で表わされたヒしfm（r・あ）一九r抱）であつたw＃ぱ・

左ナαfMi。一九）e一尼’t・・fn。

となリ、これをfnの式に代入すろピ、

　　　　　　　　　　一　E’（t’t　to）
fn＝fc＋〔fm．グfo）e

ピなる。したがつて各墳失能減葱曲線ぱ、一つの標準墳失能減褒

面陳の府レ面の原i真i「d移勃一させた名のにブぎないことになるが・こ

の標拳損失能減歳曲練を示した己4フカミ図一／4であろ。

　任kl寿刻にき己録さγした降爾量のうちで、上述4）肩失能に相当す

ろ函量2損失丙量とし、：れを降雨量から差し引Uた14フを有効

函書ピした，なお、初期損失能は上述’のよラに前朝降丙終止後の

無降函日教によつて斐化するピしたが＼図一／子はこれらの肉保

を示す初期損失能回榎曲線であろ。以上の図一ノ・4およぴ図一／・S

に＆つて、任意時刻の任意降丙乏有坊雨重ビ損失丙量ピに分離で

　　　　　　　　　　　　　一［3一
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　　　　降函継続時向（hk．）

図一／・4標準墳失能液衰曲線

ヘへ〔誉§｝迂　巡

　前期降雨終止後の無i1目』南日数

図一／ぷ　初期債失能回復曲線
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きるかご、こγしらは過刺降南、すなわ9損失能以上の降函ばかりを

承リ扱つた湯合であつて、非過劉降南に対しては当然絹正を加え

なければ’ ﾈらない。この兵に⇔し、てはC■O老の　ぞのイ6］⑳万去力ご

堤案さγしていろカミ、し、ず’れIIU’定0．フ域を1賭し乙し、る「し、よクで・ある。

したが’つて：二では一応比教的犬共水のみど彦えてそ・の裂差が’無

禰できろLのピし、図一／4および図一／’5一をそのユiま用いる：

∠にした。

穿3節　単遊図の特性

　‘b　単位図の算定法

　ノ）　牽位時向および単位降扇の決定　：河節で述べた方法によ

つて算出した直棲流出量曲線ピ肩妬粛量Yを用いて単位図を作成

アつが、二の湯含まず向題になる4）は声位蒔向のとリ方である。

木国では昔通！日を採用しているが、流域の境模が小さく出木の

速いわぴ画河川にほ不適当であることぽいラ迂でじない。一徽に

靴時周φ決鰻靴・て・　rk・Kの遅れt2が旅用されておリ・

従勧縮では鯛上t22Uつて粉であリ、初乃れれ
ば軌分ブ鰺し叱観られωる．のしかし決・K予報のこどくmg

上昇部の単位図形をくkしく知ろ度穿があろ場合は・t2のY4

をとろべきであリ、単位図の応用部面と流域の特性を勘票して単

紅時固を適宜決定すろこピが必穿であろ。単位図法の基本仮定の

一『 ﾂである降爾4）一様分布ヒいう巽から考えると、単位時周を×

iきくピつて降丙の地域的分布の平均化IZはカ、る方力ご好ゴしいが1・

障函強度の分市立正確iに把種しにくくなるので、遁台性が低下す

ろ。また単位時向を1小さくピリすぎろヒ計算が煩羅iになうだけで

なく、流出機構に関与する各要秦の影響がひびきすぎて互いに消

しあラ傾同巨失い、単位図法の意義を嚇却するおそれがある。レ

たがつて適合性の許容範囲内でなるべく大きくピるニピが好まし
し、　かご　　、　　｝ヨE］　1泉　1日　　で　～ま1真　重　7コこ　挨　討づク　結　果　単イゴ工　日弓Fl司　　X三　2　θ寺1司　　ヒ　　し　　、　　　流　域‘

　　　　　　　　　　　　　－15一



の丙璽から方えて単位爾璽を。20　anmピした。

　万）　単任図の葺疋　1直‡妾澗出量と有効丙量どから単伍図をボ

めろのに、代数学的方法ピ髪イ司学的オ法の二つが1考えられている

が．天然河川の流域を対家ピした場合、いずれ老合理的昔遍的な

結果乙しての単位図を与えない。最？9　O］段階で試’算法によリ、そ

のi充域の時性を加味した単位図に変えろこピボ必弾であろ。こラ

した意昧からここではまず幾何学的近似汰Z稼用して、次ボから近

似値2ボめるこピにした抄

s。＝5）．i／戸．

　　　　　　　　　　　ノ　　　　　多。r〔（22m・竿｛伽）r；・（…－2）后・ヰ婦／ぴ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・一一一（／－3－／）

二：に、sM　は流出旺i線上の最×流1の芙ピ単伐［時間後’の美ヒを

結随勧勾配F・れ↓／R。．尺一ご醐綱醜，々。ぱ
va位丙量，　Q，Vtは流亘話練の最刷量，　z口位時周、re・，Zi／R，．

∫oは単位図の最大流量の兵と単位時向後の美どを結ぶ直線の勾

配，Zoは単位図の最大流書値であろ・

　上の二つの式’の右辺の谷頂は出水ごヒの観測直ピして与えられ・

うから・車姻のz。とs・が計算されろ・また融曲線の磁
率と単位図のそれとがオ目等しいどして．単位図の通滅剖の各縦距

ヵミ決定さtしろ。つぎに単位図のピークまでの時1司Yしては、一連

M閑のピークがら流出曲線のピ’クまでの時向をピクて、オ’近

似値ピする、　Zb；me．．ebue・　（g一連降爾の終了時から直擦流出の終

リまでの時向ヒ方える。以上のようにしてボめた単位図の才一近

似値ヵ＼ら試算法によクて、その出・KiC最1よく適合す考ピ思われ

る単位図立各出水ごヒにボめたが、図一／・6はその代表的な1の

を一一ta図示した1のである。
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図一／・6．由良川大野タム培実における単位図
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　‘2）　　肖皇イ］工図4）特僧…1こつし、て

　図一／・6から明らカ、なように、出ポの×小またはそ6ηUきの出

水制御能力の斐化によクて、求められた単位図が異なつてくる：

どぱ注目すべき争実であつて、わが国における各方面の研％によ

つて彰実証されていろY二ろであろ．この事実は従茅の考え方に
よ　う　哨き　イf［　IX　カこそ　6！）　ま　　ま　　十つ　が国　（2）　よ　ラ　　Z〕〔　’t、　ea模ク1）　に書フ　～ハ　　〉ノr／ll　lこ　　適　ftヨ　：≧三

れがたく、異なつた朱件の出水に対し同一（の単イ立1函を用いろこピ

の不適令性を示峻す61のであろ。単征図法の墓本仮定である

”同一流域には同一d2単位図”ヒい）ことQ、あくまでも工学的

な実用性に壷美を置し、た老ので、米圃のよラな緩勾配で出水4）遅

い河川に対し、相営の精庚で適用さ才しるピ考えろのが至当なよク

であろ。しかし、わが国河川において単泣図の出フKごとの変化が

確認されている瑚在、その斐化4フ原因を方完すろことはきわめて

／×切であリ、こラしてはじめてわボ国における単位図法の緬値が

按討され、単位図法適用の糟度を明らかにするこピができよラ。

yx下若丁のホ文学的考緊の結栗を説明しよう。

　刀　況とt【曲線および障雨の分離法の影智　：地中における参透

能に左右される基底流は、吟爾強度の菱化よリ1むしろ降爾健続

時周に影響され、i％が大体等しければ、著者が嗣いた介離法に

よう基底瀧ビ真の基底流tの差19、各出ポごピに×体同じ程度の

ものであクて、単位図の変化に対する影響はほとんビないと考え

てよい、一方、有効丙量と槙失爾量Yの介離老、分離されたi荊出

曲線ピ商僚づけろ《ので、単づ立図6ク安化に対すろ影響ぱ少ないよう

であろが、主ヒして珍透能の＆を考えたわれわ1九の墳夫能の取リ

板し、に向題力ごあろ：ど1まし、うまでどない。　：二とに　Hnto7Z・　（の実

験式ボZのまま天然河川の流域に壷用でrきうかビクかが向題であ

る。損失丙量は障閑の流出機構の解祈で最初にとりあげ’ら＊U7aこ

ピかごらであリ、最己董要なCとであるが、合理的な締決は今復の

研鬼にまつヒころ水少なくなし、。この意1床において、立神博士が

融漸順後に融楢和霧ろ硫念ぱ入し、、剛題礪

　　　　　　　　　　　　　　叫8一



リ板いに有力な示竣2与えらγしたこY一は注臼に値すろ1のであろ。

　ノ力　降函系件お」び河遣乗件の斐動によろ影響　；　ます障禰の埴

域的介布が一様でなく、出水ごピに変化了れ19当焦（流出田線1斐

16して、単イ立図の乙つ各要奈・こ影響すると考えねはならなU。し

カ、し、流域の降爾の特性ノ　形およ乙ズ大こ’いによつては　 あ∈〔リ影響

がない場合sどあろようである。次に降丙賓度の斐化且、直接流謄

におけろ水位に影響して河道柔件に安化を与え、流出曲線に最1

大｛い影智を与える。例えば’降菌窟度が大どなれば、流出1曲線の

Lp一クが増大し、前進するから、単位図のピーク1同榛な斐化2

する。これらは決水流下現象の非練型性から見て当Kであリ、単

位図法そのものの×きい向題契ヒいわねばならζ［い。

w4節 結　　語

　この章では計算の途甲で穫1々〈Z）仮定を設1ナていろカぐ、墓本θ§に

は従宋の方え方に1ビついて由良川の単位図を求め、図一／’6の

よラに単位図が出水ごヒに異なつている二Z2明らかにした．そ

の原因につし｝てば着千の方察乞加えたが、わが圃の河川が米国の

それと性格立異にすろニピから亮て、米国の単位図法その乙のの

価値を一義的に評価するわげにはし、かない。むしろこうした結果

ピ生じた原因乞亮明し、わが国河川への適合性〃あろ流出計算法

を考え・工学的な実用性において満足さ才しるカ＼ビラカ＼2杉～討す6

こピが峰である．ニラした意ecカ・ら、立神博士”）が槽川の紀

出揚家の解祈において中決水以上文対象ピされた〃ぱ注目すべき

夷であつて、非線型婁乗の影響をなるべく少なくして従来4）便剥

な単位図法を踏震し、工学的実用性をはかるためであるヒ考えら
れろ　σ　6E］畏♪iltこおし、　て　2二　三タ〔水〔乏フ規模ヒイ頃向］i三分類：ナ才／し1ゴ　、　あろ　 程

度単伍図の教を限定3「ろこピができるが、適用糟度にかなリφ支

障が生じ’ろようである。いずれにしてど、単位図が流ぼ特性のみ

によつて決定されろ1のでなく．降爾の総量およひそ4）時間的場
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所的分布の変勃によつて1安化する事実が明確！になつたわけであ

つて、あろ出水記録から…ボめた単位図を用し、て、他の一連降丙に

よる出水を算出すろことば、いかに工学1的実用イ生に望実IZi置くtl［

しても、それQ不適当であろ。：ラした孕実は、わかご国河川の沸

出2解祈するにぱ別の観夷から流出硯象を根本的に再挨討し、前

にも述べたように、わが国河川の持性に適合し．工≠釣実弔挫に

おいて満足されろよラな解才斤広を考えなければならないこピ2禾

峻する1∠クであつて、ガ2章でi9、　：の黎kに応じ’るべく主どし

てif（文学的立場から斧細な検討を行なつた結果を速べるこピにす

る。
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8）

9）

！o）

石原藤次郎．上山催康：　tt単位図に閑する研究：石狩川本

立神弘洋

立神弘洋

　　流洪水調査書，pp．3クー38，昭和26竿．

：” ??高翌ﾌ新acgr法”，　P，　“6，昭和30年。

1　”木曽川決水の水文学的研宏’：建設省中部地方

　　建設局、昭和2？年。
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第2章　単位図法の合理化に関する水文学的研究

オ／節　概 免
≧’り

　従釆の単仕図Xでは、かなり大きな規模の河川を対象とレてい

たために、出水ことに単仕図が変化するという：とは、怒らく考

慮外の同題であったと思われる。しかしながら後述するように、

流出に対する障南と流域の効累をそれ逐れ独立に、しカ、Y定髪的

にあらわす二とは、厳癌にはできないわけであろbどうしてψ降

雨時性の影響が単位図に及び、特に規模のパさい河川では、降南

条件の変動に応じて単位図が妥化するのぱ当然であるが、米呂の

ような規模の大きい河ITII：おけろ流出に対しては、隣南特性ら影

響ボ流域特性の影響に比べて無視kきる程度に．ノ1・さいために、

一・ ｩ、蛍位図が圭として流域’の藷苧素のみによつて一つだけ決定

されゐように思われゐだけであゐ．r一のように方えると、出水ご

とに章位図が亥イヒすbという事実は、無頑する二とができず、・、

れに筒明な方法であって1、またいカ、に工学的契用性に嘉んでい

ても、従末4）単位図法はあまりにψを視的であって、変化の激し

いわが国河川の流出に対しては、そのまま適用すろことは困難で

あゐ．わが国河川4）流出特性を十分・考慮した上で流出現象をでき

うだけくわしく解新し、その結果にψとついてあらためて流出計

算法を芳索しなければならないこヒを老禾唆する1のである。こ

うした意味で・山腹斜面》ら流城下流端蚕での嗣水り流下現象に

ついてカ、なりくt’）しく検討したが、その結果、現在では2の力面

の解新法としてノぐはリ陣4立図法的立場をとるのが最∋適．当であると
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いう緒論に凄レた．㌘2牽でぱ、JX上の緒論に遂レた過程2主ど

レて水文学的な立場からくわレく述べるとと4に、その鰭果にカ

とついて・特ヒわが国の河川を対象とレた場合の単位図氷のあリ

方と、それに応じた単位図法的計算法について検2寸レた結累左速

べることにフ「ゐ．ます・オλ節では降爾と流出の各ボ鉢とその取

リ扱い万に関してあらためて考’察を加え、オ3節でll覇水の流下

現象の最初の段階である山腹斜面上の表面流出について筒単に考

察し、この方面の研究に必竈な山腹斜面形の取リ扱い万仁検討を

加え、N4節では流路にぢける流下現象を取リ扱い、ク5節でぱ

二Kらを総台・して山1司増流域からの流出について考※した結累td

述べゐ。労6節では、これらの結東ヵXら、流出計算法としZぱ逆

位図法的計算法が現在のところ杉つとち妥当であるCとi〔掲適し、

）？　7節でぱ単位図法的立場をとる場台・の具体的な計算法についZ

述べる。

カ2節　降爾と流出の各成介に肉すゐ考察

　流出向題を取リ扱ラ場令、われわれに5之られる資君は降爾記

録と流出記録の二っであっz、流出計算法の目的はCK、らの資料

の栢庚1を明らカ、にすることである。このためヒはます、障ラKOミ流

出し・て流路（C9．するヨ〔での一搬的性格について検討しなけ／しはな

らない。

　実際ろ流1啄では地形に起伏があリ、流戯含部の地，被状態も一榛

でなく、それらの面積ぐ位fi　r一よう流出の遅れも複雑であって、

降爾が涜路に達するまでの現象を正確に定量的に推定する二と択

できない刀、ら、二れらの現象Z模型化さ物た単絶従ノ1・流域につい

て方繋しlt　｛　累lc基づいて、流域全・体の流出現象を検討するこど

にする。

　一般に、降爾蛋度が大きくて地衰における保水能カボ直ちに眼

界に違して地萩水の流動が起こるような降爾の場台・仁は、撰失は
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無視されて差し支えない。また参透能よリ遥かに小さい租度の

降南が継続する場台・には、ほとんど出水の対象とならない。そ二

で隣南くZ）一般的な1境リ芳とレて、初め珍透能」）〈下であった降南径

度が次ヤヒ塘加レ、珍透能の低下仁伴つて2れ以上の降南掻度に

達す⑥・↓うな易合を芳えよう．二の場劇二IK・．降雨初助においZ

地表に這した雨水の一都は壇被物で遮断されるが、ほとんど穴掬

分の雨水は表層のセ1湿禾定を涌’うために元参透する。降雨か継能了

ると、i湿は飽和状鮭に匿する7ミ、さらに参透を続けてゴニ中に．遇

剰水分・を貯えゐようになり、これボ徐々に下万に移動していく。

こりようにして渉透能砂低下し降南張度が増大しZ〈ると、疹透

能以上の降南の大部分・カミ地看に滞溜するようになる。降南バさら

に継続す・1）と、地表に一時淵溜する南水θミ盆増して、塘表水c7）　Yb

下が起二っ之くろ。この時期に薩レてからぱ、宏層土、のAく分ぱ珍

透によって過飽和の状態になっているから、それ以後は降角強責

が急ヒ衷化してそ、彦堕能は大体において定常状態を保つbのと

芳えられる。三の状態では降南掻蔑の変化は、地表面上にある水

量の噌減のみに影智すろeのヒigZZよし）．二うレZ地看面に滞

溜した商ノKが地姪を流下レて、最も速かに流路に到達丁ろわけさ

わゐかあ、乏れ以後の降雨藪度の要化は下流端における流出曲埠

に支配的影響を与える二とになる。降南ボ終止した後は、地惹に

滞溜した南オ〈」ぐ一旦地下に湯透した7vのが徐・々に流出し、長時向

に亘つZ流路に水を供給ずるカご、その緩は次オに萩少していく使

すである。

　以上は地表に達した障爾ボ流路に至るまでの現象を概観レた診

のであるボ、河川り流出を取り扱う場合、：の現象をどのように

処理丁ゐか然最勉重尊な｝司題であり、レか毛その解×ぱ極めて困

難とされていθ。以下において、この向題に対する着着の考え

方乞説明じよう。

　従来から用いられてきた方法は、河ll｜の流出：ilいくつカ、の成分・

1：わけ、各成分・を別々の計算法で求めてからそれらを合成するの
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図一。～・／　降萌あ’よび流出の累加曲線

であるが、　着虐　1同様に対象とする降南仁よる流出を三っの

成分にわけて計算づ一るニヒにした。しかレ各成∧ぱ従柔のそれと

は性格を褒にし、次に述べ6ような性格をφった地下水流出、中

向流出および表面流出であっ“7－、をの時向句変化は図。2－～に禾

すと6リである。才なわち、南が降リ始めてからの刻マの降南髪

を累加した累加爾量曲anoOiO／aと、墓底涜量を険いた笏出量の

累加流出量曲ec　t。bとの差をとったψのを保留肇曲線と呼仏こ

とにすそ）と、　この曲線｛よ《ク巧〃C，Cのごとく表ネっされる．：のうち0／・IC

殖オく乎縛以下の部分・は土湿禾星重を禾し、一定値t。0ノを保つ¢のと

考えてよいが、流出量に劇与し／gいカ、ら、OcLよリ上の部糸の保

留量にっい一乙検討する。

　　　　　　　　　　　　ノ　さて、この保留書曲線汐乙Cはあゐ都分・を除くと流域特肩の形

があつて、どのような出末に対レて多ほとんと委らないようであ
　／）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
ゐ。　この三とは各出水二とヒ同じよラな流出をする放介がわる

ことを禾すψのであって、例えtil一亘珍j蚕した爾水京とが徐々に
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流出する成分と方えられる。その理由は、珍透能曲線を禾す式と

　レて〃』式を採用し、これを積合して累加曲線を画くと0＆0’

62のような曲線となリ、式中の係数がその流域ヒ対レて定まつて

おれノは、累加曲線の形毛一定になるハらである。この0　02　oic2で

衰わ竺れるように、一旦；参透レて流域’内に保留された考ののうち

で・深く降下レて旭下X面まで違した後、地下水涜出ttして流路

に達すゐものぱ、非常ヒ媛橿な流出をして流量彰少なく、出水期

向中はあまリ影響し有いヒ方えてよいから、後述するように、二

れに統損失威分左加之た矛のを一つの成分とみなし、二のESi禽の

保留量曲線・をぴC3とすゐ。次に、0・C～と．　oZ26の周に禾され、、る保

輻量から流出する滅分を中周流出と呼ぶのであるが、各出水ごと

に同じような涜出のレハたをすklのでちる。最後に、　O’C、と　oZ・ノ

の向に禾される保留董は、降南彊度の変化に直祷影響を受けて最

1，　ik　1iNに流出し、流出曲態に支配的影響を与える成勿・となるので

あつて、：れを老i面流出ということにする。

　以上は降爾が流路に蓬するまでの現象を取リ扱う一っの考え方

を述べた砂のであゐが、実陵の現象は上述のようにはっきりと三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！っの成分・に区別できゐような単純なむのでなく、きわめて複雑な

じりであろから、よリ正確煮取リ扱いク戸ぐ流出計埠法を遣家する

二と二広必尊になつてくゐ。しかし、この固題の取り扱い芳は、用

いゐi充出計算宏によってあゐ程度の制約を妥’ナるの広常であるel

ら、この両者を要家される精度に応じてバランスさt！ることる¢

要である。

　X上のよラに、流出を三滅分に分・けゐことにすると、量的釣合

を保つために流出の三成介に応じて含単位時向k量弓三っの成分

にわけゐZと次必辱である。二のために、車位馬間繭書ゾは、一

部1鋤称訓と鱈がほとんSikRと微されゐ成分吃輔
流出となる成分々およ説緬流出となる成介たの和とレZkわ

されゐ｛のとする。前にrシ述べたよう、て、地下1く流出およひご中向

流出～t　一一一・emtaした南水探流出すゐ看のLレたが、後看にば地衰

　　　　　　　　　　　　一27一



面に長時向滞溜すろような爾水む含まれ、珍透水のひバ中間流出

の供給療でIKないようである．

　二二では計算の便宜上、rc・f　hNよびreの降南商始後の時向角変

化｝が〃口γし型であろと仮定レ、次のように寿えることにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一磁τ
　　　　　塩＝＝巳　十　（陥ω一侮）e

な＝・石く＋（々グK、．．c」¢一是乏ε

γと＝γ　一臼互＋re〕

　ここに、炎とおよび後二eは流域の地被状態メ？地表土層などにょ

つて定まる常数であリ、ra∂およびrthはそれぞれ・障爾初期にお

けゐ庖　お’よひκ≧の値、1をcおよひご惚じぱ二れらカミ定常状態に違

したときの値である．

　次に、隣爾の老「威分に対応する流出の告威分をボめる芳法につ

いて・着老’の採用レた）法を間単に説明レよう、

　ます・対象、となる一運の］降爾のうちで、土湿禾足の袖’充や蒸発

なとのために流路に現れない紐績失南量と地下水流出となる爾量

との和、すなわちre　の総董ぱ総降爾書ヒ総流出肇の差を流域面

積で除してボめる。図一、2、2ヒおいて、流出曲線の立上リ点、4AJ

ら時向駒に平行な線AB2ひき、前期降萌による基蔭売出曲線と

・・

緬流出
中伺流出

蛇下未衰出

A 8

’

8 ●

図一」～・よ　　流出曲線o分・睡
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ABとでカ1こまれた部分を地下水流出ヒ考えるL、ABφ、ら上っ

総流出がヰ7向流出と表面流出ヒになリ、三れを流域面積で割って

商さに換算し、総南量から差引くと、残リぶreの総量となるlkず

である．こ二ご注竜すべきは、主上リ点Aとし之、その前に長い

煕降南期向があったときを選，ye：とである。この無降南期固力、’短

か’欄ば、B点付i丘の計算値の精度が低下／る。以上のようヒレ2

k7　の総量木ボめられる求、流出計算においては各単位時向ごと

の2，f　の値が必蓉てある。そのたのには、数個の出K記録につい

Zそれぞれ、rL　の統量を衣め、従禾の方法と同様にレて三れらb、

仁／oim型の式を積分したφのと等しいとすれ1ま、尭2、仏ちよ
　

ぴrkの値カミ定められ、　Xzの時向的要化Z茨定すゐこと〃ミできるt）

　刻二、申間流出わよびk面流出ヒ／ar」よびノbを弐定し幻ナれ

lckならないが、そのためにぱ一運降爾による出水のうちで数個の

ピークを肩すゐ1のを選ひ、後部のピークカ、らW祈を進めZし）〈

のク涙利であゐ・之の蓼酬よ障爾初期には抱6fit：　t’か巧

雑な交化をするが、降南次ク、なリ継続した二後にわいて1ま剛右と市

定常状態に近い値を禾すそりと思われる劇係上、降南ピ三成外に

介離すゐ二きに、この苦β分では時向軸に平行な介離線をひく二と

カぐでき’乙、計算カミ箇単1ニノkリ、老「係数の決定ガミ唇易1ニノまゐ汐、わで

あゐe従つて後部のヒ゜一クに相当する障南の部介について時間軸

図一2・3降商つよび流出のる成分への介離
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に平行に介離線Z上下レながら腹およびたを愛化させ、試算的1二

中向流出およひ表面流出の計算にiX　9な各係数ft　5めることボで

きゐ。：の・係教を用いて、さらに前部のピーク部分・の計算を行え
ヘ　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は、珍4およひ／d。なとがきまつてくる．なお、後瓠のピークllZ

4つ流出分とその前のピークをe，っ流出介とぱ、図一？．　．3に禾す

ように、琉出曲線が指数肉数的仁減衰すろbのとレてクト離すれば

よい。これは実燦の流出曲線に認められろ減髪1特せを応用レたわ

けであゐ。

　以下の告毒老7節における降爾と，溌出の対応籏分は」メ上の考え方

によって算出レたものである．

うセ3節　山腹斜面からの流出とその取リ扱い方法

　（の基礎方程式

　地表面に供給された爾水が河川を麩て海に達する複稚京過程の

うち、ここでとリ上けたのは山腹斜面における流出現象であるが、

非常に禾規則な斜面上の現象を厳崩に解祈することは禾可能であ

ゐから、普通行なわれゐように、できゐだけ現象に恵実で、しか

斗計篇iに便利な仮定を設げて解漸「髪試み」ろ二とにしたeTなわち、

乎均して万ゐヒ、山腹斜面上の南水流は斜面の巾全体に一様に分

柿レて流下すゐ曲面あゐいは平面上の流れであリ、斜面の幻配お

よひ粗度lat　一様であると．形えて差し支えないで¢うろう。次に東大

石緬龍におけ繍究繰2λ3’，こようt、嶋緬上の蹴で

ぱ摩擦の効果ff支酉乙的であリ、したがって、基礎方程式の組み立

てに際して、慣性項ど7K面勾配の影響、降南による流入および妻

透によゐ流出や巾の変化など次流れの運動状態におよぼす影響は

考慮しなく之tよいとされZいるから、ここで号⊂れらを省略す

ゐこヒにレた。9iiた、肩劾爾量猫度」。は時向的には階段状に変化

レ、場所的には一様ZNあゐヒする。さらに、流れ∧’＄b流’K、巾に

比較レ乙木察が非常に小さい～bのとすれ1は、」主続およひ運勤ガ1程

　　　　　　　　　　　　　　一一　30　一一



●

夢

式として、次の又式が与之られる。

芸＋丁伝・三｛μ・a・h・〈x）ト1

　　　　　万ピ
∠レwθ一一

二：ヒ、老ぱ水聚、

の位置にお・ける由

度、θぱ4斗面の傾斜角

式をく2－3一ノ2式に代入すると、

（a－3’D

芸＋（丁

£th－＝o　　　　　　……’”（－－3－2）

tぱ時向、Xは上）窺端からの距離、　b（∠）はz

zaぱ平均流速、工・＝1。　c句θ、五ば肩効降南窪

　、／7．は斜面の粗度係教て吻る。（。2　－3－。2）

s后θ，，んり普

　　　　　＝・　1－一辱亘一ゾ±）援・・

が得られ、（6～－3－3フ式力、ら縛…性微介方程式とし之

　　d¢　　　　　　比ズ

　　〃　子thze「が

のう7一積介が得られb。

…　’・一・一（。2－3－3）

　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　 z

が与えられる。二のcZ組のガ程式化解くと、次に禾丁（丁うな二つ

ん多＝

　　　　d尼

工」砺♂7あ・警ω

司島θ∫bα一弓

。、z　　9。／rte

・一一 @（2－3－4）

t－
E厨∫つ｛疏Jbω一cピ＋Cz

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一・一一一’一一一　（2－3－5ノ

　（6≧－3－4）、（2－3つ）式の肉係X一般の関数肉係で結んた彰

のバ、　（6～－3－3）式の一般解であることは周知のとおりである。

これ｛ま、　（2L－3－4．）および　（。z－3－5⊃式によつてあら才つ1！．れる

二つの曲面の爽線、すなわち特性曲線の軌跡LレてDO個の曲面が

　　　　　　　　　　　　一31一



勇えられb二どを禾レていゐのであって、このep　e、ら柔める曲面

を一つたけ遂定すそ）ために、次の条件を与ec．ゐ二とにする。

右　‘＝0・　X＝ξにおいて老＝｛・（．ξ） ・一一一…
i6～・3・6〕

　これは、向題とする期向の初期における状態を禾す必のであっ

Z、この素件をいれると、ボめる曲El　lor　99一つのパラメーター

ヒし之、次のようにあらわダことができる。

thY’一 i島ピー（9　1．　（g　）S／’　｝

t－ E嵩∫吻副b一職（ξ罪∫、

（2一つ一7♪

励いば・流量鰯ヒし・ん（釧二対応する〉％1量を∂⑤でy・

らわすことにすれ1よ

〈a－3一クノ

のようにあらわす＝と7できる。二れからわかるように、ξにあ
bLs　g与えるど、（2－3－7’）式の二つの式ぱそれぞれτ軸および

了軸に9行な柱面をあらわし・二れら二つの柱面の糠・す肋

ち特性曲線に君って面式カミ同時ヒば立する。したがって、ξの値

を変える二とによつて無教の特性曲線が得られ、それボ綴り合わ

されて形ばする一つの曲面バ家める由面であゐ。また、（62－3－7⊃
　　ぐ　　　　　　　　　　　　　ノ

およひ（6～－3－7）式にお’いては、工の南「姶時刻を時向の原点とし、

以後工ぱ一定としているので、一連隣爾を対象とレた場合のよう

　　　　　　　　　　　　　　　一32一



に・工択階段状に変化才れは、そのつど、時向の原点カミエの変化

レた時刻へ移動することに注意レな1ナオしぼならない。

　ω　計鼻例

　山腹斜面の形として、平面では長方形と三角形を、曲面では円

錐の側面に相当する円錐型斜面およひ円錐の内側の面に相当する

椀型斜面とを選べぱ、目然の山凄斜面の形はそれらのい1　it　eN／こ

含まれるであろう。以下に禾す計算例でぱ、zaお・よびθ2一定と

レているカぐ、これは斜面の形の違いによる流出変化を解明するこ

とを主目的ヒしているからである。実験あるいば実刻ち†曹ヒよる

M－、πの値にば〃2カ、らノ5ま初変化があるようであるカごこ

のような教値の違いは山腹斜面の流れとしてどの程度の流路の流

れを・了・くめる刀、、tいう：と仁毛6匂連すると方えられる．　＝、で・

はπス5％一”・，、．¢。、θ一蛸〆腸合を対象として計鯛を禾

すが、実河川の流域や山腹斜面ぽ取リ扱うときは、専家される精

度に応じて単位の面積Z定め、その大ノ1＼によってnの値を小さく

し、あるいは大きくしなけれぱならないであろう。

　／）　長方形斜面の場合・

　この場〈〉は、b　（VS－ll！　LしZbl9すればよいカ、ら、（2－3－7）

式は次のようにあらわ仁ヒバできる、

♂一一巖α一ξ〕堵（多戸

カー∫島∬嵩叫（ξ戸蕊ξ膨

／

l　i・2－・・P・（9）｝

一一一・一…・・ @（a－3－8」
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と一くに、∫＝0の場合ぱ

　　　♂＿κ。（9）s／’

　　　　　　　プπ　　〈z一享）
　　　　t・＝　　　　　　5疏’ん（s／Y3

のように：なる。

ζらっと老F簡単な場合・とレZ、ノるo（ξ）＝〃

一……一一一… i2－3一ア）

に，おいて各・地恵で水深が〃色あゐ」揚合・Z汚えると

カ、らわカ、るように

　　　　　　，e2．＝　lt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一一　一一一…〈2－3－／o）

であつて、告地点で、水聚は時周に対レて直線的に増加レ、∠＝えノ

のところでは、

、つまリ1の南始時刻

　　　、（a－3－8）式

　　　　　ノー・巖…1・　　一・………（・一・一・の

の蘭係を満足する水深になれは、以後は定常状態になる。：の猪
菓は、※メく岩垣構土・末石助教授カミ得た二研究ヌ戎果5♪カ、らb認めら

れることである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次に、んo（ξ）が0でなくZb、例え．は、frによつて定鳶状態に

なっていゐと2Sl二、新レく工z　ヵミr司姶された場令・に？）、i膓2iラ均去

すゐ’ことカごできる。丁なわち

　　「／s　　工，ル
ん（9）＝

であるカ、ら、二れを（2－3－8）式に代入すると、

　　　　乙巖疋一学（E－・・ti／」…一一一（・－3－4）

のようになゐ。∫2　ぶ0の場合は、（2－3－一　9）式ヒ代入し之、

　　　　　　　　　　　　　　　－34一



・一 A巖≠＠一ダ蕊） 一一一’一”一” i。2－3－！3）

が得ら）れZ9。（6～－3－！a〕、（a－3－／3）式のtはエユの南姶1埼刻ヵ、ら

後の時向である。

　以上のように、1　＝＝0における状態が特別な場合ぱ、ξを消去

し之1～Z～吃の劇係を一つの式ヒま乙めるCとができる∧、そ

のぽオ＼の場Auには、ξを一つのノさラ〆一ターLして数値計算を行

なわなけ札はならない。

　斜面の形ボ長労形でなく、弓つと複雑な形をしている場合でカ

o 2
－一●t　CbD

図一」～・4　　長万形斜面にh’1プる単位巾流璽の計算例
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流下方匂が一様であれば、流下距離の異なる細長い長方形斜面が／

合成された1のと考えれbはよく、例えは後に述へこる三角形平面の

煽A■のように、長方形の場合の計算結果を用いて箇単に流量を求

めることができる。

　図一。～，4は・」「！ニ／”t％rによつて定常状態にたっているヒ

き仁12＝＝〃加％ヶが商姶され、それが／時向継続レた後に工3に

変化した場合の時向と単仕巾流量との蔚係を、上流端からの距離

足り種々の値について（£－3－8⊃、（c2・－3－9）、伝一3・一一・／a）、（R　－3　－／3）

の各式から莱めた緒果の一部を禾レた1のである．ころ計算を行

なうため｛こII、　ヱzの碕…1々含時亥llを時向4）、肩セ）9とす才し1ま、乙ニク才づ・よ

＾」」三一一．1コ筒齢濡…　　　　　t　　　　　　●lo　・，θ・3σ

　h
i蘭ハ

O0日

n．Ol
㎜ 　　口P

≧こ一一彗汁「一一一
一，” ﾟ浬旦一L＿一一

Oo
500＿ゆ寓伽）　　　000

図一2・4’，ε＝〃および’Z＝／〃における唇方形斜面上の水面形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノaPt’1＝／h　rにおけるZとffとの肉係ボ必辱であリ、図一6～、4はこ

の肉係を禾レた1，のである。

622　円錐型斜面の場合

　これはPt　－a．5に禾すように、円錐の外側面左流下する場合に

相当レ、b（Z）は、

b（z）＝nCou｛タ・／、　　（2尼；　一）

とな．そ）1）ら、　（c2－3－7）式ぱ、
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図一2・5　円錐型斜面の模型図

・一一… @’（2－3－／4）

のよラになる。ヒくに、工，によって定常1状’態に宏っているとき、

急にkに変化した場合を考え、五の閥佑時刻を時周の凍点にとれ
　

lK、　（2－3－／q）…∂ミ｛ま次のよう1二なる。

s一警∂｛エz2－（L一砺z｝

　　　　　　　　　　ズ

t－÷（嵩籏五☆司㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一”・一一・一一一（、2－3－　／5）

　また、1ボ急に0となった場含｛よ、工猷0となった時刻を時向

の原点にとゐと、

　）　κ　　一　3　一　2　くー

う

　　多

　㌘
　（　）

θ幻

芸＋
（戸

卿嵩
9グ（

＝・ア
9グ　ニ　　5



A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔
@　　　　　　　　　　8　　1帆4甘§ミらε1》

　　lo㎜！｝甘

w■2000m

1ξ．

撃縁V

X81200

X．　・

0　　　　　　0
一一◆t伽，

図一2◆∠　円錐型斜面における単イ立巾流憂の針算例

のようにあらわす二乙ができる．図一2、6は（，2－3－／幻、（2－3つ’6ノ

式によって計算した場令の例左示したrウのである。

　32　椀型斜面の場合

　これは（a）の場Oの逆の形をレていると考えればよく、図一a、7

ヵ、らわカ、ゐよう仁、

　　　　1）（ズ）＝＝〃2（zuo・（乙一z）

　　　　　　　　　　ンであるカ、ら、（2－3一フ）式は

　　　　　　Intωθθ
　　　膓＝－2

　　　t－÷（☆芦一・戸　　／∫禦θ

　　　　　　｛・乙（・一　｝）　一（zL　iう｝＋辞〕

　　　　　　　　　　∫（L－8グ〔

×｛・L（5一ヲ）一（5写）｝＋7・（ξ）〕㌔

」

一”…一一一 i2－3－／ク）
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のよう1こなリ、ネ目当禎蔓薙な三式である？｜

ら、前の降雨によつZ定常状態になっ

Z、②巳の値弩・②に与えzix
単にはならない。1が急に0と庁った

場合は．－Z’が〃となった時刻を二時周の

原点にとれは、

図一2・7　椀i型斜面の

一’・一・一…一 i2－3　一　18⊃

一一btChr）

図一。2・8屍型斜面におLげる単位巾流量の計算4劉

のようにあらわされる。図一2、8はこの場合の計算例を禾したも

ので・ある。

　の　三角形斜面の場合・

　二れは図一戻9に禾すように、斜面上におげる南水の涜下方向

が同一で、斜面の形次三角形をレている場合である．下流端の一

）fn端力W下繍にPUwつZはt＼つた距離弩とし・㌘位ロにm

　　　　　　　　　　　－3s一



下して莱る嗣水の最大、流下距離が〃・

θであらわされるψのとする。さら

に、この場合・の特・性∠して、流下方

向以外の汚向にフK仕差が生じてるそ

の方向にぱ流れないろのと考える。

このような場合t二1富、毛…方形斜面IC

対すゐ計算結果をそのまま利用する

二とができる。すなわち、下流端に

図r2・9　三角形斜面の
　　　　槙型図

浩うe・q上写の仕置に対するt～タ曲ec・llt、（at－S－2）式に6

けろZの値として〃ツを剛・椥ま求める二猷できるわげであっ

Z・ex形の場合の縛繰を利用して・Sの位1にお1ナる糎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変イヒi　を　穫‖単　tてニー〔（・y）　る　こ二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とボできる。図一2・〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、〃＝4の場合を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ＝5〃0〃ぽで計箪レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左緒累の一部を禾した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もろ呑ある。長方形・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円錐型および椀型の斜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面にお’いzは、一般に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下流端ヒ沼ラ流璽変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はないのであるが、こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こで取り上げた三角形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斜面のように、下流端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔各位置に流達する爾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の最大流下距1雛が実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なゐときは、下流端に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氾う流董変化ぱ力なリ

図コ・／〃　三角形斜面の下流端に瑠う

　　　　蛍位市流量の計算例

一40一
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　（3）　山腹斜面の形の違いによる涜出変化

　以上に禾した計算例は、山腹糾面の代表的な形と鬼われろむの

を取り上1ナて算定したψのである武、角然状態にある山腹斜面の

K半ぱ上の1ゴ獅磁当ず斑の躍われるの一6・　、これらの形につ

いて斜面の粗度・i頃’料角・面積および隣雨条件を同一Lした場合

の計算緒賭比較検討す棚ま、斜面の形のMい仁よem出変化の

一． ﾊ的傾向ボ把握できる㍊のと考えられる。

　ます、下流端巾の等しい場合を考える乙、面績本同一であるハ

ら随型斜面（以後（C’）であらわす）の流下距離ボカっとz，短くな

り　　、　　こ二　れカ・ご　フく　｛き　な　景多響　を〔　与　元こ．ゐ　た　め　　1二　流出　t；〔　き季Z　〈　　、　　変イ｛ち　・b　　急　激で

あゐ。次に長方形糾面（4ノ、円錐型斜面（b）のll頃で逐次流出が緩

漫となる。単立巾，充量の下流端に瑠う場所的変イピカぐあるのは三角1杉斜面ω

の場合だけであって下流端の任意の位竃におげる鍾位巾流書の時田的変化ぱ

rゐの場合と間様であるから（a）に小くのて考えれ1まよいかご単位巾〉充登乞下流端

に氾つzrk　Anレた流量の時向的変化（ま（b）の場合とほとんど一致する．

　次に最大流下距離の等レい場合・を考之てろ』ると、面積於同一で

ある21ら・圭↓面の形によって下流〕喘の巾ボ違うことになる。した

参つて、この場合に下h，端における単位巾流量を比薪のナ像とレ

て斜面の形の影響を検討する：9は禾薗当であるカ1ら、単位巾流

量を下流端に；aっZ積糸した流量の時南的妥化を比駁ろ対象とし

た。図一。乙〃（刀ノぱこ⑳ような場合・の計算例を禾した砂のである

か、この中で最大流下距離の辱レい弓のは（広〕、（bノ、（C）および

（φりである。これ．らを比較してみるど．下流端の巾を等レくレた

場合とは逆に、（d〕、〈b）ク、らの涜出bミ早く、（‘Z　¢？、（Cノの1慎で流

tti　3〈’おくれてくる。

　上に述べた二つの場含左総■レてみると、斜面の重i（Sから下流

端までの距離のKノトが流出変化に決定的な影碧を与え、余↓面巾の

要化状態ぱ流比1変化∧比鞍的急激となる日寺期を左右するようであ

ゐ．例えは、図一2．〃（A）において、（b戊および＠）と（〈Z．。2とぱ重

心力、ら下流端までの距離（よぽぼ同じであリ、流出変化砂総体角に

　　　　　　　　　　　　一4i一
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は同様とみて差し支えないが、糾面巾の影響によって、初期にお

いては（bノおよひ（d）カ、らの流出カミわすかに卑く、急教であつて、

ある程度時向カミ経過すると：の傾向は蓮になる．図一・2〃（B）ぱ、

降萌継続時1司ボ変化レた場台・でψ、また1峰爾｛終了後においてψ、

大体以上の傾向力くラηXがえろ二乙を禾レたyのである。

　（4）　山腹繕面形の取リ扱い方についZ

　以上の結東から↓つハゐように、イ固々の斜面からの流出状態をく

わレ〈知二b必碧のある場合にば、その斜面形態に忠実な流出計鋒

乞行なわなければならない。計箆例でば、計算に便利な基本的な

形を取リ上けたのであるo；、任意の形を肩ずる場合でむ同じ尊領
で教イ産i2†算きζ行え1よよN、　tJ一方、カ、なリフペrきな範囲におよ，ζ〈斜面

力、らの流出を1司題とするような場合、例えば」薗路に隣梼レている

一連の山腹斜面力、らの流出を蜜定して側着の規槙をi×定すbよう

な場台・には、個々の斜面について上記のような計算を行なう二と

は非常に繁雑であリ、また流出流量を下流端にi活って積▲レた流

量の時向的変化がわかれは十介その目的£果すニヒ広できると思

われゐので、このような場合に1“　Zつと箇単な計算法を採用する

二とが望まレい。ここで考えられゐ方宏ぱ、任意形糾面を計算の

箇単な長芳形斜面に置換するニヒである。乏二蓬長15形に置ぎ撰1

え＿　られそ）と二　すれは　、　　と　の　よ　う　　な　長ウラ　il多カミ合理的力、っ　旨司単　で　ある　1ク、

という「司題について考え．’てみる。

　一例としマ円錐型斜面にJ，の供給次絶いて、定悌状態になって

いhときに、新しく工zの移ξ給〃ミ嗣始された場合・を採用してみ」よう．

今円錐型Pt面の頂勲・ら下流端ま　Z・の距離9て？，長方形の＆さを

どLとし、両斜面からの流量が等しくなる時向左計算レ乙それでれ

f．2，tLであらわす二とにすると、両看の差ぱ

左　イ（☆罪（士一り汀％

一43　一



唯）㌔一（・5／Y’／　dS
一（2－3－／9ノ）

であらわされろ。たたし、両斜面の面積・粗度係豹（および勾配力く

等しい場合一であろ．

　（ti～－3－／9ノ三きこ4）イ直カミo　となるの1よ芽寺定ろ時直］と流長・）場台×t二限

定されゐボ、仮”にこれが常に〃となるような∠しバあるとすれ　iSi、

その．2t．によつZあらわされる長方形が求めようと丁る毛ξ方形であ

っZ、この長方形斜面ヵ、らの流出と円錐型斜面力、らの流出が全く

后〕一であゐということになゐ。しかし1な1ミら、二4）ような長方彪

はとうてい望礼、二Lはできないので、できるだけそれに丘〔いちの

皇未めゐ二とになろ，図一2／2　はZe＝。2．0？0　mの場合の々1であ

るが、12が闇始されて後短．い時向だ1ナを対象とすれ1ま、ゑ＝t〃oo

～／2〃Omの長踊多が理想的なようであるe〈、ク、なり辰時固り現象

を対象ヒするときにば、た乙之秩給カミエ20、ら131：変化したとレ2

も、工2による影響バほとんビなくなるiliでの時向を対象とレて置

き換にすべき長方形を定めなけれはならない。レかレ、この時固

ぱ非常に多くの辱素によって左石：さオしるので、容易に算定する＝

Lはできない．そ二で、こ：で取リ上けた場合についZ多くの計

算緒東〃、ら推定してみ1・9．Kasa時向程虐臼・ろいうな憂化∂ミ

終了に近づくから、この時向を対象とダベき時固と考之Z検討し

てろトることにした．ころようにレZ図一2、俣り吉場台・五通じて

置き換えして「うよいと思われる長方形を求め（ffうと、Z乙二／．　300

’～／40〃ルの場合ボ適当／ecようZ．ある。これは、重心の位置が

等レい長方形仁置き換之杓は、K差なく流出計算恒そなう二とボで

きろこL£禾すのであって、このことは図一2、／／（Aノに禾レた者場

合にもいえる二とひある．例えば、図一2ン／ωにおし、て、（b）と（（）

とばカ、なリ異なった流出変化をするのであるが、二れら・を横にっ

なき念わせた合成斜面ヵ）らの流出la、この合成斜面と面積および

重1じがら下流端までの距離が等しい長方形斜面（ma　一ヨ／ノ（4）では

　　　　　　　　　　　　　　　一44一
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（㊨と（κりの輌のfaA9二つだけ横につkぎあわぜ抽の）V、

らの紬ヒほとんど変わらない．：のよう1・よほ麟勲形齪

していないかきリ・それをれ面積の重’じから下涜端までの距離が

9しい鯖形斜面に竃き蝋ると、山腹斜面t、らの流鵠力、なリ

合理的に計算することが可能である。

この礁は、非常に複雑な地物▲理的な処理万紗一つLレ

て・後速3「るように、三の方面の研究にば非常1こ肩益な¢のであ

る。
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労4節　流路におけそ）流尚とセの取リ扱い万法

　（／）　基礎方程式

　再∋フKの湯｝出現▲象を取リキ及ラ場ξ≧・1二は、斜面8流路！二お1ナる現

象を総合して解ネ斤することカぐできれはヲ杉常に好看口合であろψぐ、

斜面と流路においては、爾7Kの流下にと砂なつ之生じろ抵坑が

カ、なリ異なゐので、両着における現象を総合的に取リ扱ラこと

は厳究には困難であろ。この向題の処理方法につい之1ま、牛5一

節にくわレく述べゐ：とにレZ、ここでは一応、ある流入水あ

つた瘍合の下流端仁おけゐ流量を算出する方法Z、とくに山R！ij

ミ多15∠つし〆型断面を三肩する流路1二つし、て検討ヲーる。　N／型断面を取リ

上げた理由は、一般的性格を把握する場合に取リ扱いが筒単仁

なゐ力、らでiあるv

討・綱への斯量as・品にお鴨流防縮グ勧
らわレ、流路の幻配と粗度（1［乎均をとつたbのLレて一様であ

ゐど，考え1〕、また、摩擦による抵抗が相当大きいと考えられろ

ので，山腹斜面の場合と同様に慣性項を省略し、解析乞容易に

すうためにMtmali7砿競継翻でき翻のぽる・前
に述べたように、流路の断面はV型断面とすゐ。

魂に斜面ガ、あの流入Wl描剛∠踊れ嫡獅（砂
であゐカご・このままでは解祈が非鴬に困難になるので、乙　グ

47うちいすれか一つの南教として取リ扱うことにする。そ三で、

流入量の場所的亥化の効累に童歳をおく竜味で、一先づ流入書

醜鯛斐化欲くIS一ア（S）　（’あらわされる場純鰍レ
ニのような現象力ミ時直】的には階毅状1二妄化∴するものとレZ、流

入量の場所的時向的要化の影響力ご計算値に尊＼されるようにす

ゐ。

　t！て・8＝タ（幻てあらわされる場Aaの流路におけるvaop　Z

程式および運動方程式IGt、前に述べた近似を考慮すると、

一47一



　　oh5aん，
　　∂乙

＋÷∂多（α・・靭一タ（y）

51m・　Os一
rz42＝g」／～一〃

を採用して差レ支えないと考えられる．：こにhsは流塔におけ

る水聚、〃5は流路における乎均流速、5“r2rz，　0“、ノZ　5は流路におけ

姻配粗度係数であつて．a－b。／h。（b．：水面巾〕である．

　上の両式力、ら基礎万程式として

鋤誇＋毒｛乏辱 reYZ　k，Y3　i　＝＝z（ρ

ヵミ与え．られる・ただレ、｝（＝4／4／7石石5アである．これば山腹

斜面の場合ど同様にして

t＝てプ＝7においてん・k・（て・の

の素イ牛をいれうと、

a　・・　f4　z（s）ds＋酬パ
・（2－4－／）

・一一 ｭ。2－4－62）

のような解槻らnる・ただし・ρ～励董であつ（・a・（7）ぱん・

（て，ぞ）に対施すろ流量である．〃は勾酩、粗度およひ断面形によつZヌ

定これる定教であって

　　　　　〃弓糾κ少濤r
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のようにあらわされる．（R－q－12式および（2－4－，2）式の両式

φ、ら・〈　・・ll　－3－一　7　t）式の場合囮痢二、7を一つの・▽メーター

とレて61．と乙を尋ミのる：とがでatろ。

　（2－4－／）式ちよひ（2－4－2）式ば流入豊カミ時向的に変化しな

い期向を対象どレて求めた汐のであるカミ、前に述べたように、流

入量が△t時1司々隔で階段状に妻化レ、△0時向で区切つた后時

刻の流量を家めることにすゐと、下流端グL　において時刻D＝Z

＋2ZAtにV一じる縫録ひ脇ψ・はつぎのようにza’　60

・一（7Lノー
P蕊：　膓：1；li；；＋

・（ヌー4－3）

：砿のπケのクはつぎのn・の条イ物、らこれ獄定する・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

（62－4－4〆ノ

　　　　　　　　　　1
一・一 ie2－4一鑑）
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一＋

i7．：㌶＋a・　（　z，，．　）i　gas

（2－4一く∠va！）

　ごこに・タ・Vタはb－＝て＋（π一／）△τVlら

t＝て＋rz△t　までの流入量の場所的妄巫を禾し、二の周時周的

には’霞励と杜た馳碗のであゐ・佑α．∂・・t．dl・X
D＝て＋7Z・△乙（t＝て＋（η一乙）・At　ク、ら∠・△乙日寿1吉｜だ1ナ後の時亥ID

にヂにfa　1る特性曲線の上透・1一て＋（π一・）A1・t・・hxけ％の
イ直　≦L　1巨）　ら　オク　：ず’。

　（記ノ　計算例

　（6～－4－3）aj‘　1：毛Lついて下流端流璽i三算出する場合・Lは、

あゐ時刻の流量を一つたけ禾めるのに、それに対応レたAO時周

ごとの告7を細るぱがある・これら（t・，前に禾した衆舷・・

ら勅ゐわ’ナanるバ為性曲蜘踊する鑓・例えは㌘・・Y
硫して確の時向たけ後にちようとグ・｝・勧ろよラに・ぞ，　．

を葵えながら試算を繰リ返さkければならな口、そこで、実際に

AZおよひチ24えて教値計算を行なうヒきぱ眺なリ爾向に
わたる下流端琉量の時向的要化をボめる：とが多いので、つiぎに

禾すような万法で計曹するカボ便利である。すなわち、上流」喘tl

ら下流端まで一定向隔で区切リ・その区切リ点を7・，，・7・，ブ…一…

ちと才九髄・鯛ろ初めτニ・における各鮪経ρ・（Z．。）

　　　　　　　　　　　　　　　－50一



は与えられ勧’ら・P＝°P’ら1＝△“までの流入タ、④ポ棚

紅・％、、多．ビー・∴ちにM「cレたt－Atにおけ留のiE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sv
％だ％、…”∴7・，・一・ぢよびそれり各点の流書はつきの式力、

らボめられる．

a・・t（狙一

m㌫＋a・（7・・　d　）・

AC－〃
�b＋…（・！・・2 一i

・ds

ただ必∠＝／’2ド“’zz　（“あ・z・7．。　＝＝　1．に舗・

　二九らの式を計算すゐ二とによって、τ＝4Zl二おける流書分

ズib　・2・t（7，、、．、）猛めゐ二と択でざ二桔クラフヒne〈二Lに

よつてτ＝△むにおける任意の位置の流量次求められノる．：れれ

ら同檬な手順によつて乙＝2・△t、・・…・…t＝72・43におげる涜

量分柘を逐オ……だ」クていくと、そりっビ下涜端における△V時向ご

との流蟹二が・一つづつ計篇iできる二乙にな．る。

20

n・05磯●c
et30．

一一一
揩凵im，

鋤∞

図一2・／3槙型糾面fi、らの流入量か布
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OP　－2・ノ5　下流端流書の碕同的変化

　図一2・ノ3、図一2・／4、図一2・／5ばこのような計篇緒果の一

一例を禾レた診ので・ある。斜面ぱ図一2・／3の中に禾したように三
師多斜面であつて、∫in、o．・＝、o．、5、万＝θ5万”㌔eC．　Lした場

合を㌃分ゴとに計算レて、蔭辺に浩う流路への流入書を葬出レた。

　　　　　　　　　　　　　　　－52一



こつ流へ董の之0▲ご“との場所的吏化を禾したのが図一’．2’／3Zある。

図一。Lヲ41K、図一2・／3に禾レたような流入〃ぐあつた場合に流髭1に

おけるR．．　0分ことの流量分拓状態を禾した妙のである。図⊇・／5ぱ

二れらの計算1によって来められた下流端流書の時固的突化である。

なぢ、流路はレ型断面どし、a＝3、S、〉，Lθ5＝0．／．万s＝〃o友4

、∫ecの場台を対象とレて計算したζ’のであつて、流路総延長は

2つフ〃％、景大斜面奥行は8〃n、舟面面積は／t（　lm＆　Zである。

　ここに禾した計算例では、模型斜面力、らの流入量や流路内でり流

髪要化につい之非常に詳絶な計算を行なったのであるポ、実陳の

流域’を対象としたときに、その申の告微・ト流域について上記の計

算を行なう二とは、計算が繁雑であるという点2…実用的ではない。

したがって、次節以後にその方法を禾すように、工学的精度を満

足する範囲内で、でiきそ）だけ計箪iを愉略にレな～ナればならない．

とくに流路一への流入登り時向的場所的斐化の取リ扱い方によつて、

：の計算量ボ左右されるといつても週乞ではない。レかし、対象

とする流籔力ご大きく方ると、分割区域数を少なくするために、流

路を含む加なリ大きな区域力、らの》充出流量を本川またぱi《川への

流入董とレなければならない。ニラレた憲味から、：こで禾レた

程度の流域からの流出を流路への流入量tして計篇すゐ二どが多

いので、上に禾した計算例びこのような場俗の’般的傾伺を禾す

bのヒ考えらγしるvレO＼レなカミら、1埠南の時口］的斐化ぱ非悌に複

雑で、任意性に富んだ要化をするので、現象全・般にわたつてその

傾向ボ把握できゐわけでぱたい。二・三の計算結粟胡らわかる二

とは・流出に対すろ斜面での遅辮効勲ド流路ろeれにくらべて蕎

しく大きく、したがって、区域ハらの流出流董の愛化状態ボ斜面

において×定的な支配をうけうということである。＝のことぱ、

区ばヵ、ら流路への流八量を、区顧会体次斜面であゐLして磨出し

てむ差支えないことを禾すψのであつて、次飾においてぱ、この

性格を利用して計算法の箇易化を試みることにする．

●
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’次5節　山閻地流域からの流出とその取り扱い万法

　㌘3節で述べたようヒ、対象とする区域内にぱっ（リとした漉

路の形扱択みと．められないような場合・ほ．その区域全体丘’つつ

長‘｝5形斜面Lみなして流出を計算レてわ差し衆えないL考えられ

ゐが・一般河川流域を取リ扱ラ場・合トのようヒ、流路を含む区威を

対象とするLきは、斜面Eよび流路にお1ナる粗度イ系教・勾配など、

流出に劇与する吾素ボそれ養れ異女った値を禾すの然普通で吻る

から、厳窟にぱ斜面および流路における現象を別マに解栢レ、そ

邪しらを結乙じ’つけるという方、去を採用し呑けれ1まfJら右い。しかし

ながら、二の計算づ5老は非弟に繁稚であリ、実燦り流域を対象と

してこの）5渚を実用化する二どはほとんと禾可能である．そ二で、

斜面またば流路のいすれカ、一方に重点をおいて着程式を組み立て、

他の効累を二れに導入すうという万速を採用づ一るのグ妥当な」う

であそ㌦：の場台、とちらに重点をおてヵ1ば、流出に与えろ影響

の大’トや目的によって異なるわけてある。例え‘ま、南水流出の一

般的性稻を検討する場台は、前節にも述べたようにその性梧吠山

腹斜面においZほと．んど決定されるカ、ら三山膿斜面ハらの流出に

ついて検討すれば＋分勧ゐ。しカル、後に速べbよう1二、二：

で向題LしZいゐの刀ミいろいろな流域れらの流出の1壷いであリ、

そつ1薩いを比較的磨易に」刻定否竺る告流域の諸量によつてあらわ

づ一二とが、二の論文のオ／目的である0、ら、流～垣R’によって尺差の

ない山腹斜面力、らの流出に重＄をおくよリt’、＝：では流路にあ’

ける流出を主体とレZ方察を進めるのが薯当であると考えられる。

二のような方え方に従つて、オ4節に禾レた結粟に山腹斜面の効

果左尊入すゐわけであるが、前に丞べたように、繁雑危万法は避

け、工学的精度を満たf範囲内で、できるだけ筒易kti法を採用

すゐ二とにレた。

　（／）　流路へ、の流入董

　流路のある区向に涜入レてくる溌畳を計算する場合・、乏の象水
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E81域ボ斜面だけの場台は、長方形斜勧二置きか之Zも差レタえな

いことは、ク3節で述べたとおりである。しがしな〃ぐら、一般用

μ疏域を対象とすゐときに、流路を含故い山腹斜面だけの部分

を基礎単位として流域企体を区分する＝とIGt、その教次簗類荻

にむよぷので実際上計算は不可能に近〈、また計算〃ミ可能であつ

ZV、がならずレZ；，計算精度ボ高いとは“えない．そこで、ある

程度の流路を含め禅仕の区域面積歓きくし、そり数を少kく

ずる方法を方えなければならない。こφ方法を採用する乙きに司

題と太ゐのは、その区蜘、ら流路への流入壁籔のようにレて騨

定すろハと．いうニヒで］％リ、以下ごり1司題について少レ方察レて

みろことにする。

　前に述ぺたように、嗣ノk流出の性桔ぱ山腹斜面においてほ乙ん

ど茨皮的となるボ・：り傾向）cr　N象とすろE　qs　fiご．トさいiまど顕蕎

で’あゐ．したカぐつて、ノ1・さい流路五含む区域力、らの流出1）、性格

的に1抽癖璃力、らの流出と1弐とんどかわらない1のと」b・　一（差し

支えないし旭、斜面形猿方形に覆き換え麺鋤許さ杉る
カ、ら、斜面が鰐状の長方形斜面の集まりであると考えて、そ：か

らの流出状SZを検討すれば、名区域ク、ら流路へのA，へ董の丘りtu

い方にある基孝ボ与えられるであろう．二のよう1二考之ると、長

方形斜面の下流端における流出流書を対象とレて考察左進め＊Lば

よいわけであるが、二の場含、〉クーに后］題となるのは斜面の奥行

6’　hる・実際に山蜘二おける斜面を調査レzeると、流路の形坂

がみとめられない斜面の最大流下距離は、大体／00～200　ma程

度りLのカ・多く、ノトさい流路を含む区域を取リ上ゲて多朕物前

後の1のボ多い。こりような区壕からの流出は、数値計算結栗か

らメく体、の値を推定プーると、斜面にEいては4〃～5－〃痴、流路にあ’

いてば／0～30分・向一定り供給〃ミ継続する∠崖常状態に崖する。

実際には供給がλく規則に変動すゐので、一義的にカξ定する二とば

できないが・上に指適した程度0区城〃、らは大体／時固前後で表

面流出かご定常状’態になると考えZ多差レ支えないであろう。（図
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　一一．Z’4　参照）。流路に対しては二れO〈流入量となるわけであるが、

このよラな流入董は、穿4節に禾した流路にお㌧ける計鼻では、あ

ゐ一定時ma・Abの向一定としなけれぽならない。そこ○指節

に禾した＆方形斜面にIES‘1ナゐ流出計算式に¢とついτA3時向

内の流出流書の平灼値をボめる此辱ボある。この場合、計算左筒

略に」ろ酬経、区壕全体fr　＆1形M面と8之たLして宏定め

られた4Z時向内の流入董の平均値を一っ一つ計算レて求める：

∠は・非定常の場合號えら才しるのZヲ嶋に轍杜あリ、実河・1

を対象とする流出計算ではほ乙んど禾可能焦方法であろ。

　そこで・　こ〆）種の多ヤ隻草i二お1うゐ流ノ＼量の餐間≧碧なご鄭《リ扱い　えジを定

める竜味廷つぎに速べろよう鰭肪で流糧の靴方溺検
討してみゐ。すなわち、流入壷は山腹斜面でろ現象にょって支配

されゐ加ら、流八量算出の時周単位△tヱと流路にかけk計算の時

向単位△τとをaztず別個助り乙レて考察し、砿綱につ

いて流入書の平均値を4《めた上で、流入量のAZ時間の平均値を

算｛蛸す6こと1こす／そ）．　：こで、△乙ヱ時周とニレZどのような時盾｜を

Lbb、とUラニとボ向題となるが、計算．．上の便宣からばっきりよ

うなAblを採用すると好都、合である。すなDち、ある］降南1〃ご

△乙工時直1継続レ、1カミ1胡姶レてからちようどムt∬暗1剤後ヒヱによ

って生じた区域力、らの流出が定悌状態に達する。一連障爾にっい

てこのような庚1係1ごある△左と1とを未める｝二IK、　Abzを増萩し

Ztり向の平均障駆鍍上を調整いeOPJによつZ生じる区域
〃、らの流鋤ミ定常になゐまでの時1司水△b．となるようにすれぽ

よいわげで吻ゐク、ら、どのような降爾分布の揚台でψ、上％よラ

な劇係ヒある△あとLヒが存在するはずである。そ二乙、まずこ

のような△ちと工tによつて流入蓬の曹出方式を検討レてみる＝

とにす1）。

　いま、Lといラ降爾♪ミムた，時周侠給されノた後に対象とする1降簡

12　水嗣姶されノ、＝れ穴△乙Z2　日…5間継｛！絶する向の長方形斜面汐、ら

の平送］流辻4流｝履髪三r，sめZみよう．て：のよラブk場4＞1こ二ぱ、　（62－3＿8）
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室’ボ

ア　・＝　f，（9）＝五（毛一多）＋巧’

　　　　　　　　（L

t－f2（鋼ｩσ一9川ポ¢5

のようにあらわれ．るカ、ら、流出流蟹ボムbl．時間で定常になるとし

て、その周の乎均値をボめるLっぎのようになろ。

z司㌫一挺（ξ）・誓L・≠そ

　L
｝

ゴ了

）
111・

（

8十
ユ8で

L
　＝

（。2一丁一／）

ニ／K疋．．

た　・K一 B＋丁（剖

　Klkl，とf2との組み一合わぜによつて足まる皮荻Z’あつて、ZL

は区域を辰芳形に焚換レたtきの填」行をあらわず。：二で、流路

の上端から測つた距離を婬あらPレ・流路に老っZ7のas
に鱈姪の流域面積をA　（1）であら⇔すと上蝋・

テーκ・潟（7） （2－・一　5’　－a　）

であらわされゐ．こりような型式で流路へり流入Sをあらわずご

Lにすゐと、ゲーに、単独障南の場Awに限つて降南と流路への涜

入量との向に量的釣合が威立レないという難点択生じるボ、蓑水

を招くような一連降南を対象とすそ）とき1よ蚤4勺釣合＼が’ば立するの
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で、1応：の周題は考慮外におく：とにすゐ。芽二に、Zl，とlzと

いう二っの降南を対象Lレて流路への流入董を算出す，るLきヒぱ、

：れら二っの降南p、らKのイ直を（2－s－／）式にbとついてシく定ず

ゐ才つノナであゐカ〈’、1，お’よひJz’ざそ邪しそ：・れA～bl，　Eよび△乙12時1司の平

内降爾径度であつて、二れらによっ之求められた流跨への流入髪

は△b∫．　時向の平均値になつている。ところが、計算に挺竈な∂

のば△万時向の平均流入量であるカ、ら、△友zと△Zの劇係、お

よひそれらに対応レた平均流入量のオ圏庚1をどうする0、が向彪iと看

ゐ．し〃・レfec・“eら、流路における計算の碕直蝉位△か弍応用面ハ

ら／時1剤仁二沢定3「ゐ二と・クミ多し、ため1二、　前1二1丞ヘミ／三diラi二」〔の時

瑚単位12K二れ乙は別に△乙ヱとレてち察9進め、そろ△友次定めら

れた後に、それに1とづし、z算出された流入書〃、ら右△t時周の

9均涜入蔓をボめゐことにする．そのためにiEk△τ、1・Atの整教

倍）ヒニすうと好ノ笥～合である）。

　さて、（2－∫一／）式は、ヱと疋しとの●組み合わせに対応レた△ll

乞嗣いうという条件の彰どで戒立するわけてあるから、工の受化に応じ1、ま

た香区域の疋しに応じて、ム有を蒙化さぜ㌢げればならない。しかレながら、降南彊度

に応じて△tエを変化さ也ゐと、二こて取上けた流｛路への流入璽の計ji浄だ’ナで

・も椙当榎雅な取リ扱いを’ls蓼とするので、前期の計算縮度変保つ

ような一定の△乙rZ使用レて、計算をできろ7乞’け筒彰にダゐよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　ト

考慮レなけれぱなら／Kい。そのためにぱ、ます、流域を多くろK

域ヒ分割すると．きに、老7区坂の規模かごほとんと同一となるよラに

分割レ、え∠の差によそ〉△1ワzの変化…iヒできうたけλ＼さく3rる．つさ

に、△　tzは当然∫によってる変化するわけであるから、よく用い

られるように、その変化の模様を区壕からの流出流量のピークに二重

点ピおいて寿県レて砂ると、区敏上流端力、ら下流端まZ・の伝播晴

向、す京わち、今の場含は景大障萌蛋1蓑の発i生レた時刻をぱさん

だ△9エ　時向になる於、二の向に降つた篠角本ピーフに影響を与

えるから、老出フKごとの最大降萌張度付並Lの降爾とその時間的介

布形・に応じて△あが変化すZ〕二乙になるボ、二の△Ot　の算出1ニ
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は景大隣嗣彊度イす近の降南だ’けでなく、そ才し以・前の隣南1：ついて

計算した緒果を二俵用しなけ才しはならないので、結局、降南廟始時

力、ら複稚な計算を’繰返すことによって△tエを算出することになる。

したかごつて、降南の何らク、の・代表値を用いて、上に述べたように

△乙工の代表檀を…哀める万法は、計算乞筒易化するといラ目的に適

しない4yけであリ、他力、筒易化に重点を二おいて、例えは全1降爾

の乎均値によつて△δエ　を定め6という方法を採用づ∵る乙、出水

ことに△乙エ次変化すゐはク、リでなく、△∂エ2いわVる適当に定め

る芳法と精度の上では粟わらないことになる。さらに水叉資料の

整理上の向題　X？、その緒度と計鼻値の緒度とのバランスという煮

なとを考慮すゐヒ、詳細な針算左存なって△Vl　5茨定3「ろよリIS，、

実際の現象にbとついて適泊に△tt　2　Eめ、その△ε∫を便用する

ために生じうと恩われる誤差は、t‘〈のig）z　Agめることにレて、流

路へのΣあ入量を（6～－5－一又ノ式の形であらわす方カミ水文三掌的手速

としてはむレろ妥当であると思う。

　以上は、主とレZ表面流出に対する考察であるボ、流路への流

入量はこの衰面涜出だけで貢く、中向流出や地下フk流出に稠当す

　　　　　　　　　　　ふる毛の11考慮しなけれは意らない。こ7しら老流出寂介の性彪につ

いてぱ、前に速べたピおりであるバ、cnら老戒分を区別レ7取

り扱うとさば、こtsでば取リ扱い上、△　tiの違いによつ之含域分

を区別することにする。それぱ、（a－・S－・2）式によって区域から

流路への流入量を蜂出すること．にする乙、△乙エによっZりみ老放

介の性格を姦現レi一る：とになゐからである．二れを突際の流路

について検討してみそ）と、計算上り菌1間の単位を／時周仁するこ

とが多く、この筒の伝↓番鹿離が一般の山向地1小流・城では3～SK．，

でわつて、この流路遠向に爾水が流ぺする琶域の面積ヵミ5’v　／Okai

であゐ。この程度の大きさの区域からの涜入書を前に述べたよう
に、蓑面流出のば劣＼と　47　e司流　diの成分・とに》けて計壷してみるL、

中洪水以下の出水の場合ぱ衰面流出の計鼻値ボノくさくなる傾向に

あって好ましくないようZ・－．る。例え1よ、5「0～／00　Kndの流域内に
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おけゐ各区敬からの流出を対象t7ゐLきは、損失以外の各威》

を命離レないでこれらを’括して取リ扱い、△9；　X5’～6時向に

どうと適台性が非悌によくなるようである．：のように、流出成

分の向題は、侠用する計算法、と1劇連刀ご吻るのZあっ之、流入壁

を（λ一5－／）fiN　Z“あらわす場台・ぱ、中小河｜llの中程度」メ下の出水

に対してぱ流出放介の介離の聞題ば、損失となる威分のみを方慮

すれはよい∠、、う二Lになゐ．し杁し、流殿および出κつ規模次

犬きくなゐと、当察萩面流出L中間流出とに介離レて取リ扱う二

L次1¢章になるわのと瑠われゐ。このような鰭聚は、（2－－5－／）

式を用いて流路へろ流入竈を算出レた場合り¢のであるび、二ろ

方面の詳細な漸究にとつZ一つの貴「重な賓料になるψうと恩う。

（。り　流出計算式

　山向地1流域’からの流出を対象とするときは、前に述べたように、

㌘4節に禾した流路における計算式をそのまま」利用し、（。2－5－e2　）

i式に禾レた流入董を採閤することによって、1降爾と下」充端流量と

の複雑な劇係をfi、なり簡｜略な式でゑ現すろ：とtK“　2Eきる。これZ、

特牲曲線がグ軸上から出＃｝する場6と・τ軸から出塔する場・合9

の二つにわけて、前と同様な詑考丘使ってあらわすとつきのよう

になる．

　すなわち、前Sにおいてぱ、一般にb’ニ、クにβける流量分Aiボ

段ら描力’らに椎・7＝　70・ni・・6”いZR＝Q・（脇⊃勧る

Lすれは・t＝　・Z・Atにおける下流端流量α九㌶（7・）は・

Qn’△t（グLノーκ・じ～（A（Sf・）－A（グn－・、・）｝＋κ・・一，セ（7・・一・．・）－A（㍗・，ユ～｝

　　　　　＋一一一一＋《’iA（幅）－A（ちノ｝＋Q・（制一一’一一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…一（スー5－」う

否あらiつされ．ゐ。こ＝1：／〈nlま、t＝一（ク2－／♪△」　ヵ、ら1・＝22・4之ナま
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初靴面翻リの流入璽である・ただレ・式中の舌7ぱつきの
老「条件式を二満足する杉ので1なけオてぱならない。

△乙一

At　・・　kl／）12：フψ（∵（7・・　n－・　）｝＋叶（7・・，，一，　）一・q（副

　　　　　　＋Q，．（膓。汀弘　　　　　・…一く・－s－4．）

　　△戸鷺呼嗣刷＋・・k，でA（偏酬∪

　　　　　　＋叫。ノ芦S　　　－一（一幻

図一2・／6 計算式説明図

　　　　一5t一



　っきに・特・性曲線次’t軸ク、ら出発する場令はプ＝0・す宜わち

上流端においてA，4と老に〃であるカ、ら、Z＝沈・△tにおける

下流・端流量は

a・…（e・）一κC4（φ）パμ・’2／＋一…橘叫砿ソレリ魂▲

＋κ帆一。A（グ尻一∠，山 ・’一・一 i。2－5－一∫）

のようにあらわ5・itb・二の場合の7tよつきの緑件右網す

ゐ必i曽がある9。

ハ⇒ぶ｛κ⊇・∫膓5，・≦ゾ≦／

　　　ρ

（a－S－6，⊃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。～一≦一一62）

…・
駐ｭ口刷＋叫（7・一・・　・？　一　・4（刷一

≠ρ
り

　．パ　「

ゐ
（

　A　ヨ　川

K十 …・
i2－∫：：－K己≠，）

　二れらの式を呉体的な数値）：ついて計算するLきぱ、前老にお

いて1よη，，n’後老においZは2？・・－t，　Lあるし’は「のうちい丁れfi’一

方靴仮定してs試算的に全衆件式を満足するように冶η丘綻し

なけれぱならない。この計算はA（S）が」の一次肉数であらわ弍れ

Jb　Lきぱ比較Ae　APt易である択、一般にば複雑な形をしている0で

ek／t牛式の禾定積分力漆められない．したカぐつて、非朝写灘な

　　　　　　　　　　　　　　　一62一



数値計賞8くリカ、えすことになるので、実際のbl（L9について上の

式を計算する：とはほとんと禾可能であろう。そ二で、以下に述

ミろように、資料と計算値の精度の均衡を保ちなバら、逐突計算

式の筒略イt’左試’み・ることにする．

　（aJ　ます、積介を区分k積法によつて計算することにすれば、

例之ぽ（よ一5－4π）式およδ（a－∫一∠乙＋D式fGr　？れ老れ

　　　　　　　　　　　　　＿z
邸与（τル・一（山予ψ・㌔艦i陽ゲ1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’－≡”一一一’’”（2－5－7♪

づりル
イ司

釈止双㎏
一ノ　’1　〆

％パム〃

　汗

　　十　’P　　十

　

！Z　　ソ　　％　パ　　μ　　づ　　川　4

　

　ノ　　カ　　Z
　　一　　多

（

　亙2　　㌍　　△

）シ
一∫一

r、
’．

　

のようにあらわされる。たたし、

6～（n…ノノムt（2z．，－1‘，）一κn－／でメ1（7”一’・’）一／4（㍗2．2）｝＋ぺn－2　i∠1（・7n＿z，2ノー／；（・7ny＿～2｝

　　　　†　・κ｛川。．、）－A（7。．，t）｝tQ・（孔。）、

Q・”1－’…（7．m－、．2＝k”，’tiA（η＿，）一ハ（・7m－2，。）｝＋叫A（品一A（礼」

　　　　†・一　一・一κ・n－t・・｛A（㌦、廿㌦一A（7。．、、り＋κw・A（1・。．i，」、

であb。あるいぱ、

・亡一批噺〔a。刷レ Knハ（9、　A％鞄〃｝

an・・t（グL）

ーオ
一

）

U－S－7ノ

一63一



・乙諏一副刷ノ」≠｛・・（1－K艦竿ル司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　（、62－5－8つ
のように叱，あらわされる．kだし、

　Q．・。t（ltL）　＝，　Q（t・・一・）・t（7。一，，，）＋K・IA（幻一A（7n－、，，ノ1，

　a．．、t（幻一ρ、M－1）4t（7．．，．、）t　k・・　iハ（ρ一ハ（7。一，．，♪｝

であゐ．ごれらのうち、ます（・2・－S－7）およひca－5－8ノ式につい

て考繋を工匡めることにする。　（6ト5－7）式および（a－∫－8〕式におい

て、　K。｛A（ρ一A（7＿胸・－i…　（7。．，．・，）四鵬1碑）一昨叫

／R（・・一／）At（7－一・．ノ）は・そ打それts　1司7n．，、！～」7i・および％．ノソ～／

1二16いて（n－一／ノムtヘノ2・△a　6よひ“仁η一／ノムC～m・△tの｛司の4乙時

向に濡入する書とt－（η一／）・τ’　s　＝　2n．、．声よびヂ伽／）41・

Y－2／．．！．、におけ硫凱耽をあらio　T・賠すれ1・’　・あろB

直1に流入すそ）△乙時向⇔量とそり区向の上涜端におワそ〕i痴量Lり

比をあらわすわけであろカ1ら、流壕の上流端」匠くで、しかも障南
　　　　　　　　　掻度力ぐ増大していろ場合・を除くと、一般に非熔に小さい値E禾す

はずである。このように君えろと、流域内流路のほとんどの位置

で1よ、この項を㊨暗して、

△τ諏佐ドレ，い、）険の。，（・／。、．、，、Vt，汀f’・・“・。・－5－9）

4ミ近嫡に砿す枇考えZ　Ztクをft　nレe2レ勉ないニピ
になゐ・こ二仁、7己，び　taV・・4Z時間だけ椥ご万1二違する特性曲

geb・’・v－〃△τにぢいて禾す卿イtSであつて・z～好面上り点

を一般的1：表£しようtレたbのである。し力、しな穴ら・上に述・

べたように、上流端にあろ区向ではこの近似計算法をそのまま薗

用すゐことぱ困髭で・ある。そ二の理由ぱ、この区向においては・区

向内流路のある位置での流董が上流端力、らその位置までの流入警

の積分・イ直にほほ筈しいと考えられるので、前にノ幽略レた項〃ご／
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1二近い（（亘9禾す：二と12なるカ、らである。そこ：二で・、二cl）工奏ts’／1こな

るψのとして上流端にある区向に対すろ殼算式をっ（ると、例え
ば（己一∫－6，ノ式ぱ

す・At≒・㌢〃・仁、．、〔κm．－u　A（仏≦」三。＄at≦／

のようになるvレたカこって、（a－∫－9ノ式左一般的に表現するど、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノムt－／Ce〃（ク。品．＿）〔・・．一、）．，（’Za．＿））’τ

となリ・：り式の係教とbいうべきノ佑　のイ直がd、　9R　カ、ら／‘0ま

での範固K・亥化すろ：とになる。ただし上流端の区固に対レては、

㌦一“W＝°とレ・0・．・一〃・t（k，、，。．ρの代リに梅岬。，・戊をtt

用する。ノ乙。の値は、／よリ小さい値を禾す範囲がほとんと上琉

端付近に限定されることや計算方法の近似の程度などを考慮丁う

と、常に／として取リ扱う方が計算の箇易化という面加ら4y匠当

で吻る．

　このようにして、流出計算…去乙レてぱ、（2－∫－9）式にそノとつ

いZつきの絃から看7を靴し、この緒菓を用し・て、下流端
流量を騨定する方法を採用する二とにする。す看わち、特性曲線

ヵぐiン軸ヵ、ら辻］発する・ときぱ・下の老r式力、ら試算的に若2Z　fli　4ミめそ）．

　　　　　　　　　　　　＿ユ・ε＝M（i・一％ノ〔o・（7。．2〕4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－i
△t－M　（7．一グ．、ノ〔K’tA（7，，，）一月（％」・o。（彦．。ノ〕

　　　　　　　　　　　　一旙
At－rv1（7，，’一’・7・．・）〔9・（7e，2」）
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・τ酬首㍗’ノ伸脚づ（7，・）」・κ1月（刎rA（7，，。十蝿、2］’≠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一t
・z＝川z㌃グ・∂〔κ川仁）－A（z抄協（7a．・）1

　　　　　　　　　　　　　プ
ムτ一M（㌦一似〔，i2・〈％．）J

tー

’（λ一5－／Os　）

　一一方、降踊闇始時に上．涜端｛Z繕レた壕＄bグ下流j喘に蓬レた瞬刻、

すなわち・t＝∂・ン＝0η、ら出麩レた特性曲線が7＝グLに産し

たピきの時刻（2．　At）」κ後の下流端流書を算出しようとするとき

は・以下に禾す3xx試算的1・き†韓と之剖旅めなけ相ねらな

い。例えは、乙＝（qtひノ・△C、（4＋ひノ〉ノにおげる下流端流董左

求めうときぱ・下の老ばを満逆ずる肴7ま算出する必専グある・

　　　　　　　　　　　　　　－i
　γ・△v－！v・7。、。〔K・ハ（佐、。）／

　　　　　　　　　　　　　　　　　一乞
△Z－M狐ボZ。小詔（侮）｝

・t　一　M（r．．，．〔レ．。一、　）〔」（㌦」－4（刷砲（司老

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ●〃佐脇寸氷一ψw＿）パ侮。斗・＋k・A（レ））’E

…一・一一・ i2－S－一〃）

これらの諸式を計算した結束、告7Zが素めらtしると、乏れをく

．Z－S－3）および（2－∫－5）式に代入して下流端流量を算定す
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すそ）二とカぐできる。

　：の計算は、対象とする流敷がある程度犬きくなる乙、そり計

算量は膨大なψのとなリ、しかも支川を数多く含む流域では非落

に繁雑となるので実用に1よ適しない。乞：で、この計算法の実用

化2X一目的とLて、さらに計算珪の簡易化を試みた緒果をつiぎに速

べ・1）：乙にする。

　（b）　（ユー∫一／oノおよひ（2－S－1／ノ式力、ら4わかるよラに、〉％b

書〃ぐ●△6時向内の伝播距離と2の向の流入量との総合緒果とし

てあらわされゐために、と・うし一（ψ試算法力ご壊竈となり、した択

つて計鱒が非常に繁雑となるわけである。例えは、（6～－5－〃）式に

6いてぱ最初の式のr擁定して剖を9出レ・二れらボ鵠
のへを満足すうまで｝〆の値を変之なカミら試算を繰廷す：とになる。

そ二で、（a　－s－IP　）お’よぴ（ユー5－〃ノ式ボ各△万時周内の伝播距

離左未める肉係式であろカ、ら、ます二れらの式の中の流讐∫二ぽW

ノ立〔似イ直」乙してでき》るだけ宿1単な言十韓法にょっ乙算出でぎるちの

を採用し・：れによっ蘇められた司を用い高麟甦計算
するという方法を採用してみる．二のようにしZ※められた．充董

はう7k近4ズ値となろわけであつて、i5しむ実測但があγむば、これ

ヒ比較することによつて計算精度を検討すろ：Lができる。

さて・二の桔を貝体的に説肝勧、（・・2－S－9）式㍗．、釣
にお’け」｛i，涜量を

K・A（fa．，，．bL←，）

ごあらわレ、△1時向内の伝播距離を、

7・C　－i／．＿一芳厄。ノ（7。．／．。，i）li

・（λ一∫一ん～）

とし趣次老7疎めZしハく二とになる・：二に・
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／
　　　　　　　　　　　　　ノ㌦、。．、＝a・a－／）・t　〈’2・・一・．ひfl／A（クce－－1，．・・’）

で1りつて、これは特・性曲梁に治った比流量とひいう・ミきbのであ

る択、二れえ厳宕に算出することば、流出全体を計算丁ろ：とに

f・hので・K　7av．　bttの値とレてはtRi　4S曲献出繕し鱈刻力、ら対

象とする時刻（此一1）△1までの△加縮ごとの流ぺ量の和をその時向

で除レた平士勺イ直を用いるこヒ｛二する。　：kしは、　特性曲線仁浩って

△a時周ごとの伝播距離をi実定し、これにうLついて流路を1三切

つたヒき、それ老れの区「司1二南水ズ流入する各区域の面積刀ごほ13

等しいと考えた場合に相当する。実際にla下流ほと流壁力ごκきく、

レたがって、△τ時向内の伝播距1雛力ご長くなるヵミ、老区’域・の面積

　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　
IK　h、ならすし｛下流ほと大きくなるとは限ら肴いので、　Kの値と

レて上記の乎均値を便用する二とによっZ大きな該｛差を生じると

ば思われない。：のようにレ之、流量のヤ／近似値を算出する二

tにすゐと・下流端グLにお1ナる△」時闘ごとの流量はつぎのよ

うにして勧るこ乙ができる・ます・硬り式力、らひ孫める・

　　炉〃（7。、一、Z．，，）〔碑，汀ず

　　　　　　　　　　ノただレ・K・＝＝　9・（7！・．’／ハ（幻勧っZ・O・（ZO，i　）暗翻締

件Lレて与えら礼る彰のである。最初の流入κ，ヵミ閥姶され、て△乙

時周後の幻にesけ嚇量は・劾ニボりた％を用いて

62br　（SfL　）　＝＝　K，｛A　〈7rV　一一A（川＋K・A（7…）
一（λ一5一ん元）

によつて計算される。っぎに

　　　　　　　　　　　　　　　＿ユ
ム方一〃（グに／，，）〔元，A（z、，）〕“
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　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ムz・M（7，，、一　7，，、）｛κ・A（2，．ノ｝一“

を茗牌レてク’・Fよぴ仁旅め・二れらの繰ク、ら・

　　友ユ・ムt（勿声κ・但（SO一ハ（7，）itK’｛A（i！，．、）鴫r％．）｝＋κ・ハ（膓，。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’一・’一一一一一’（o～－5一ん？z．）

によつて・i2◆△乙時周後の7L　におげる流量左計算する。ただし、。E！

1よκ。とκ，の平灼値であリ、Kzはt＝△tク、ら∂＝2・AVまでの

流入をあらわす。fのよ三にして、t＝n・△tの17L　におげる流

量は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　一乞
　At二M（佐一7／n．，，，）匡．A（7。一、．ノ）〕

・矧7。．、．、一似優（7。　－2．2　）「麦、

△z－M（77，．三ち）／々（z．，〕〕－t

　　　　　　　　Nを計算して告79衣め、

0…t（1／L）ニk・｛A脚刷伎〃）｝　・K・一，　iA（佐，ノ）－A　（　il．．，，、）｝

　　　　　　　＋一・・＋司碑。．、）一哨，。）｝瑞A％。2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－・一・一一一…　　一　（2－S’13．）

を二計鷺すノ∂二とによつて弐ミめられそ）．

　以上は特性曲線がタ軸ヵ、ら出発丁る場含・であつて、例えぱ、7。，n

〃ぐ0に近いつきの特性曲線すなわち・O＝（n＋ノ）△τで俳1二

遵する特性曲線がt軸れら出塔するときQ、

　　　　　　　　　　　　一一69一



　　　　　　　　　　　　　一t△t－〃（7．　一　7。．／）（底・A（7。、、）〕

△t－〃（7。．i－7　、、）〔㌫A（7。．／ゾ∫乏

　　　　　　　　　　　　　　　ノ
ムt－M（7、、バ7。）（κ’A（7、・）∫τ

a・靭・・（汐一κ叫呼）－A（7・”戊｝＋k・｛A（㍗川（7n－・．　・）／

＋・一’・　K・IA（7、，　，，　．、）　－A（7、．。）｝＋κA（’7，．。）

（2－s－　／3n＋／）

によって計算さirt・IO　vただし・」i7　・）・’　0　i二なるヒ：ろtr・Z一計算する・

以下同様にして、右＝（ノZ＋2）△δ　以後の流壁を計肇丁る：とびで

8ゐ．

　（（？　今一つの向題は、本刊に令流ずる多くり支川力、らの流出を

どのよう1二取リ扱うカ、という＝とである次、この場台・にb谷流点

から上流を二つの流域に分劉して同様な計算を行えぱよいわt・7で

ある。ただし、小さい支川については：れを一つの区叛内に含め

lO　：とにして計算を箇略にし、大きい支lltについて4y、伝播の棟

壕iが本川のそれと同様な9のぱ、イ云播距離に関する計算は本川の

bの丘代用し、流董の計算にIG［両老IZ如算するという万法う考Z

られる。しゐ、し、支川からの流出ヒ本川のそれとカ1なり雲なった

持性がちると冠わ札るときは、ZfN　i　1　1と．支ttlに区別レて計算を進め

なけオしばなら力〔い。＝れを図62－！7　1二禾したような場（ξト1二ついて

臭体的に説明するとつきのように．なる．

　沈入南姶ハらa・At時向までの下流端流董は前述のよラにして

求められゐバ、6～3ヵ乙（外）2算出するLきには・合流点Seに対

する方元愚カミiX　i雷になってくる・すfiわち、図・・2．一／フにEいて・

　　　　　　　　　　　　　　　－70一



図一，Z・／7　　　計算法ξ免ロ月図

r・：z．＝二」）り場含に相当すゐわけで％るblら、

△t－〃（払一％，，）〔宙（7．，、戊1－〈

　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ムD－〃（7…“　f，．・）〔瓦4（7，．、）J　’τ・

△τ一礁z一別κ。A（刺一≠＋〃炉叫。）〔K。A（．副オ

　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
At－〃（7・，・－7・〕〔K・A（グ∂rつM俳一・％・）〔κ・A（・7・．・）〕三

によつマ㍗，い7z・，2・z　7・．・・弔’・をボめ

（sz…t（9・）　－k」IA（yり一A（7・・弓＋κ・｛A（7・・）－A〈7，・・）｝

　　　　　＋κ’fA（7，．．ノーA　（e／・川雑）－A（e7・．・）・〃卿w勘

　　　　　＋凶花㍗）－t－　A（・7。．・2｝
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五計鼻すれぼ、流入嗣姶から3△t時周後の下流喘流量水算出され

・t…二∋…グ・ぱ馴の上緬力・ら合流賭⑰帷であリ・
4（・プ∂｛倫鯨力、ら麟にlo・e本川側の糎面積舗つz・・グ

A（・Y・ぶMrは如は対乃彰のであるほ勧時刻τ　＝＝　re’4b

の下流端流董め同様な手法によって計算する二どができるわけてある．

（△以上の計算力滋は、類1記録のない場含会修ル楕察
したものであるボ、実測記録のあろ場合・には、それ左効粟的に利

用丁る菱重味て…、　（、。2－∫－7ソ　およ乙N’（a－5－－8！ノ　式1二L，とついZ前

と同様な汚察を進めると、A力時向内の伝播区間を算出す・る式の

流墨の労／iltf似値とレて、［向の下流端における流量を採用すろ

こと〃ぐ考えられゐ。そ才しは、二Kらの算定式においてば流量をノZ

乗した値を用いるために、ヤ！近似値とレーZの蒲量に多少の差異

があっても、ほとんど向題にならない程度ろ誤差乞生じるにすご

ないカ、らである。二のよう1二すると、ff1え」ま（a－5一ノ3　nノ…fi”を計

鼻する場合の苔クをズめる衆件式はつきrpようになゐ。すなわち

　　・！。．、．，－9、一笥4。，。姻〕㌢　　…・・一（・チ・り

●

によって最初舛ぱめろ二とa’・Z“・5・右辺の醜ぱす’ぽ鮪

で髭）そ）D、ら、試算をそ了フ旨ラ，X婁ぱない．つ三5ヒ、このク㌦，∧！を用

いて

62（．－t）At（z－t．　i）　＝＝　t；en－at（佐ノー叫（Y・・）－A　（　7・一・．　・）　1

…　〈e～－5－LS’）

φぐ計算されるから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
　　7。、．2，、＝／！n一バ普〔a，。．、）。t（’z．．，一、）〕4－・一・（・手・9・）
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のよ引こして％．。、汐掛算さ・1’（yるにのような願で叡助を

ボめていくと、伝播の模様をカ、なりぱっきりと把径する二とカミで

竺る。これにψとついて、前に述べた計算法り精度五検討すろこ

とがでさ・また後述プーゐように、単位図の機糧を考哨ξずる責重な

資料と．ψなゐのである．

×6節　沸出計算法と単位図

　前節に禾した流出計算式からわかろように、時刻（‘t－／）△Z7　XJ、

ら〃’△乙ま壬の流’＼／てec　〃ミ・下〕苑端クしにおいて時刻（κナひ）△1

に£じこそ）流量に」セ寸レZ与えそ）景多響tま、

、ノ

　刊　ひ　ヲ　α7（A　一）　ひ7

　　A

｛
　　　α

であらわされる。レた訳っZ、KecによっZ主じる下流端の流量

増如量を時刻別に禾すとっぎのようになろ。

時　　刻

∠乙’4τ

〈〃＋！）・△Zl

（μ＋ひ）・△乙

涜豊壇加看

κ叫月（lfL　）－A（佑，、ノ｝

κ．IA（ll“，，ノーA（ク。，、．，」

κ・
oA（7・〃〕一岬。プ．。．，戊｝

ーー

（。～－6　一一／）

　これは・拓一、．vrtカミ0となるまで‘禅さnkぱすである・－X・

特定の時刻における下流端の流髪は、る流入による流書増加量を

加算して求められる。こ二で、（2－6－／ノ式の一部を例えば

一7『一



κ4｛A（7！a，ひノー’4（7a－、，。．t）∫一κ¢e．・ひ＋・

のようにあらわすことにすると、汐U④このく三．，2．＋’の値が、K■の

ノミ小にカ、カ、わらす、ノく¢　の席姶時刻がら（ひt／）△b　時周後に、　い

つでV一定の値e・u＋、となるならば、従kの単位図※と全く同榛

／K算ttlうテ法によって下流i喘涜量丘求y）ろ二L、クミでさへ．）。　しク、しなr

カぐら、このeμ，ひ＋・久流入蔓化の影響乞ラltないで一定値（3ひ＋／

になゐといラニua．伝播の時向的場所的位SZ禾f　7Z．．。民海

に発した擾乱クく下←流端に達すうまでの時直！ひ’Atのみによって、

その流域に一っだけ決定されるということであって、＝のような

二と’よ、厳密にぱ流ペボ暑時周一定値を保つと思われる場含にの

み生すゐこどになる。：のような向題変実際の流域にっいて今少

レ考繋してみよう。

　流入力く長時向にわたつて一定値を保つとみなレて差支えないと

思われるのiSl、っきのような場合・である。

　／）　対象どする流場（の面積オミ大≧い場台・であって　一↓按に♪売出

期向が長くなるので、時6’的基準単位である△6を犬きくXること

ヵぐでき、さらに面積の基孝単位である一区域の面積をψ大さくT

ゐ二とができる）汐、ら、区域内［の微小面積ハらの流戊出次互いにそり

変イヒを緩和し合う傾向にあり、レたカぐつて、一区域・全体力、ら流路

への流入髪ヵく降南彊度の要勤に応じて顕著な～婆化を禾すムは思わ

才しない。これは六、1墜を流十しそ）」宏大珂川につい之考え．られる二とで

あるカく、面積が週×ヒなろヒ、降南の地域的介布が時岡とと4ノに

焚イμすゐので、常に上記のような取り扱い方を盈用できうとば隈

らない。わ伏国の河川でぱ、その揚模次小さいた　YP　1（，他の特殊

な衆件を満昆すろ場・含に限って、上詔のよラな取り扱い方然遭用

されゐこと∂ぐ％うち4）と雇、われ・る。

2）　つきに、表面流出を一く乞じないような比較的小さい盈度の｛蜂

庖力ご継続す’る場合・であつて、このような降爾による流出は短，晴周

一一@74一



4

の降南1蜜度の変ノヒにようて変動すろよりる、ある程度長時1司にわ

たゐ降南望によって非常に緩慢な変化をする杉のと芳えられるの

で、一区域面積のメ（小にtsかわらす、その玉域から流路への流入

量が〔埼間的にほとんと愛化レないと方え之計算式を組みセてて蕗

差し支Zなし渇のと思bれる．そのreのi易Stレて、聯の開姶

ラ＼ら終了まで一定強度の障爾θぐ継継するときの出オ〈本対象となる

ボ、このような場令は実際にぱあらわれない。

　以上のように、わカご固河川の洪水を対象とするときぱ、已a，u＋ノ

を’定ヒしZ取リ扱ラニとカごできる場令はほとんピな口、すなわ

ち、流路への流入量ど降駒書とカご直線的肉係にある④つとすれば

わが国の河lllに対レて従釆の声位図宏乞通用しZ壱満足すべき名

累1（得ら＊しないということであリ、二の：とば前に彰指適レ7三L

を〕りであゐ。そ：で、e“Vt’⇔安化の模様を今一度検討してケ

・b二とにする。

　K．・ea．ひe，　は、時亥り（atひっ・4ε空指定レて、この時i刻に生じ

る下流端流量がκμによっブどれだげの書的影i響をラげている加

esらわすので励て・％・鋭び㍗．．。．1、酬Zぱ伝播願・・

よつてその働ミ亥配諸仁ピ・・なる后・よ・そ二に劃た

擾乱穴ひ紡酬だけ物噛1αナひ川に〉・ぽす行う
な位駐レて鋤旅る・しr・・2t　7　z、ル〃にIE　iNけろ糎だけ

でなく・それ以後佑に違すみまでの流入の人・トと時固的分布に

よって㌦ひ鍍化い緒司e・、z・…tが上Zの諸董の鞠磁
じて勅ろ二乙になる．しカ、し勧帖、このesの閲係左躍的に

　　　　喝飼
　　　teT◆tU－‘，4オ

u

凹◆1

時

u●●

坑入
ﾅ一．．

一一一→－y

@η一．． η一．
　　　’‘
浴D，

K．
礼． 九

カ．．

輪 ‘

η… η領1

1
η一 η…

⑪

η・．、

ロー一・・⇔・・M

図一2’／8　伝播状泥詑明図
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表現する二～ヒほ種めて困難である．その理由は、例えに〔“（。～－5－13）

式りようにしてi売出i計算を行なうてとにすると、ある時刻の流量

を勅初に・伽における経と％“靖グ．までの治●よ
ひその時向角介布の組み合わせ一つにっいて相当多くの計管を行

なわなけれ｝ぱならないからであって、あらゆる組あ」合オっせの場合

e・－tsレてあらわT＝tlt7Kq能に近し・．このようにe．、。．，の

9化に瀦す切ぱ、9梼に山云播時嗣にあ嚇入Kの影響を
総合レたうのでわリ、結局は流入Kのムカ時向ごとの変化状態である

から・流入Kの影智をあらわす式の形、およびK次全く任意桂に

宴むという二とを方慮ずうと、e．．ひw　の変化の模様丘一搬的に

弐ヒめて表現すb二とば非常に困難である。

　そ二で、e“．　IFttの受化の槙檬左実刻き6録にbとついZ検討し

てみる・すなわち（a－S－／の、（2－S－！S）式力、ら実劉レた下涜端流墨

を弔いて告△t畔向内の看伝播距離を算出し、その区向内に翻＼

が流入する面積をムノ4とずると、この△Aがすなわちea〃ナtご

あゐ。これを多時刻、老ヲ流入に対応さ也て1綬禾レたうの択衣一2ゾ

であり、その内容を二図禾すゐと図一一2・ルのようで栃る．これカ、ら

1わかるように、これらに対応する流入をkじて横に加え台ぜた

bのカミ下流端流量であリ、縦方向には葛流入然下流端流量に写え

る影響を時刻別に禾レたこどにな0、（2－6－／）式はその中の一

つをあらわレたψのである。した水’つて（c2－6－／♪式に禾した下流’

端の流量増加量をeのときの流入に対raレた4栃晴周降爾量で除
‘

図一a・ノ9　△Aの時間的介布の妻化
　　　　　　一7G－一



表一2・／　各時刻告流入に対応する△A

κμ κ僻， κ尾＋2 καθ

μμ同御
4＋4z 月④一碑…） A（〃」一螺，，）

4t鋤 微・ノー4「％一’，・ノ 月rz，，㌦吻，。ノ 月（グ」－4rz．、，）

←テ4カ 鴨ノ4似。ノ ”z．、」一修，、） 碑，、．）一砲．、」 物一4膠∂

して時刻別に禾したものが単位図になる。しカ、しながら、涜入K

は、前節1二述べたよう1：、At・・aelEl（普通5～6時向）の乎均降南

張度力、ら算出されるから、これに対応する△」時向（普重／時周）

の降南量と．していハ意る董を採用する〃、は非常に複雑な向題ぐあ

つて、函水が流路に違するまでの中向流出的な流出椴横カミ解明さ

れ1はじのて解決される町題であろうeそ二で、二二でぱ単位図

に相当するムハの葬化の模様から、流出計算法に肉ずる一般的方

察を行なう：とにずる。

　さて、△Aを実劉記録力＼ら才ミめてみゐと、その時刻別婆化の槙

檬はどの河川で掴榛であつ乙一伊ILしZ；5・1頃廟川上獅の

一流域に対する④のを流入Kによって介類レて禾すと図一2・／アの

ようになる。これ珍、らわ力、るように、一般的偵伺とレて流入Kび

大｛〈なゐに従って波形次前進し、乞のピークが高く／gるバ、流

入がピークを過き、減少しはじめZ号波形は急に要化しないで、

徐々にそのピークP〈減少し、ある程度時向ボ経遁して流跨内の涜

量次減少してくると、△Aの表形は逐次属平化レていく。レた択

つて、同じ流入量の場合に対応する△Aの葵化で必流入のピー

クの前後で多少異なゐようである．ミさらに、ある程凄以」LのX5蔓

　　　　　　　　　　　　　　　一77一



になゐと、流入カミ多少隻化レてψAAの波形は亥化〃ミ少なくなる。

　以上ぱ、△Aに供給された南水が流1或下流端に違する時向的グ布

の芝化について運べたのであって、前にψ逮べたように、これらの

蔓化が単位図その杉つの支化状態をあらわすわけではないボ、性』苔

的には類似の彰のであゐカ、ら、4Aの時向的介布の要化が単位図の

吏化の傾向をあらわすψのと方之て差し支之ないuこの傾向は、オ

／章に禾した由良lilの単位図力、ら名詔めらわる．また、△Aの時同

約分布の葵化と流入Kとの肉係Zミ明らかにされるならば、それによ

ってかなり正確な下流端流董が算出されるこtになるが、このこと

IK、蛍位図を流入量、ひいて1ポ降爾掻度の安動に応じて空化させる

二Lにずゐと、従末の単位図法よりははるカ1に高い精度の計暫値バ

得られゐニピを禾していゐ。をの理由は、これノまでに」丞べてきた流

出計算法Z万渚論的にみると単位図法と同様であつて、ただ△Aの

時同的か布が流入の頚弱によって黄化ずる影智を従禾の単位図法で

は、無視レた点たけが異なっているれらである．

　この緒果は、単位図法全搬に肉する従衆からの禾倍の雇乏拭い宕

ゐX’き重大な成累であつて、降萌乙流入Kとの向り複雑な向題が残

され，てし、うとはいえ二、こ∠つ｝司星皇を一応っきに速《ミそ）ようなク｝く工8ρ的

手段によって解決するこどにずれば、現在では穴局的にみ・Z、単位

図を降南彊度に応じて変化さぜる単位図法的流出計算法ボ影つと¢

乎当な計算法てあることを禾すteりである。

　以上は、計算の便宜のために比較角ホさい山固他流域を対象と．し

て検討した緒菓を逮べたのであるボ、われわれカミ出水解析の対象と

するのは比較的大きい流籔（数百平方薪）であることボ多い。こり

　　　　Nような流夙ヒおいてW、以上に述べた涜出の一般的・傾向は同様であ

ゐが’、主とレて河遣内における流量伝播の模様次異なってくろよう

Z’毒うろ．労7節においZは、：：りような流域をク寸象Lレー乙、上記諸

周題の具体的な解茨策につい砺Z速べる二とに丁ろ．

一78－・・



1

穿7節　単位図法的流出計算法

　一般に流出を取リ扱う場含・に11［、対象の一つが降南という在意

柱に寝んだψのでbり、一力、ある時刻の下流端流書は、ダ5節

に禾したように、をの時刻以前の椙当長崎向にわたる降萌量とそ

の分布形によって沢定さ杓るから、同題左下一流」喘流豊に限定レた

とレても、非彪に標雑）宏任意性に菖んだ支化左するはすである。

したがつて、流出をくわレく計算する’凶要のあゐときは、㌘5節

　　　　　　　　　　　　　　　（！ぶ（幻に禾したように、できるた｝ナその現象1こ庖実な流出計算法

fd採用ずることが望ましいわヴであつて、比i校的八さい流域につ

いて1よかなり筒単に、レか～ψ令卜理的に二〕売｛員を1算定すそ）ことカミでき

ゐ。しかしながら、流蛾の規摸がメ（きい場合、にぱ、乏の計箪重ホ

増加し、相当繁雑な操作を必薯乙するので、それに直応レ1三実用

　　　　　　　　　　　　的な計算法を方えなげれはならない。＝ろ向題を前節までの考撰

緒粟にψとついて検討してみよう。

　身6節に指摘レたように、単位図法的流出計算法が現在でぱ9

っとψ妥当であると思われノるボ、単位流出量曲線ポ当該降爾があ

った時刻の前後にお’ける河遭の涜壷分・布、ひいてぱその前後かな

リ長時間の降雨の時向的分布によって、その要化の模様を巽ヒす

るLいうことは、％る出水について計騨レた鰭※を他の出水につ

いZの計算に応飼できないという二とを系すものであつて、＝の

ままの計騨法でf；K、出水ごとにあらためて計騨を行なわなけれノば

ならない。

　今’っの向題は、前飾までの理論的考察において、その忌商を

容易1：　9るために、流量がそのままの形で伝播するとレた点であ

る。

　このような近似は山向地の比彰ミ的・1・さい流域’に対レZ適用され

ゐψのであつて、われPれボ多く取リ扱う教百平方粁の流域でぱ、

河遭り規模ψ流量必相当大5くなるので．流蟹伝播の模様ボ汐、な

リ異攻り、ガ5節に禾レた流量伝播の計算式は非常に楕雑なψの

一79一



になるぱすであろ。

　ここ邑～よ主2Lレて以上の1司題についてその対策を検討レ、次の

ような考え方に’ψとついて計算法の実用化Z試〃る：乙にレた．

　前に述べたように、学位流出量曲線は同一降爾蛋度に対fゐψ

ので¢、河遣における流書分布によってその亥化の模様が蒙わつ
てくb。であるカ・、：二では品一　轟巖1．溺る蹴流出軸

線を鷺に一定Lし、いくっかり降南褒度に対する三れらの単位流

U量曲．q　nミ台威これた場Avには、河遣1二おける流量分布9Ekし

た場合ヒ江い値が得られゐようなものとして、伝播速度の固題ψ

その中に含めて着えろことにする．

　二のようにす・bと、㌘5節に」丞べた計算法を統き十的1二処理した

と1：なる。この場台・、以．下に述べるように、」匿水博士の茨水波の

　　　　　　　　　　の伝播に肉する研究成東　　を応用すると、1降南力、ら流路への流入、

流ぺの変化にとibなう単位漸出量曲練の変化乙Pう一連の複雑な

向題を’括して取り扱うこと弓白でき、さらに、いろいろな降爾径

度に対応した単位流出量曲線をち）らカ＼じめ用意することボできる

ので、計算法とレてばかなリ実用的なψのになるわけである．以

下に二の計算法を具体的に説明レ、それを由昔川に適用した鰭察

の一例を禾すことにすゐ。なお、単位図の妻化に閣係する研究と

レZIX．建雑土木研究所におげ研究9ノな必励次計雛

の総合化を目的とする本研究では、流域特性と．計算式中り諸係教

tり関係を求の函ぽがあるので、できるだけ理論内取リKいに

よゐψのがよい⇔げであっマ、ニラした意味力、らっきに禾す方：K

を採閉したわげである。河川の流出現象の解祈にあたって、山腹

斜面ぶどのような役劉を果しているil、ということは、ヤ3、5お

よひう16節で指摘したように、ψっとψ重要な固題の一つである

ヒ同時に、またψつヒψ解×の困難な向題である．米国南カリフ

才IVニャ淵のSan　e　Cb．2inz！％buaha内のあそp流域では、／953

年に山火事があつたため、／9S4年／月の出水ぱ山）く事以前の出水

にくらべて、最大流量で百教十倍、総流出董で3～4倍に危つた

　　　　　　　　　　　　一一80一



4

　　　　　　　　　7）
ということで1うる．　二れらの教享につい1は疑向の点があるに

して～ψ、山腹斜面の出水制御能力力鴻像以上rp　bのであることば明

らかであろ．献石願艘における研究繰によると1°ノ山鮪

面4・”im・」・7の繊係数厩肩編引掴レz　・・2～・5程
度の大きい値にとるべきことがわカ、つている。二れらの孝実ぱ、

山晩斜面の出水制御能力が柏当大きいことを禾レZし・る穴Cこ

では計算を箇略にする目的で、っぎのような夜定の彰とに計算を

進めろこ二とに二した：。

　3なわち、流域内の任意地点の単位面剤二降っr．・MZ・b〈’　．最短

距離にあゐ涜路に到達するまでの時周ぱ、流域内でほ1ま一様とみ

てさレつかえない。した択ってニニでの計算鰭果択略向角にくい

ちがう場含ぱ、告堀域からの涜下距離にぱ関・係意く、老「地域力、ら

の涜出を時向的に箸Lレ〈平行」移勤レて実i則値と台・致さぜ、二の」移

動時周を山腹斜面での遅潟とZZZOcX　L・．しかレ：、で用いた

方法水計算の却合上、支川の合流によって束オ〈波の伝播速度次〕曽

ナミする効粟を加味レていないことを方えると、出水の遅れぱ、山

腹斜面で増大し合流によって短縮されゐLI・う結剰こなる．レた

バって両老が互いに消レ合うカ1、あゐいは他の効東に含めら物る

4yのと仮定し、一応両着の効果を考慮の外においたとψち之ラる

わけである。

　つきにmaに出てからの流下現象である衷SE9・K　m士の※K涜

の理論によるピ！ノ流路疏端aKdih。η・銑時鋤δだザ

施を保ち・挟齪（前節姪1輔路1瑠つて剰った距eSZy
であらわしたび、記述の都合であらためてこ才し左Zであらわす）

たけ流下レて下涜端仁違した場含・の寸く位（〃一ん』）の時聞的配分は

＞2式で与えられる。

　　　　　　　　　　　．，2！L
　　　　子一・司痴殉芸≠」饗上・一…（2－7－・）

ただレ・上式に1ぢいては、

　　㌫弓：1芸㌃忽叉｝　　　　一一・・一・一一・但チ♂）

　　　　　　　　　　　　　　　－81一
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遼1：：㌶；㌘｝
’一…一一・一 ｭ2－7－22♪

とレて得られしる二つの値を合威しZ所」蓼の・値を未める。二：に水

位はいすれ・ψ定常状健のフK面から上の深さを劉ろ9のとし、

／μ＝｛H．／2〈乙一∂ti／∂L（　）｝＋ク　（7：水平交換係数）ら値ぱ他の水文

諸条件の穿化）ととψに多少要勤するボ、二二で・はノしの値を＿応＿

定とレ、茨水の伝播速度w‘（3／2）to、および2しを与えた場合の上

式の各計算値（フK深）fi・Y2乗レZ流妻の型に換恥れ7。・4yワLd

う・そレてこれらの値にある疋数2乗じて、得らkた曲線の単位

時向ご乙ろ縦距り鋤こ／になるよう1こすれ1式その曲練ぱ与えら

れたωおよひncの下におげる単位面積当りの単位流出董曲線と考

える二とボできる．水凝を何乗かレて流量の型に換篁する場㊨、

久’3節に禾レたように、非常に巾の／Aい長力形断面に対しては、流書は水課

のS／3itに比例し、牙4節に《したV型断面では一ma（最衷瓠ノの8／3　itに比例

すろ：とにts6カ（．：nらの繰は伽吻型の競公式樋綜
き6zした場合であっz・二二竈α％型1二1，Lついてくヌー7の鉢

求りられたのであるカ、ら、木深をS／zikして流量の型に換章される1のと

した”’ナZl．ある・いまω＝2』、μ＝〃？（C　・タ・D助て冶Zにク

いて（〃一〃・）／112。の値を計算した一例を禾すと図一2・20のようである。

　二のよラな考え方が、ガ5節、t￥　6節に述べたψのと巽なるゑ

llK・ヲ7一に、伝播にヒψなつて」瀦書ボ拡散’Tること一ごある。前に

Ulべた方え万で’a．流書力ごその設の形で伝播する初ナであ幼ミ、

この点に向1題左骸定すると、実練に河遁を形ばレていろような場

合を　tsえ杓は、ここでの取リ扱い方カミはるカ、に合塑的である。レ

かレながら、両看とψ伝播する流量は、時聞的にはそのか布が違

つていZψ、その総蔓は等レいわげであるれら、彰位面積当リの

流猷拡散効果によつて更形するこ乙は、てこで対象とレZいる

ような涜出計算ではそれほど大きい向題ではないoc、以下に禾す

万法では、この貿形に也の効果を導入する点で竃味をちつ二とに

一R7一



∫．o

ド

　5　0｜

0 i 2　　　3　　　4
　－一→t（hr，

5　　　6

6］－2・2〃　あZについての経過時間と（ij－Hel　）kvの周係

4

孜ゐ．穿二に、伝播遠1度であつz、：二そ採絹すゐガ法でぱ、あ

ゐ焦在出発した流匿の伝播速度カミ下流端まで一定そあるとレZい

ゐ。実礫にぱ、前に正べたように、涜書の何乗（断面形によつZ

異なゐ）〃1に比例するはすごあつZ、下流に二流下するにした次つ

て一般に流量カミ増加レ、二れにとψなって伝播遂戻広穴きくなる。

そこで、こ二では必る壇点から下流端までの平均的な伝播速度ω

を採用する二どにし一Z、二れ，に要化を与える薯秦としてぱ、乏の

瑠点、そのと｛の流入蛋のみ2考える二とにレた．この場⇔、前

　　　　　　　　　　　　　　　　SNヒ速ミたように、対象とする流入量たけさなく、そ⇔前後におけ

ゐ伝播時周内の流入量によっZ、その伝播速度が哩化するのであ

bク、ら、単位面積泊リの涜出ヒ対レてそれそれつ流入憂のeρ初

粟を導入レ、二れらが総合されノた場合には、所定の伝播速度を採

用した乙きの計算値1：等レくなるように、後述する係数紀，を調

整すろ二とにすゐ．

　以上のような考之万にレたがって、任葱の位冨にある単位面賓

ク、らの流出算定法を述べるが、隻動碧素である降南の地域的時向

一83一



的分布の安16に対すろ取リ扱い万ハら順次詫明する二とにする。

　∫）　降廟の増域的介布に愛動ボある場含の取り扱い万：流域全

イ本をある巾の〕也腸で介劃し、一つの地腸境堺ξ泉上のどの点力xらψ

下流端までの流下距離ボ等しいようにしZ、その地特の両嬉罧線

力、らの涜下’距離の平均1値をZoとする。このようにして、Z＝Z。、

〃＝〃。カミ与えられたときの（Jl－7－／）式の値を％乗レ、各縦距

の和が／になるようにした曲線は、Z・＝2。ろ地帯ろ単位面積に

〃ニωo　を生也レめるような隣爾状単位時間継続した場⇔・の下流

端に対する単位流出肇曲線丘あらわす二どになリ、老地帯ガ、らの

④のを台・威すると、流域全・体一様に〃＝t，C，t、　を生ビしめる降繭広

16った場Avの単伍流出曲練ぶ得られる二とになる。実際上ば告介

劉地域にそれぞれ少なくも’つの匂詔顧量計が存在するようにし

て、その地域内の陽南書はこの色詔萌書計のそれ、で代老せしめ、

上述のようにし之分・割地域内の各地樽からの涜出を令成レて、そ

の地狐からの涜出Lするわけである。　　　　　図一2・21は由宴川

試験流域を禾レたψので、自記爾量計の劇係力、ら踊域左四つの地

域に介劇レていゐ。

4

図一2・2ノ　　由亥川油域’地域分割図

一84一



ψ

　　∬）　降南り時庫］自≦1≦妄勤7vつ取リ扱し、方 ：：こニス否1よ、　ωカミ流ノ＼壁、

ひいては単位時向肩効爾量γ（以後単に降爾窪度と詔述ずる）っ

吏動によつて亥化す飽ろとし、ある地va　の蹴面積力1らの

瀦Wは単位綱触はその鵜の降爾餓に比例し、流出量
アは流路内の涜量・すなわち水深hの3／2乗tに比例するψのと仮定

レよう・二れらの仮定は、前ヒ述べたように、総合的に調整さ杉

ゐ必のとする。一方、（2－7－／）式では、〃＝（s／a）∠∠、a・XL／／2

とレzいそ∋カ、ら、結局

　　　　　施＝晦＝（ψ2。ノ2／2・・（c・・／・er．）3

　　　∴〃＝叫爪’／3、　ただレor　＝r／r。、r・：基準商量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一一…　　　　　（2－7－3ノ

となる・これを（a－7－／）式の計算1二加味すると、降爵掻度の比α

の変動による単位漉出量曲線の妻化ボ、一応近似的に把握されノる

と方えてよ1、。図一よ・22ぱ一例とレて1＝／Ok．bの場合を禾レ

たbのである）が、計算の便宜⊥ωo＝2輪　すなわち〃＝6～d”／」

とし・0（に葎々の値を与之之単位面積当りの単位琉出量曲線

力ぐ計算されZいゐ。同榛の計算をZの他の個二つい一（
ψ実施し、ピークの値と遅れの時向とろ劇係を求めて、之およdX“

久Z／X°ラメーターとレてフ゜〔フツトレたのηミOP　一　2・　23であるJ

　ニニで注kすべき二とは、〃とω。とをそれぞれ独立に茨定でき

．1？二とである。Wvtよtx＝／．すなわちf＝17のときのαノの値であっ

て、／・り値ヒク、O、わらずr＝・　r．ならばω＝ω。となゐわけである。

と二うが実際河川でぱ、その河nl特肩のWo　LXoと然対応丁6ぱず

であろから、その涜域内の降爾詔録ク、ら判断レZ最V好都会な基

鞠量∠（例えば侮シ〃）amaレ、実測レ働靴鯛融
／と「e’との比をノとレ之、二の基準爾書〆に対応する〃。の値を蛎

乙すれはくa－7－3）式乙同棟に

ω一％’I㌘ただレR－r／r．’ 　　　　　　　　ノ…一…・一一一一一一 i2一フー3＞）

一肪一



｛ぺ§士）｝・sミ心

’．o

σ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　時向

回一2・2フ　CX．の変動による埠仕i丸出量曲縛の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　z・＝／Ok’mb

■
碧酬察〔1釦

t　　2　　3　　4　　e　　6　　　r　　■ 9　　tO　‘I　t2
－一

氈C．（●の

　　　　　　　　　　　　　　　　邊れの時向

図一。Z・23、　ピーク流量比と遅れtの時周との関係
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ヒなゐ。いまkeノの降南ポあった場台・を着えると、（a－7－3つ式にて

β二／でbるtlらcv・＝ω・ノとなるが、〃．－2ワξとして計算したと

竺の（a－・7－3）式によ」t・u・IA　・〈に后あ一迄，⇔値を入れて‥嚇ρ

Lなる。

　：の研究では同一河川でぱO（｛た［a／gのみによっZωボ支化し、

t，V本等レければ司一のre　一一決才く波形が得られると汚えていゐ。し

t・・tミつて（a－7－3’ jecの場合左改めて計算することfaく、　w。－2・・／on

とレた（2－7－3）式の場合の計算値ををのま「ま利用するために1よ・
ノ

roの降南があつた場含・について但一7－3’）および’（t－7－3）の両式

からt〈めた二っのルの値が等レいこヒ左肪奪とレ、

ω．’一ゆ。i・，る・ω一眺ソ夢一ω。（刷砂

4

とすれはよい。この：とはα＝々〃9とおげば、ω。＝2勿／包（とレた

場含の計算値をそのまま利用Z・きゐ：とを蕎味し、、任萱降南rの

場合・はη毎＝＝／9、石／＝柳く，さあるカ、らr／r，　k，　＝βr／k．　・・k，ff＝0（と

なつて同様、の結果が得られJl）。

　実陳のta　g　l二お／・てはr。．レたUtってk，の値をどうして茨磁す

Z）か然向題であるが、つざのようにすれぼ々，のうrノ近似値を推定

丁ゐことボできろ。すなわち、まず下流端よリ距離えだけ睡れP一

上流碗物降南によるヒ・一クzx“、下m端1二到邊丁る時向を家め

ゐ。いま（ユー7－！）式において

　　　㌘崖1二1ご㌘㌣

とすれは、（a－7－2）式り策件ハら1茨水波形は

　7（∠，6ノ膓
　　　チ（ξノdξ
　（z，乙つ

一S7一
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によって与えられる。したがらて時刻汐におけるピークの位置は

（a一フー5）　味’を1　について偏微介レ

一妾慌ノ⇒一・
一一・一一一・・一・一 @（2一ソー∠ノ

を解くこヒr一よリ得ら礼る．すなわち

工：～診一・／輌弓等包一脚｝李

＝－
??os（エρ・｝＋ア吉デ｛9α、zつ、λ｝・〃一一

”（2－7－7ノ

となリ、次の商係式かご得られろ。

4

ピ＝1ψ…At－∠，μ与｛（e－At）／o｝〕8（t－AD？／nz
（2・－7’8．）

この関係を図禾レたのが図一2・24である。

　いま最大卓位時向南量rpの生じた時刻から流出量曲線のピー

フまでの時固をtp　と．し、このピークヒ支翻角影響を及ぼすγp

のあった地笏までの距離（降南次流域に一様に介布レたとさば涜

域劃じまでの距離）ZZρピrれし臨二K6S図一2・24の横軸およ

ひ縦軸上にとつて対耐翻の蜘ρ媒めb・　nる．＝のC・（，・　tSl

前に述べたように、

　　　　0〈ρ『typ〆？t、ただしlg。＝アρ／グ；　　　　　一　　（2－7一プ）

でなけれはならない力、ら、！t，＝orp／Opかミ計鱒さ才しゐ。したがつZ含

助立時向雨量rの／・’1：対／b比β＝プ／ん鯖慢し、これ1ユW・ρ

を秦ずゐと、α＝！～，戸とレZω．＝am・／・U（とした場Aaの6／9に対すろ

O（の値力漆めら札るばずである．以上は々，のヤノ近似値としZ

々，＝αp／βpを用いたわけであリ、We＝2m／己cの場合・を計算レてお

けば、呑河川に対レー々計算すゐ鵬尊力くなく非学ヒ便利である。

　　　　　　　　　　　　一一s8－一



へ
IE

一一ｨt　thrl

図一2・R4　ヒ〉クの到達時ra　bと）究下距離Zとの関係

　また告河川乙〃二　を等し／Lリ、〆＝kSのとさを考えると，

ω＝蹴ノ／？p，’”てβ＝／とレたとき1二租当し、（Z－　7－／）式におけ

ゐ叛定力、ら、

d
ω＝w。R，）’s　・c　aa　ec　Vt”

・L2－7－〃）

と厭る。したバって告河til　t’とに異なる縦断勾兜0のt／z　itは上述

のte，の万乗に比例することになリ、実刻記録からた，をガめると、

その河川の勾配、粗度係数などの影響ボ含まれる二とになる。

　以上の計算を由桜1日における出水について行なつてみるL、ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　シ

す降南の地域的ij＞raの影智ぱ特殊な場台を除くとほとんど無視し

（髪し支えない。すなわち、流域全体ヒ／時向／0η物り稗南びあ

った場合を対象として、をれが地域的に差があった場合の漉域全

体の単位図乞作放してみると19　－2　・25のようになる。すなわち、図

　　　　　　　　　　　　　　一69一



o¢
@　　50

●ー

40　　　60
＿＿＿－t伽，

図一2・25 降南の地蛾的h布の逆動による
単位図の変化

偏

10

→t（hv）

di　－2・ユ6 降南彊友の変動による単仕図の交化

（由侵川）
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中⑦は下流から上流に匂mうにつnて降嗣張度が，トミ〈なっfzと

レた場合＼③は友対に大きくなる場台、②は二十しら両者のtP向の

場台である。由1契川でぽ大体において②、◎の場含が多く、前線

移動r＿と毛なう局地的豪百の場合は⑦の形を乙る二t77ある。し

たカミって由核川におげる牽位図の隻化は、主とレて降南強度の突

動が支酩角影響を4之るうのと考えら杉る。

　また、降南径度の変動による章位図の隻化は、流域全体を対象

とレて・E2時向20　za〃v　t　9孝にレて禾すと図一R・よ6のよラになり、

r一の場令の々，ぱd．ノという結果が得られた。二のili法を他の河｝り

に通用した場合の計算例ぱダ3章に禾すが、極めて扱好な緒果ηぐ

得ら十している。

穿8節　鰭　　語

●

　ずユ章においては、流出現象を水文字的立場ハら検封し、tt・の

取リ扱い芳について蓋着の立場乞明ら力、こするとL礼に、揚在に

おげゐン流出≧十肇i法ヒレ（ば、単位図法的計算法dミ妥当である二と

を指摘し、その具体角計算法左禾した。

　從釆の単血図法択経験・的事実に～ψとついて考索されたψのであ

り、その理論的核橡択乏しいために、その普遍性は6ちちん、単

位図法その④のにも疑惑がψたれてきたのであるボ、以上の考察

によつZ、万法論的ヒは非幣にすぐれた思想に㍊とつくものであ

リ、単にその中さ考慮されたエ学的近似をわが凶のような規授の

小さい流域に遍用すゐこピが困難であるにずざないtいう二と穴

明らかになつたのである。しかレなボら、二のことは従煮の単位

図法をわカミ国河川に適用すゐ場el二は重ぺなsegXなゐのであつ

てぺ、カ、に刷§的にすぐnたものであつZl、その鱈な用すゐ

ことができない二とを禾Ylのである。　この点についてS、

本章にお’いて単位胤出登曲線が爾水の供給の強弱に応じて変

化すべ（二とが明らかになつたので、わが国の河川に対してぱ単

位流出量曲線を隻化さ’tて流出計算を行なう二とにした。二のよ

　　　　　　　　　　　　　　　∩’



●

うに了れば・理論的ヒ竜はっきりした単位図珪的漉出計鱒法とな

るわけであるヵぐ・流卸二関与する蓉秦のee稚！6kえろ1．16

節までの繰ををのま諏リ入れて計算法を確il［するごとはヲ嗜

に困難であるカ、ら、実用的計曹琢とレZ新た1二W7節に1

した一計e宏を援案レ、二れを呉体的に説明した．この計

輪でiG　s献の供㊤の彊Sに応じて単位涜出壁凪ぼ頒化する
状態Zド々／、冶zの値仁よっ之老…現され、こ三才1レら々．　々全びご対象とする

流域の地被状態ぐ燐層の土肩さらヒ流路の勾配樋度などの

効累乞総合的にあらわすtbのとしZ、これらを実測記藪にもとつ

いた計算結果杁ら算定する二とヒした。このようにレで求められノ

∫三メ～’、々2を用いZ流出解析を行なうと非悌に良好な結票ポ得ら」｝tし

ゐとし、う：とがわカ1ったJこの計算法ぱ、前に述べたように、穿

6節までの成東をそのまま利用レた¢iのではなく、流城・の流杉の

場としての横威力ご、う？6節までに取リ扱ってきたL　seil・面ならびに流

路にElナる各要秦が複維に組み虐トわされている点を考虐レて、＝

の橡燈さをあらわす類（紘散項）を導入した速木博士の理論式を

利用し、流路に重点をおいた計算法Lして汚素した％のである。

しがしながら、穿6節までに述べたような理論的考繋の威東をそ

のまま実用的な計算法に直緒する二と水望ましいnけでちそが、

　　　　　　　　　　　　　　Nそのたのにぱ禾だ多くの解）×困難な1司題を解敦しなければならな

い。例えは、山腹斜面力、ら流路への流ぺ董と降酉とプ㌢疋　 寿仁

㌘6節に述ヘミた△Aの変化と降雨などの逆動駿秦との隠係は、実

隈の流域についてさらに詳細な観測を実施するととψに　逐れわ

の物理的機構について詳細な理論的解明択なされてilkじめて明ら

カ、に旅ゐ向雇iである。このような1司麗ぱ、その性栢の複稚さを方

えろと、筒単に解弐できる1司題ではないが、二才しらに重点を．おい

て今後の研究を進めるならば、流出の内部的稜楕び一層明らかヒ

なゐ④のと彊われる．



●
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第3章わが国河川の軍位図法の
　　　　　　総合化に関サる研充

㌘／節　概　　説

●

　流出を取リ扱う場合、対象Wる水文諸量のうちで必降爾量

についてば・観刻施設の殼置水比較的砦易であリ、また直拷その

障爾量を観刻できるし、ざらに観測施設のない地点の降南量の推

定もある程度可能である、tいラ利点をψっZいるのさ　一鍛に

は流憂資料にくらべてカ、fKリ繕度の島い資料∧得られている。一

方、流蔓資料については、とくに流出解祈にiBI蓼な包時流董の記

録択きわめて少なく、しかψ信績性に乏レい④のが多い。：とに、

最近向題となりがちな中・卜河川の大＃ぱ、観測施設の整備うれノZ

いゐψのがほとんとないといってう過吉では五い。

　二のような状態ヒありながら、現在わが国においZは計画降th

量に対する流出の推定など、いわゆる仮想箇i爾による溌出の算定

法が緊急に辱望されているのである。このような要望にこたえる

ために1よ、Mkの碕間的、地域的分桁および実測可能な流域特性

tNら、河｝｝1のi充出量を未めうる普遍的な計算法を見出だす二とガ

，め要である。こうした意味力、ら、従来の単位図法ヒbとついた総

合単位図の研究次続けられてきたPけであって、：二で、二れ、ら
　　　1）、2♪．　3？、9）

の研蜴　　　　　　　のうちでψ、とくにわが囲の河川を対象とレた中
榊士の編㌔齢しておこう．

　／95T3年に中守博士は単位図の性格Z検討した緒東、任意の流

戊琢’に対すゐ涜量配分図を筒単にボめうるっざのよラな方法を堤案

レた・す肋ち・靴願継繍周細水のおく鋤時彫9・⑳
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／2程蔑のLきは、単位図の上昇部および逓裁部をっぎの若式に

よっZ求めると、実…刻値によく翅合するとした。

上昇部

遜顧’部

a．－aua（・チア　　…一・一一一く3＋り

　　　　　　　　　　　　－c：zz．
砲一Rma　7et一万一｛9nv〃as　T・”　’…一…（3一ケ。2）

●

頂点涜量比 拠 　“。・

･
r

U．

　磁乙紘＝｛
Q

∂

＝
｛ρ

4
Σ二

｛
グ

／ ／

丁，　　　／
ノ＋／＋ム々

7，　　7Tp、3
2＋！＋／．・。？

　一一一一一一一一・・（3－／－3）

ここに、Tは上昇時向（原点から単位図のピークまでり時向、hr．ノ

ノ＝a・4、TOjぱ単位図の縦距次ピーフハらピー7の0、3倍に9

で遍職’すゐ時向（te／．〕、尺。は単位時周肩効肩量（n　7t）、戸は流栖’面

積（κ㎡）である。

　逓’澱曲線の末尾でぱ萩衰がゆるでかtなって、遍滅の時間肉係

の割合がさらに延長される二とを考慮すると、つぎの近似水許さ

れゐ。

グma＝o．3T，
／

＋To．y

　77＝tpa＋0・8∂〃・

て＝∠0・3丁＋7・・．　＝（Os　3～b2e＋7ラ3＋o・　2〆　b・！

　　　　　＝て乙＋0、24～撒グ／

流頃函赦石＝α3チ＋T・．・

　　　　　　　　　　－95一

…一…一・一 i3－／一女♪

’一 i3－／一夕⊃

’”匂一’’” i3－／一∠）

…　一一・一・（3－／－7．）



ここに、　ひ’は単位降南継続時聞（単位時周）である。

　蒙た、流域面積Fkn・、　肩効商憂／〃anの単位図の頂点流董は

上に禾レた2wwを用いて

a・La－x（㌦）ニ
∠元Zクタ8ノ：（（nヱノ　・！r】クζ」曜n）

0．3τ　＋lov

（3－／－8）

のようにあらわされる。レたがジプ乙．T，とT。」が写えられると、流肇配分率4冶θかご

与えられる二とになゐ。しカ、レ単位図の性格力、らT，　，！　TQ3ヒぱある劇係ボある

IKずであつて、両看をまLめて一つの変教丁三く7r，＋7三3ン3沢配

分率を×定する曽素Lした．いすれノにしてψ、1と75　．3左柔めな

1ナオtlま／U〔らないカぐ、　こ？てらカミ、

t・’　一姜少
∴1・＝∠4ヂ・

●

T・・3＝て久一〇・2c30

のようにあらわされるカ、ら・争とZaとカミ瀬雛によって決

定されノる値Sliとるものと雇われる。＝れらの劇係は末だはっさり

していないようであ撚・砂1錨綱大・トにr・VZ9化するは
すであゐカ、ら、これ，を一っの流域’にっいて一っだけ決皮する二と

は困難であろう。

　この研究ぱ、わAt’国河川に関ずる水文資料択乏レい二Lに看目

し、これを克服レようとレた最初の研究であって、この寿面の研

究に一つく）指針を与えた点で注冒すへこきく1，，のである。

　以上のように、従来の単位図法に脇とついた総合単位図の研究

は、恩徳灼には従来の単位図法と同様に、榎雑な流出機構を’拓

レて取リ扱う点で非常にすぐれたψのであるボ、熊｝粟的には流場i’

特性の効果を一拓してあらわレているという：とが、elえつて総

一96一



■

会・化の障害になリ、満足すべき結東は期待できないようである。

すなわち、流路の勾配、粗度およ杁流跨分布状能、さらに流路に

浩った面積の分布状態などと単位図の老「語素との肉係を明確にす

るためには、一括して取り扱つた各要素の効果をさらに〃ト新り「る

二とが）¢・蓼z・あり、その上、車位図をttl　1〈の大，トに応じZ変化さ

也なけれはならない点を方薦すうと、従釆の単位図法にYとつく

計算法の総合化は、劾果的な彰のとぱ思わ拓ないのである。一方、

非常に繁雑な計算法を採用すうと、そり総合化は容易になっZ｛

計算法自体バ実用的でなくなる。

　以上の詣点を．考慮ずると、矛6乙章tM　7節に禾レた計算法にψと

ついて、その総合化XはOXるのが現在ψつとも妥当な方法である

と考えられろ。以下にその方法を説明する：とに元る。

　：二で採用する計曹方法では、老r地庸・ハらろ単仕流出蔓曲線次

O（，の値によつて変化すゐわケであるが、この0〈は

oc＝E，β、 汐＝ ?i㌦摺妾騨幻

であらわされるbNら、珍’が流域特性の劾票乙代夷する・・一っZ冴三

標となる．

　どころで、わが国の河川の×半がそうであるが、流出に南今プ

ろ流域特性に関して特別の碧査が行なわれていゐ9のぱほとんど

ないカ、ら、われわれが流域特性の資料とレて入手できるのば地図

ハら得られろψのに限定されゐ。この地図ハら算出Z・2Sる1のば、

測或面iat1の♪諭に治た頒斗燃縦誕長流路の区周乎均勾配など

である．＿れらのうち、流域面積とその分布状態および涜路延長

の効果は計算方法の中に含まれるb、ら、流路勾配の効果を夫ノに

よってあらわす：とになる。その他の流域特性とレZla　．粗度、

哨由などの影響を考慮すヘミさであるが、定董的表現び困i難であリ、

またそれらボある程度流路勾配に肉係於ある二となどヵ、ら、それ

らの影響は流路勾配と抱　との園係の中に含めZ取リ扱うことに
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する・このズ…’は涜路の勾配をLとした場合・、〕ヤ　2章タ7節で正

べたように・dの多づ乗に比例するという肉係があるカ、ら、流域’

内老塘域’の流路勾配に相当の差ポあろときは、迄，は各地域’ごとに

異なったイ直になるはすである．この場合、湖｝域内の名地垣ミとUラ

のは、その中に少孜くとψ一っの自言9肩量計があって、その中の

地形や降南の時庫1的分・布ガごほほ等しいような区域ろことであろ。

しかし実燦上り計算賓料とレて与えられるのは、名地域オ、らの流

出ヵミ合成された流出曲線であるハら、そのままでは各地域の夫，の

値を独立に定めるわけにいかない。それで倉地域ごとに牛均の値
　＿＿　ヨ
（）「τつを算定レ・これらの比力ご含地域ごとのんの比になゐもつ

と仮庭して、

　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　3炎∫＝　CO　ZL41・（》TLつ （3－／一り

ただ元一Σ1。Σ〔帥φ剖

●

●

！6

／r’“k・
_

＼ヨ烈

、　

、

A●績
X距良
　勾　ec

図一3・／　　地域を地帯に分割すゐ方滋
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とした．図一3・7は」也域’における平均の値π一をボめゐために、

下流端までの距離び等しいような多くの地帯に分割する方法を禾

したものである。従って試算的に釆めるべき彰のは、上式におけ

ゐ比例常数であるカ〈、後速二すゐように、：⇔比例常数はどの河川

で～b、同一の値をとつて差し支えないようである。

　以上のように、表面流出に対しては呑地域ごとに品り値次必尊

になるが、中1司流出に対しては、ズ1に対応する値を炎2で表わすと、

前に述べた中向流出の性格r，1ら考えて、その流域全体をぺ老すう

たた一つのゑが決定されるばすである。すなわち、流域内の老地

壇（で反　に大した相違かなく、7（の時同灼支化蕗媛檀て劾るカ、ら、

甲向流出に対しては流域を地域ないレ地路に介割しないて、流域

£s体を対象とずる従釆の単位図法的取リ扱いカミ肩効に適用できb

わけである。

　こ二｛つようにレて、名「河ll川二ついて流路幻配り平均イ直（とた’・姦’L「

の劇係ボ未められ、さらにrd、　r已の時酊的芝化〃明らカ、に’れ

ば、これらの結東をまとめる二とにょっz流出計算法の総台化tt

試みること択できるはすである。

　一方、流出1計算法の総合・化の方法としてば、牙（章牙7節ヒ西

べた計算法を一部担※レた計算法に7yとついたψのう考えら？’？ノる．

ずな毒っち、流域面積り流路に話ったh布状態M’、流域全体を河象

Lレた単位流出蔓曲線の基礎となるはすであるカ、ら、二れ、を｛ち漉

路の地点Olらの爾水流下速度によつZ貢形さ’tt、そり流下速度次

爾水の流路一＼の流出高にょって亥化するとし・う計算法を採肝商乙

11［、叫腹斜面の効粟は流路への流出高によつて蓑現され、流路に

あ’ける諸薯素の効粟ぱ流下速度の計篇i式中にある定叡によつ之あ

らわされゐ二とになるはすであゐハら、流路＼の流出高および流

下速度に肉ずる定叡について総令化をはZ、れはよいこどになる。

　2の力法ぱ、本章㌘。之痴以下に述べる万法よりは基本的宜方え

カLレてぱすぐれているψ巧とre　oれるが、総合化の対象となる

流路への流出高と降南乙の関係、および涜下速度に肉する定教と

　　　　　　　　　　　　一99一



涜路の勾配、粗度4蕩曲万ピLの劇係t“非弟に榎雑であって、現

在のヒニろこれらの取リ扱い万に明確な解答択与えられ之いない

ので・実用的な方法とは題われない。レカ、レ、この方面の研究然

さらに発雇して・㌘ユ章タ6節までの減東が実用的計算法に直緒

するようになれは、このような万法による総合化次よリ合理的な

ψのとして取リ上1ナられ．ゐようになるであろう。

　こうレた意味力1ら‘16、労2章、be　6節までの成果を実用化に緒

びつけξにと択望まれゐわけであるクく、牢危に解決Z・きる向題で

はないρで、－1に　実用的に好緒果を得ていそ）う？．Z章ズ・7節の計

噂法にうとついて流出計簿法の総合化を試みる二乙にする。以下

㌘己節において、礼、kzのイ直および～2、reの時向的隻化を教河川

の実測記録力、ら求めた結累を禾す。

ヤ之節　卑河川におけるkd、　rv．．およひk，、ee　zの値

■

　（り由槙川

　　こオしはナノ章に禾レた由良川水系大野グAよリ上流の試験流

域に対する彰のであつて、昭和26年ク、らの詳細なラK文観測記録

は、わが国て・ぽ多つと1整備さわた研究資，料の一つてあって、：

れに1とういた疲’累は多く〆）適用河川のうちでt特に充実レたb

のである。以下にその概薯を述べよう。

　ます、損欠南量吃については、

re＝o．　a＋（38－o．　a）已一゜・　lsz．

b　！ar，　r2　視％・，

Lいう肉係が得られノた。：二でre。＝3．8は降爾爾始時における

流域の保湿量によって斐化するが、この保湿量ヵぐ連鰭無降萌目数

b4に支配されるという考えの下に、re。と栃必の関係を求めた結

累は、次のようであった。

　　　　　　　　　　　　　　－100一



●

　　　　　　　　　　　　一∂、！∫ご4
　　　　γ乏。＝3．8－3、6e　　　　；

　　　　t・・t：づ・広・nm／h・・

　ついて中向流出に対応する萌量V4と鮎た）よび是2乞試算的に未

ダ）たが、ますXd　についてぱ

　　　　　　　　　　　　　　　　－o，sV　　　　丘＝3．〇＋（rCt。一一　3、0♪e　　，

　　　　む：〃，　九：〃tM／hX，

二二にα。二3、“t34．　7　e’°’　／2SE°
C

　　　　s・・ち・・』・初％・

牌られた・上劫ター疏幽勧弼上リ紅おける基勧
量であって、そろときの流域の保湿状態を禾づ∵一つの指標と寿え

られる。図一3　・2ば田IZ川流均（幻19つの地啄」二赤劉レ、前述の万

　　　　　　　’｝へ＼・＿，，，

　　　　　　　＼　　　　　　「bA、．ノ

　　　　　　　　由侵川におけ力右地城の痴の値

法で択めたfe　1の値を禾レた号のであるが、二れらの
klの厳用いるL・特ダム地点に対する各矧醐力、ら

　　　　　　　　　　　　　一lel一

ノ…9

　、°ノ　N…K．1／

図一3・又
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図一3・3　由核川のる増域仁対すそ〉単位流出曲線
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の表面流出ろ単位流出曲線を砦易に哀めるこヒボできる．その給

累は図一3’34）とおりであって、降南蛋度のi貢化ヒ応じて異なっ

た単位流出量曲線が得られるわけである。なお、中向流出に対し

てはた2＝0．　007　となって、図一3・4に禾すようなただ一つの単

位図カミ得られIE。図一3・5はこKらの結東を用いて由Eil　tilの茨水

を．解新レた一例であつて、きわめて苅定すヘミき結菓イ・得られ’Zい

る。

●

（のM賦）

働

就剥値

雌但

ノ／へx

　　　79　　　　　8．　　　　　9■　6月．te55．

図一3・5由良川における適用例

　（1）　大介川

　大介川は丈介県宜石山の南麓金麟湖にその源を発し、約6k％は

両岸迫リ、河床は巨岩、転石より成る。二れよリ下流の河遁は凝

灰岩の中に形成されるθ、、その浩岸はややひらけて耕地が点在し、

東庄内村において支流を合レ、河巾は急に増大する。ついで狭向

　　　　　　　　　　　　　　一io4一



村の狭窄部をすきゐと大分平野バ履【剤し、河巾広く河菰は砂疎よ

よリ∂又る。 こオしよリブ〈タ〉・市函端でし《貿家　μ1〃ミこく≧ト流するが、　二の上

流ば由布liiと称しZメK山地篇の渓谷を流下して来るψのである。

二こで対象とレたのIM分市実田の明磧橋よリ．上流の流域であつ

て、流路延顧勺5み微流頃面積5・・2．・7κ・、tである．流髪記録ぽ

下流端ら明碩橋におい画Z　Pt1定されたψのであリ、1降南資料ぱ穴分、

長湯、幸野およひ由布院の4自記扇量観刻所’の時向萌董記i録であ

る・対象とレた出水lgr　．昭和28年6月末の梅k前線のψたらし

た豪爾による大鉄水匠あって、翼淫出水のたの最高水位か推定値

に終っているなどて備な魚がある。

　：れらの資料力、ら・ます損失南量を未めるL、相当長晴同にわ

たる前期降雨があったために、ほとんど定幣ヒなっていたと思わ

才しるので、tec　＝o．　5　”Z　％r　tレた．二如ま総萌書と総流出書t

から計算した損失総爾書を降爾継続時向で除したψのである．

次に、乙しについては、試算的に求めた緒果、由該Plの場台・と同

様にftntbev型の澱衰曲線を満定すゐ二とがわかった。丁なわち

　　　　　　　　　　　一〃、88
復二5〃十（「ヨ。－5、〃）e

●

であらわさ＊しる。ru。については、由良liiの場合・のように充貿し

た資料ボないので、はつきりしたbのは得られないが、rd。2

／グ％と’Y　b　tst象　Lレた卸Kにつ（、て侯好な結果ボ得られたu

　次に、前に述べた方法によつて為の比を求め、二れに基づいて

試算的に算出した老rl魍」或のE，1ま図一3・6に禾すようになる。また、

中向流出に対しては庵＝0．　02となった．：れを用いて、在意の降

南について穀面流出、中向流出に対する単位流出置曲線ボポめら

＼

＿tnc＿
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図一3・6　大分・lll流域とその答地beay‘　）二　Nする　f〈　；の値
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■

れるわけであつて、それを通用した例z禾す乙図一3・クのようで

ある。

　（3）木唱川上流部

　　二こでいう末留’ll上流部流域とば、末曹川本癒の永預地特で

あって、その末端は叱盤堰堤である．二のi充域の本lllぱ長野県御

嶽山（標1筒3，　063n）よリ発した王滝川であって、西南に流れて

三潮貯フK池1二入り、これから衆に流伺を要え、三缶村田声附近で

西91　Plと合・流し、南東にf司きをr更えて常墾8増i堤に」注ぐ。流域面積

tal　s5　／．〃κ％≡流路延長は祖勺3SKnである。この流域19ほ乙んと山

地であって、樹末の繁孜杖態は極めて1契i好である。：の流域のK

きな特徴2t．レては、電源圃搭が右くク、ら行なわれ、’卜規横ではあ

るが、多くの取水堰堤が築造されてきたニヒであリ、箸通の河lti

〃ような取リ扱いボできるカ、とうカ、疑周に思われる点矛ある。特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jに三絹貯水池ぱ非常に犬きく、肩効貯オく量55JZOO，　ooonの大規

模の杉ので、吉い記録にようと一洪水を完▲に貯水レた場合豹あ

り、貯水池下流の自然流量に対レZ．　elなりの要化をうたらTbり

と思われゐ．しO、しながら、実際の数値にっい之検討レてみうと、

咲水、時においては三補壇堤からの放流登は、常盤堰堤によつてつ

くられた貯水池への流入量（以後下流端流量Lいうノ1：対レて／5

％程度のψのであつて、特’こ増水時およびピ1一ク流量の付道二では、

三南壇堤ク、らの放流董ボ下流端涜量にくらべZ非酩に小さくなる

ので、三浦堰堤ヵ、らの放流量え流下時直1左考慮して下流端流垂ハ

ら差し引き、残’りの流コボ三浦堰堤から上流部を除いた残流域

（459・4knZ　2ハらり流出量であるとしてψ、乏の誤差ば非常に

小さい｛のと思われる。ただ’し、後に禾す適用例の場合ぱ、三涌

er　7／＜・池に］ういて全’…i受水を貯水レていゐので、三i南堰堤ヵ、らの放涜

はなく、したがってこの場合の誤差は0芒ある．：のようにレて、

下流」嚇流量を求め、三ケ所の南緩記録η、ら看種の値を未めてみる

と次のようになる。

　ます操失南壷にっいZは、タ寸象ヒレた出水がそれぞれ長時向に

　　　　　　　　　　　　　　一108一



にわたゐ前記降萌のあった場合訪るカ、ら、時固的には靴レな

かったlatレて・t7e・・o・8mm／＄・がボめらnた．次にr。Lにっ

いては・実測記録力、ら試算旬に

　　　　　　　　　　　　一〇．　s∂la＝∫一、（ク　十（庖o－5．0．）ど

■

び得ら初た・臨につい：は、営賓できる資料が少ないのZ・、一

般的関係を見出すことばできなOlつた水、8～〃⇔％rという値が

適合・するようである．実測記録に｛φとついて、図一3・8に禾すよ

＼〈ノ…’・4，

　　　　し
一’A
　　）’、

ノ’へ1「

　　（

　　＼＼〆＼

ぐこコ

　　　．ノ
＼《＞」＿＿一辱埠

図一一・3・8末曽川上流部流蚕と乏のる地域仁対一6一る

　　　　　　　ロ
　　　　　んの桓’

　　　　　　　　　－M9一



　　　　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
うに、各地域の炎，の値次未めらイし、彪は《久0／0とすれノは、薗含度

が筒いようでわゐ。二れらの成東左昭和よ9年4月の漢水に適用

した結果は、図一3・9のようである。

或
量

（，，e，set．）

ゆ00
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量
《口句

oo ∫0 値

、

5
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　　　、
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、
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6 修
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’　　　　4月．丙54

図一3’9　下1曽川における適用捌
●

　し4）　神流ll1

　　神流川ぱ群馬県多野郡上野対三国山（／．8。23m）にその猟を発

し、北上して同村坂下で東に流れ、を妥え、埼玉県鬼石町に之再び

北‡斤しZ、そのまま鳥川に注ぐ代穀的な羽状河川である。　こ：二で

対象とレたのぱ鬼石町若泉よリ上涜の流域であって、流路延長に

して約dOκn、涜城面積77／．／kn2の部分である．下涜榔約／0娩

を除いては」閉堤『はほと二んと見らオしす、1頃＃斤する河川の両岸水追リ

絶壁が吃立すそ）ところボ多い．琉域ぱ標高／，　00　0～／500mの山系

　　　　　　　　　　　　　　刊0一



にょって囲まれ、流域巾参極めZ／1さp劇係上、あたかう樋㊨の

鮭望レている・林栢1拙轍惇椎あつて、景上獅を除いZ
lま、ぽとんと麹秦樹林に雷われている。

　対象∠レた出水は昭和24年8月のキティ台風による多のであ

つて・涜量記録に朱備な点カミあるようであるクミ、・降南資料は五f

所の晴底「南量ξ乙録にψとつぐbのである．

　陥・吃　については、観測記i録に禾備な点ボあるために、

／dC＝3ta唐秩E疫¢＝己物％芦といラ変則的な値左禾ず結果になつ

たの乙・ごitらに腫点をおカ、ず、流出曲線の形に肉レ猿測値

L計鼻愉漣つL　lb　xaxレt・vのになるよう試篇的にん在の

値髪定める万に重点をおくことにレた。この結果、図一3．／0に禾

丁ような老「地域の冷び定められ、Az　ぱo、　0／5となった。図一

3・／！は、適用例であるが、流量の値を一致させると、上多6のよ

引二〆er．　＝　R、o　”Y／hrというイ勘ご幡になゐのz“あつて、：の二

●

←ノ、ノペ

図一3’／o神涜川流頻とその若地嫉1二対するk，の値
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図一3・〃　神流川にお〉ける適用例

●

とは流量記録が実際の流量よりかなリ！トさく看っていろf一とを禾

すじのど恩われる。

　（5）　小矢壱tl　lil

　　ころ流塀ぱギ地於全面積の46％変已めているハら、損失：レフく

さく出水バ績便のように6恩われるが、平也部は左川によって形

ばされた扇杖地であつて、カ、なリ急で一様な勾配（約％〃o）をも

ち、用水路ψ発重してい之、南水は速・ぐカ、に本川に達すろようで

ある。対象流」藪ぱホ矢部川筋西五位量水標から上流であつて・そ

の流域面積は490　Km2、流路延長は約Toκ物である。ての流域ψ

資耕に禾備な点が多く、なかでψ比軟的嗣量の記録ボ整っている

昭和ユ8年9月の／3号台風時の記録を対象とずることIcした。二

の場合ψ、〃、なリ多量の前期降南があったようであるボ、禾明の

点が少なくない。乏：で、向題と3「る一蓮1降南に対してぱ、Meお

よひご｝包　A“ともに定常に産レていたものと考え之、試算的に酩c＝

o．3ヲη％、～乏二s．・o〃％rが得られた。允の値は、扇状地

　　　　　　　　　　　　　　一112一



に対レては0．ノ∫、　山地1都は流域’面側に瑠つて北から順に0．4R、

O．　a6、　6㌧。Zム　〃．6～タ　であリ、メ…、の値はO．　O∠2となった。な

お、月召和R8年9月の出水に］直用レた結果は図一　3．／，2のようであ

つZ・観漠帷課と栢当違つているぺこれは涜域告地で多くの破

堤介あったので、全洪水次河遭を流才したと仮定した針算とは状況

を異にずるカ、らである。

　　ハ

■

重L‖

12
259

へ

い騨

勲1但

一一一一＿＿＿；一、

26日

図一3・μ　　・卜矢部い1におげる適問例

9A，1955

費3節　流出計算法の総合化

　従来の単位図宏は、経験角法則によつて、特定降南の流出曲線

から概括葡に在意降爾による流出曲煮を堆定レようとするψので

一113一



●

あって、ある特定河川について夷刻の流出曲線力、らズめた単仕図

の形状は、その河川に特肩な流出機構ならびに溌域衆件の全貌を

表わすψのEレている。この方えに抵つい（、従釆の単位図を総

合イヒしようとする場・合仁は、単位図の二、三の哲素と名千の流域

特性との粗肉を未めゐ二どによって、工学的実用牲を満足せレめ

ようとレて末た。しカ、レな斌’ら、わぶ国河川における琉出機構の

特異性と流域薯素の多様・性のために、今臼まで二の方面の研究に

ほピんと，見るべき弓のがなかった。さらに最近では、降南素件の

変動によっZ単位図が変化すべきφりと考えら杉るようになリ、

この向re　l　Ekますます繁雅さZ加えるよラにfaった。こうレた意味

で老着は前述の計算法五堤索し、種々の尊峯を満たす〔く検討を

続けてきたが1満足すべき適合性を確力、めることがで1きたので、き†

算法の総合化を試みる＝とにレた。このことば、流出計算法に含

まれゐ係教どそれに対応する流域諸穿素との栢関を未めることに

集約されるのであつて、以下に甥在家でに得られノた相関を禾レて

検討を加えよう。

　ます涜｝出計隼匡法に含・まれノる諸イ系数の中で、　流1域の〕也f〒多特イ生を老（

わす一っの指標2t．考えられるψのば品である。地形の特／性Lレて
　　　ttず牙一に向題になるのIK、南水の劾出経路、っまリ流豊の勾配

であって、：れti［出水詔録によらすと「シ実測可能な流域拳素の一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴつであり、すでに述べたようヒk’yの向に夫，OO（元ヲつの劇係が

ある乙方えられる。老r珂川につい之前遮のようにレ之試算的に求

めた存7　とそれ、1二対応す1るノーZ二との肉係を図禾すると、図一3・〃

のようになる。

　実「際に1ま同一珂川で「り、各ハ也i啄ごとの流路における組度係教そ

の他の因子の影響五受けて、二れらの関係’ik図一3・／3のように単

純なものでないよう《きあるボ、勾配に劇係づけゐ限りにおいてぱ、

き「阜法の総合化の目的にi巨レた代i薮1的な肉係を禾り「1，のといえよ

う。二れらの肉係を禾す実験式として、実測値の中周を通る直線

4）方程式を求Sクそ）と二、つきのとおりZあゐ．

　　　　　　　　　　　　　　－ll4一
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図一3・／3　R，と万二の肉係

θ

た’＝435（元＝ア （3－3－／）

　次にだ2　は中周流出に1剣するbのであゐが　ヰ川旬流出は降南微

蔑ぐそのrePtSShnlこほとんど影響されないOのと考む流域全

体につい（一値「の単位涜出曲線2〔適用レて中間流出の解析左行な

つてきた。ころ場合の単位流出曲線は従禾の意味にぢける単位図

とぱ異なリ、各分割地帯1二対する単位流出曲練の名・時聞縦距を流

域全体に亘って加算レた7yのであるカ、ら、明らカ、にその形状は流

域の面積分布および形端路延勧どの流域時催を反破レZいる．

さらに表面」売出ヒ比べてその扁平化がi箸るしいごとψ、ら考えて、

中周流出、ひいては委zの値は山地幻酩、地被状態ちよび地賃状

篤などにカ、なリ影響さtoる肋と思擁る．レカ、レ：ラレ儲尊

：秦と4フ亦目庚1を才ぎめゐこ二とこは、二とさら1二向題を繁雑イヒレ、定書百勺

にそれらの影響左…ti〈めること木できない。それで流路勾配以外の

一ll6一
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図一3ソ4　た。どノ丁の肉係

■

流域特イ生はすべて流路勾酩と何らカ1の肉係を肩し、流域諸鹿秦の

影智ボ涜路勾朗の中に総合泊3に現われ之いると夜定レ之、冷の

場合と同様に、夫2と∫τとの閲係を図禾すると図一3・14のよう

であリ、）欠の1刻イ系式次’得られた。

　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　ん＝22．q（∫〒つ　　　一一一一一…〈3－3－“）

　一力、流出解析の基礎となるベミき降爾の取扱いガ法に肉しては、

適用河川について降爾威分・の時間的変化1二肉ダる詣係教をある程度

明らカ、にすること択できたび、二／しらの諸係i数ど流域ま垣弓、二の相

関は、現在では地被状態の定量的表勇ボ禾可能であるため、一般仁，

傾伺が定牲的に求められたにすきkい。

　各河川への適用緒粟力、らみて、一般的にいえる二とをとりまとめ

ると、次の乙おりである。

　　　　　　　　　　　　　　－ll6一



■

　ノ）、　㌦、heの碕間的変化は指教曲線であらわされる。

　2戊、　挽。　にっいては、豊富な資料のある由按川ではっきりと

した関係が得られた択、他の適用河川でぱ資料ズ足のため、この

ような肉係は衣められなカ、った。しカ、レ、i直用結粟力、ら推定する

と、との河川で弓4　A2∫日以上の無降嗣日教ボあったときは、

　κあ＝ク～／P勿フんにど椥ゴ、大きな訣差は生じな口ようである。

　3）Xaの時向的夜化割合に影智を与えるeの指数（－f？’t〕のう

ち、石は0．5～0．8Z・あって、との河川で老この範囲の彰りを

採用すれば誤差ボ生じたとレて汐ノ1＼さいであろう．乏の理由は、

決水のピークに影智を与える降南ガミ生じる時周にば、大抵の場合

rσしボ定常に近くなっZおリ、ほとんビ庖cのみが米水のピーク

に影響バあると芳えて勉差し支えないカ、1））である。

　4）　r己cは、3～5『耽％　であつて、河川によってfく三きな」受動はない。

　S）厄についてぱ、その時1司的i更化の違いバ流出におよ1ます影

響はほとんと無視して差し支え、ない。従って、ほとんど陀cのみ

が周｛となる択、ごれは山1司地では0？～〃ゴ拓％グであリ、丈山

地・ぐ平含地ではノ涜つ／hr内外の値をとろようである。

　J）〈上の成果に9とついて、流域’特牲や対象とする時期の気象条

件（無降爾日教など）およひ降南の時1司的介布力、ら、腹、ピ2．省i、

た2　を1ミめゐことカミできる）ような総・含・的な庚1係オミ明らカ｜1こされレb

L、㌘2章力7節に速べた単仕図法的流出計鱒法っ総含化乞果た

す：とができゐ。すなわち、図一3・！3　および図一3・／9に禾した

肉係から対象とする流域のん、虎．　をボめれば、表面流出の各降

南彊度に対たレた単位流出量曲線、および申1司流出に対応レた単

位流出量曲線をボめる：とができるわけであって、これらによって

ヒ⑳ような降南にっいてむ、それによる涜出を自出丁ろことがで

きゐ・：の場合、与1．られた一連降爾から広、rLを介離しなけ

ればならないが、Skkのピーフに重点をおくならば、前に速べた

ように、上記のば累から1互c、rz．を推庄し、　これによって降南を

分・離す物ば、fx差なく流出を計算することカごできるようである。

　　　　　　　　　　　　－ll7一



ただレ、流出曲線形を詳細に算出する肱婁のあるときぱ、r．L、　rb

の時間的変化およびぬ。、r2・ポ肪響になるが、これらと涜或の地

被状態・ぐ地表盾の保湿状態（基遂流量によって代表される）との

園係は、全・国告地りいろいろな種類の河plにおいて、由按lllにお

けるような詳細な観測カミなされてはじのZ明らかになるのであつ

て、1く文観測施設の充実穴緊鳥に望まれるわけである、

Vl　4節　結 語

●

　ここで遂べた流出計算法の総合化ぱ、私、在．后、reを与え

られゐ資料（大担の場合ぱ地図と隣繭の時1司・hl柘である。）　から

ボめゐ方法を確立すろ二2によって、その目角を果たず二とがで

きるが、これに肉して得られた威果をまとめてみうと、次のよう

である．

　夫j、☆2については地図から来められる流路勾配と関・係づける

ことによって上記の緒果が得られた。：初らのうち、為につい之

1ま、それボ涜路り状態によっZ穴きな影響をうけるψろと思われ、

二二で適用した河川1二比へ：て非常にその河状ボ異なる河川乞除け

は、図一3・／3に禾した流路勾配との南係式次砥立するψのと汚

え．て差し支え．ない。一芳、青2については、流路のほカxに！流域4フ地、

被状態や萩土雇1が影響するψのと思われ、）ζ山地…Zその一剖に含

む×分川で111fl｝zの値が一搬的イ頃向よリ少し大きく、平地を約46

％そ含む・ト矢部川流域ではわすtlにホさくあらわれろようである。

すなわち、cPl司流出は）κ山地では一般のものよリ少レ早く急激に

流出すゐ傾伺1二あリ、平坦塘では滞溜時間カミ長いために多少緩慢

な流出をすゐという経験的事実の一端を禾しているものと思われ

る。この夫zにっいZも、よほと特殊な流域特性を彰っ河川でな

い限リ、図一3・／4に禾した劇係式ボ威立するψのと考えられる。

　次に、吃．te　についは、一般にrdi，、　re。と出水初期における

流域の状態、すなわち無降南日数や基！医流壁などとの庚1係を必尊
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とし、庖、鹿　の時向角要化ど流」威の地被状態や地表盾の

土贋との関係を明らカ、にレなけれぽならない伏、地被状態

の定量角表現が困難なために、またぽ∠んどの河川広二れ

らの劇係を把握するのに，匿阜なくわしい水文観刻を実施し

ていないために、十亦に満足すヘミき7茂果ぱ得られなカ、つた。

しかしながら、前にも速べたように、洪水のピークを対象

とする限リにおいては、九、／Zの時向的変化はそれほど

犬さな影響を与えないということボわη、ったので、ノ公、広

によつて降南を分・離してψ差レ支えないようである。これ

らの関係は、今後2gYSt！Z　Iこおける詳細な水文観刻が実施され

た結粟にψとついて、一盾明確なψのになるψのど期待し

ている。
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第4章 結 論

●

　河’りの治水利水計画り基礎となる枇量を9Utする万法∠レZ、

単位図法択わカミ国に導入されて以栗、：⇔計算法に庚1する多くの

向ff・t・’取リ上ゲられ、単位図法そ例のに躍惑詞たれだた

のであるぺ現在においてぱ、切ミ国〃ほとんどの河ll比対レZ

この単位図法が適用されているようである。こうレた現状は、単

位図法の輌る工靹意義ボいク、に大きいカほ級する泌であ

つZ・これに代るべき工学的計算法を方索することの困難さを1

禾ygの課肋る・レ・・レながら、工学醜勧状教、その
実用撚顧に高いとは・・え、従来力、らの靴酷によつ借に

高勧鞭勧つた計鱒働ご得られるわけではなく、前にmべた

ように・単位図法の根本にふれるような重犬な向題などカミ末解決

の籟鮫れいたのである．このよう餉題欲徽の臼で
あったという：どb．単イ姻法物⑭1・疑噺浸たれていた原

因の一つである犬従末の靴図xaわボ国の馴に適用した場
飢実際に助よう鯨力澗題になゐD、ということZ渕然とレな
カ、った：とZ・その原因の一つで｛よ如、Ol・t・，9わ」el，・IP．従っZ、

端計算法を一層合靴し二れ媒剛ピ乃ために五誇固
献をはつ2！　iJと把握する二と〃ミ’睡である．二うレ矯懸ら、

京栢輪賠でぱ・眼川水系妖野ダム樵よリ端髄試
蹴域とレZ・昭和26年から袖なK文観琳鯖槻、得ら

舵融憤料にIXついZ．上5醐題却縫に、雛紬綱
法”嬬に並々ならぬ努加瀦けらt｝・（・・．看右旋の一人‘t’レZ。K

い肉係をψつψのである。
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●

　　本諭文ぽニラしZ得られた由按・1・1の水文資Mを主体乙レZ、

単位回法に肉する周題点Z指摘し、二れらを解溺べき流嬬噂

法とレて、’〈？はり単位図法的計算沃がエ学的にうっとむ妥当であ

ゐこと2明らカ、にするととbに、わが国にbXける水文資料の禾備

　を克服するための流出計算法の総台・化についZ検討した結果を速

べたものである択、これを睦約すゐヒっきのよう（・　2・，．

　a3、ク／章ヒおいて’は・由Kmにおける教特固の詳細な観刻

記録を整理レ、この資料を用いて従来の単位図法にむとつく津位

図を作放し、その性搭を検封すると∠もに、わび国のよラな小規

模の河川に従禾の単位図法を遭i用レた場合の向題点を指摘レたb

たたレ」ンe2．AP・Z・ma・レの堤唱した単位図法では／日、ノインチの単

独降南が単位となつている次、わが国否はそのような出水を望む

：とぱできないので、一連降爾による出水、カ＼ら試算的に未めた単

位図を・従来の単仕図法にbとついた単位図とレた本、本嘆的に

は同じ多のであゐ。二のよラな単位図を由羨Plにおける多くの出

フKl：っいてポめてみると、出水ごとに要化するLいう結東力ぐ得ら

れた。しか診、出水の規模に応じて単位図のピー7～ズ増犬プると

と砂に前進し、一方、ピークボ減少了一るに従っZその位’置次’後1邊

？e・：の傾向は、廟や瀧曲勧告ば分への分離方法に多少
の誤差かごあっ之砂同様である。このようなi事実は、従禾の単位図

法が、その基礎となる単位図を柔めた出水にのみ適用できる二と

を和「つであつて、わボ国の河川に対レZは従釆の単位図の『シつ

機能を二ほどんと搭揮できない二とになる．：のような鰭果は、り

水’国河川の出水にっいてあらためてくわレく検討レなけれぼなら

ない二とを禾唆する1のである。

　こうレた観点ヵ、ら、才ユ章では爾水力く流域下流端に違するまで

の現象をできるだけくわレく造呆し、その結果にbとつい之わが

国の洞「川を対象∠レた場合・の合理的な流出計鱒法を提衆レと。

　すなわち、降南と流出のば介を分離iする方濱にっい之考索レ、

老三放介に介離する具体的な方法を禾レた。次に、流出固題の最
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■

初の段階である山腹緬上輪獅出につし吃検討レ、とくに複

雑な嶋緬形の取リ扱い万についZ、すべ斑緬碗勘形
に置勧る磯を堤案し・：の緬の計算の簡易化ぼ軽役劃

aKた仁ど舗摘レた．さらに、献ボ河路に流入した場合に

ついて計輪を釆レ、二れ煽出き慣法の基捌二なゐ二tを明ら

　かにした．

　　：rt・hの繰にれついZ、南水力囎面ク、ら糎下流端ぽレ

たときの下流端流量の算tl1方法を検き寸レ、これらの実用化につい

ZE察を屹た結乳雛における流出針算れして蹴図X的
計算法ボ1っと1乎当な方法である二とを確めた。さらに、従来

の戦図法にILづ〈靴図舗治の流入S．　U・いては輸の
強弱によっZそのつと担化すること弓明らカ、にレた。：のように、

弼節まての繰を実用触計算法に直re・fることカミで舗癖

eaに鞠合であるぺ実陳の瀬におし・Zは、乏励勧場とし

Z礪撚端に複雑であるη、ら、・？6Mまでの取順い髄そ
のまま応用する二とは現在のと：ろ爽用e勺と　1・・kわ撤い．そこ

で・こあよう樋縦を一括しztS慮レたWkわ輪式に？，9

つさ・流路腫点をおいた計輪としZ、靴南口単位醸当

リの靴跳董曲線を降爾鯖磯化にtuじZ9化さdる計算法
を援案した。

　t「3靴おいては・従靭流出計算法力過勧記録左i¢9L’9一

ゐたtpに過去にlhiける突要ぽ録のないn川には．その流出erg

法を飾レτ洲の祐計醜樹立する：と姪きないk．に麺
し遁おのk文資ll4SL，¢eLレ魚碗出計9X・t：ついて検討した

結票を禾レた。

　ダなわち・！）r・aSt二禾した〉硫計算法で1む二徊砿淑（k，．k，）

が定めら礼ると・任竃の降南に応じた単位ぬ出蔓曲練力ご家められ

ゐバ痴怜・力流路勾酬譜鯖劇係カミあIJ　．瀧勾鋤疎の
鞠値をfo秦レたV・・）・j二比例いそのkb例繊ψ・どの馴詞

ほとんと同じ借を禾アLいう結果が得られた。こ杉をまとめると、
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■

わ姻の翻川に対す騨位流出緩曲勧・統合的にあら挺れる

ことになるわけであっZ．鞠力、ら流路勾醜弛る＝とによつ

Z・いろいろ帷稲劇二端レた単位経聯鵬易に鍵て
烈＝れ鯛いるム9の馴のい’t’、なる驕による出水鍋去

の絃をmいないで馳で舗ことにf」こる．し肌綜ら、この

流出計算に’遣輌栖励時晒要化紗髪あつz．ご呼
化の模様を比勲情易に細らftる山maの培撚態や埴およ
ひ向ft・L　lるM・k以前の無降爾日数L関係つげるにta　．いろいろ

な種鋤ジ馴にhveる詳細鰍文資料ガ⑭勲ある．と二ろ耀
在わカく固ヒおいては：のような頁料左角する珂川於1ぎ乙んtない

状態であるカ、ら・十介に渤足すべき緒果は得られなウ、ったカミ、出

’t・　f・　e一フを対象ピする駒において1ま、隔の髄分の綱的

変化槌常にf・っているとレて、その計鮪をエe的箒の鯛

内におさめろことができゐようである。

　」ぺ上をet1・に従れ靴嚇の7k8指ra・V．二れに師
硬礎的繍を微る二どによつて、新た1・・va位離的拙端
法を提察レ・2の総合化IZ試みて7、なりの威粟を挙げそ）ことボで・

きた。K叉資粁の禾備を新える珂川の多いわが国の現状を思うと

き・河目1の治水利水計画の合理化に対レて、本研究の祇粟が寄与ダ

ゐど二ろば少なくないであろう。

以上・本徽の醜狸約して繍としたべ紗にのぞみ本
研究に陳レ終始御穂篤なる御指導を賜った東都プく学石環曝次郎教

授・ならひに有益な御助壱2いた巨いた索御穴学岩垣雄，赦授、

石勅鰍授およひ絃翻、資料糠1二励レ鮪端わった
肉係方面に対して、衷心よリ漂く感謝の意を惹する次オである。
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