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流量調査の歴史CI)

竹内俊 雄

1. 総論

(1) 本文を書くに至った動機について

ユネス コによって提唱された国際水文学10年計画(InternationalHydrolo-

gical Decade : IHD- 1965～1974年〉もいよいよ終わりに近づいて来た。

当初，この事業を始めるに当たって，われわれとしてはこの仕事をどう受け

とめるかについて多くの討論がなされた。私は私なりに次のように解釈する

ことにした。このような国際的な事業はたんなるお祭りだという人がし、るか

もしれないが，外に対してはこの機会を利用して国際技術協力を推進し，内

に対しては水文学の調査 ・研究をさらに増進すると同時に，これまでやって

来た仕事を反省する機会として捉えることは意義深いことであると考えた。

私として本文を書くにいたった動機も，やはりこの期間中に何かこの計画に

ふさわしい，あとまで残るようなものを書き残して置きたいという気もちか

らで、ある。

私はかつて建設省土木研究所に勤務していたが，その期間の大部分を現場

での「水文観測」I）につかった（写真 1, 2, 3, 4）。私がこの仕事を始め

たのは敗戦直後の混乱期であって，河川技術者にとって洪水流量を正確に観

測することは大事な仕事であるから，これはやりがし、があると自分に思L、込
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写真 1 渡瀬流量観測所，プライス 写真2 乙父流量観測所，プライス

流速計使用 流速計使用

ませ，がむしゃらに仕事に突進した。水文学において水文観測がどんな位置

にあるかなどということを考える余裕は当初はあまりなかったO 13年にわた

る神流川試験流域での観測を終え，今ご ろになって当時を省みて自分のした

仕事の意義について考えてみようという気もちになって来た。私の観測は正

確な水文資料がほしいとし、う研究目的からスター トしたもので，趣は少し異

にするが，これより30年以上も前に，先輩は日常業務と して流量調査という

調査の体系を作りあげていられたことが文献2）によりわかっナこ。わが国の水

文調査は電力部門と河川部門とがそれぞれ別の目的をもってスタート して発

展して来ており， 1つの 目を通してこれらを眺めてみようという試みもこれ

までなされていないように思われる。私は過去において，自分のした仕事の

位置づけという立場で，わが国における流量調査の歴史を調べてみることに
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写真3 渡瀬流量観測所（洪水時，流速計が使えなくなると

浮子を使用する）

写真4 渡瀬流量観測所の夜間観測
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した。わす。か50年たらずで歴史とよぶにはまだ生々 しい感じはするが，現在，

文献は各所に分散しており，ガリ版刷りのものもあり ，また文章にならない

で人聞の記憶のみに残っている ものもあり，今にしてこれらをできるだけ明

らかにしておかねば，さらに調査は困難になる ことも予想されたので，あえ

てこの仕事に着手することにした。

さらに，私が本文を書くにいたった直接の刺激剤は，アメ リカ人コルパイ

ラの論文ωである。これはアメリカにおける主として初期の流量調査の歴史

を，おびただしく多くの文献をもとにしてくわしく調べたもので，各時代時

代に調査をしなければならなかった歴史的背景までも記されているため，非

常に理解しやすい。日本にもこれに類した文献を残しておきたいと感じた。

また，この秋には水文学 300年祭がパリ で聞かれることにな っているが，

この記念講演の 3つの題目のうち， 1つに流量調査を対象としたものがあげ

られている。

“Hydrometry一~Historica l development and present trends" 

日本においては流量調査という仕事の位置は低く取り扱われているのは事

実で，こ ういう記念事業のテーマになるなどとは考えられなし、。水文学の発

達は，正確な水文資料にその基礎を置いていることは論をまたなし、。正確な

水文資料を得るための現場観測となると，このためにはどえらい努力が要求

される。地球物理の現場観測には室内実験の何百倍もの費用がかかる。この

ためには組織，測器， 方法などの整備がとくに望まれる。日本では台風来襲

時の洪水観測というのが重要課題となっているが，こ ういった非常時におけ

る水文現象を正確に把握することは至難のわざである。水文調査の体系を向

上させるためには，今後と もなすべきことは山ほどあるということを，声を

大にして訴えたいのである。

(2) 対象範囲

ここで対象とする「流量調査」とは，河川の水路のように比較的大きい断

厨の開水路で・の流量観測をさしており ，したがって，機械工学方面で取り扱

う水車，パイプの流量測定は含まなL、。次に個人があると き特殊な器械を用

いて流量を測定したというような問題を取りあげているのではなく，国のあ

る機関が国の予算を使って組織的に行なった流量調査を対象にしており，そ
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の成果が一般の人の目にふれるよう発表されたものに限っている。国といっ

ても各省が行なっている調査のうち，特定目的で短期間行なった流量調査は

とりあげていない。

以上のような立場で，日本の流量調査を歴史的に眺めてみると，これに技

術的指針を与え，体系化しようと努力した時期として次の 3つのものをあげ

ることができる。すなわち，大正初期に逓信省、の行なった水力調査，昭和12'

年に始まった逓信 ・内務 ・農林3省合同の河水統制事業調査，昭和25年から

建設省の行なった水理調査という こと になるO これらはし、ずれも，その時期

においてそれぞれの社会的な背景のもとに，流量調査の向上をはかるため画

期的な努力が担当者間でなされたことは特記すべきことである±

く3) 過去の調査の社会的背景

過去に行なわれた 3大調査はいずれも時代の要求に基づく 事業調査で，そ

の事業目的がその調査の内容にまで影響していた。たとえば初期の水力調査

では，水源地で水路式発電を行なうのに，渇水時 1,000馬力以上出る地点で

の渇水量の調査が主体で、あったので，観測地点もこの目的に沿うよう に配置

され，流量観測も洪水量を測るための高度の設備は必要がなかった。次の河

水統制事業調査では，河川の水の総合利用をダムによる流量調節により増進

しようというものであったので，渇オくから洪水まで、の全流量についての観測

が要求されたが，戦時中のため残念ながら中断された。最後の建設省の水理

調査はもともとは内務省、が受持っていた河水統制事業調査の うち水理調査を

引継いだ形からスター卜したものであるが，建設省が河川総合計画，河川工

事，河川管理なとa広い目的を実施するため河川の水文現象を正し く把握しよ

うという調査である。思想としては，前のと変わったものではなかったが，

戦後，社会の水に対する需要がずっと増大し，多目的ダム開発事業が推進さ

れて来たので，これに伴い水理調査の重要性も再認識されたようなわけであ

る。流量観測としては当然，渇水から洪水に至るまでの全流量が要求され，

同時に流量観測技術の向上に対してもたゆまざる努力がなされる ことになっ

た。こういう事業を背景として建設省では河川流量調査の休系化について本

腰を入れたのである。
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(4) 調査の評価

歴史．をただ過去の事実として認めるだけなら，それは今後の進歩のよりど

ころにはならなし、。まず評価の目を作ってその尺度を通して事実を眺めてこ

そ，そこに進歩があるものと考える。私としては過去の経験をもとにして，

調査の体系として次のような骨組を考えた。

⑧ 組織

⑥施設

＠ 器械

＠ 方法

＠ 資 料 整 理

⑦ 発表

過去の各時代での調査というものを同じ項目について検討を加え，批判し

ていこうという姿勢で臨むことにしたC

(5) 調査の方法

このような歴史を調査するには，まず当時の関係者を訪ね，どこにあるど

ういう文献を調べればよいかについて，教えを乞うのがよいのではないかと

考え，何人かの先輩を訪ねた。当然のことながら，人聞の記憶力というもの

はきわめて不確実なもので，いざとなるとやはり書かれたものが頼りになっ

Tこ。

2. 逓信省・商工省・通商産業省水力調査

(1) あらまし

流量調査とし、う仕事をわが国で一番早く体系化した官庁は，当時，水力調

査を所管していた逓信省であった。この調査は明治43年から始まったが，そ

の当時作られた「流量調査法」は残念ながらこれを参照す？ることができなか

ったので，その次の第2次水力調査の報告書として発表された『水力調査

書』2)（大正13年〉によって，その当時の調査内容をうかがうこととする。こ

の調査書には，調査地点での個々のくわしい資料がおさめられているため，

このような大冊になったのであるが，われわれはここでは資料そのものでは

なし全体的な調査の組織，測器，方法などに関心を持っているのであるか
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ら，そのうちとくに第一巻 「綱要」だけに注目することにする。この巻頭に

は，本調査を始めるにいたった当時の社会情勢が記されているので， Iそれを

要約して引用させてもらう。

「日露戦争後の経済好況の時代に入り，電気事業は急激な発展をとげる

にいたった。ここに於て逓信省は明治43年 (1910年〉臨時発電水力調査局

を設置し，我が国に於ける発電水力の調査を行い，企業者に正確な資料を

与えることを目的とした。この調査は当初5年計画であったが，財政上の

都合で3年間となり大正2年 (1913年〉に中止した。しかしやがて欧州大

戦の影響で好景気がやって来て電力に対する需要が増大して来たので，さ

きに中止した水力調査事業を復活し，大正7年 (1918年〕より 5ヶ年継続

事業として各河川で経済的に利用し得る水力地点を求め，ここの利用し得

る河川流量の調査を行い，企業者に基礎資料を提供することを目的として

145万円の経費でこの調査は始められた。J

水力調査のなかには気象，流量， 地形などの調査が含まれているが，私が

ここで取りあげたいのはそのうちの流量調査であって，水力調査のほうは時

代によって断続したが，流量調査のほうは幸い継続して行なわれて来た。こ

の流量調査が，どんな基準によって行なわれて来たかを歴史的に振り返って

みると，主なものは次の 3つになるようである。

＠ 水力調査規程（大正7年(1918年） 8月，公達第707号〉

⑥ 水力調査読本（昭和23年〉

＠ 水力調査基準（岡和36年〉

これら 3つについての説明をすることにする。

(2) 水力調査規程

この規程は今から50年以上前に作られたものであるが，現在のわれわれが

これを見てもなんら陳腐さを感じさせないすばらしいものである。結論から

いえば，この当時に流量調査業務の体系の大綱は完成したと考えてよいと思

う。その内容について各事項ごとに検討を加えてみる。

① 組織

水力調査のための新たな組織を作ったということは，当時としても画期的

なことであったに違いなし、。本省に17人， 地方局に58人の職員を配置した。
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地方局にはこの下に実務を担当する測量班を22班編成したが，この任務は河

川流量調査以外に測量その他の業務も含まれていた。費用としては5ヵ年で

約 145万円がつかわれたが，当時としては国の重点政策であったため，この

ような巨額の国費が支出されたに違いなし、。この調査を実施するにあたり，

指針となる「水力調査規程」が公布された。

②施設，器械

流量調査を行なった測水所の位置の選定は，前にも述べたように，山地で

水路式水力発電を行なった場合，渇水時 l,000馬力以上の電力が発生すると

いう条件で選ばれ，この第2次水力調査では日本各地の山地に410地点が選

ばれた。それぞれの測水所には水位標が設置され，そのうちいくつかには自

記水位計が併設された。

まず流量測定の施設であるが，場所によって次の 6種類のうちどれかを採

用した。

③仮橋 44個所

⑮公共用橋利用 28 

＠ 舟 172 

＠筏 53 

＠ 吊箱 75 

①徒渉 38 

計－ 410 

すなわち，山地河川でη流量測定にはもっぱら舟を用い，舟のつかえない

とこ ろでは吊箱 （写真 5）のための施設を整備した。測定に使用した器械と

しては，自記水位計と流速計との 2つについて考えることにする。自記水位

計は本調査では自記量水擦と記されており，その器種については次の 3種類

の名称があげられているが，台数につい・てはふれていない。

③ リシヤール型自記検潮器（内地製〉

⑥ 内務省考察横軸型

＠ 米国ガー レ一社製横軸型

現在も用いられるフランス ・リシヤール型水位計が，大正7年 (1918年〉

ころすでに日本で製作されていたようである。次の内務省考察横軸型という

のは内務省、のだれが考察したのか不詳であるが，戦前，内務省で広く用いら
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写真5 逓信省水力調査，信濃川水系梓川，奈川渡狽lj水所

（水力調査より）

れていた，いわゆるロ ーJレあるいはスグリュ ー型検潮儀（自記水位計〉とよ

ばれるもののようである。これらの器械の水位測定幅は， 3 m, 6mで，そ

れ以上は測定不能であると書いてあるところを見る と，まだ折り返し方式は

採用されていないことを示しているO

流速計については器種，台数が次のように明示されているこ

⑧森式 52台

⑥ プライス式 （電気式〉 23 

＠ プライス式（音響式〉 18 

計 93

当時は欧州大戦中で，外国からの輸入が困難になったので，国産品が使用

され改良が加えられたと記されている。森式は本調査の担当者である森忠蔵

逓信技師の考案になるもので，プライス式のカップ型と は違いスク リュー型
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で，アメリカ式ではなく ヨーロ ッパ式といえる。流速計を使用する場合に必

要な流速計検定係数を求めるため，逓信省は大正8年 (1919年〉流速計検定

所をわざわざ設置したことは記録に残されるべきことで，この施設は現在ま

でも業務が引継がれている。

③ 作 業 方 法

観測流量の精度に影響を及ぼす河川測定横断面上の水深測線，流速測線の

間隔についていちおうその規定を設けたことは注目すべきである。前者につ

いては 2m以内，後者についてはその倍の 4m以内としている。本調査では

河川上流部の川幅の比較的狭いところを対象としているので，これくらいの

値を採用することにきめたものと思われる。

流速測線上で水深方向の流速測点の間隔については， o.15～O. 30mの精密

法を採用することを原則と している。

水位観測については， 『水位観測者心得』 というものを作 り，観測上のこ

まかい指導をしている。このなかの高水時の観測の項目では，高水時毎時水

位を観測しこれを高水位表に記入して報告することを規定している。

④流量計算

これだけ充実した調査体系が示されているのに， 一番肝腎な流量計算法が

具体的に示されていないのはなぜだろうか。流速計測水野帳は示されている

が，これだけからでは区分流量の計算はわからなし、。しかし，現実には流量

は計算されていたわけで，次に述べる『流量調査読本』，『流量調査基準』で

はし、ずれも流速測線を中心に考え，この支配圏は隣りの流速測線との中間ま

でとするという方針で区分流量は計算されているので，この方法は当初から

採用されていたものと推定する。

なお，この区分流量の計算方法は，現在，建設省が水理調査で採用してい

る方法と同じである。

⑤ 発表

本調査の目的が企業者への資料提供であったので，資料の発表様式につい

ては，じつに整然ときめられていた。全体は発電水力原簿に保管されたが，

そのうち流量原簿には次のものが含まれる。

③ 測水所位置一覧表および一覧図

＠ 流量測定年表
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流量曲線図

水位流量年表

水位流量図

流況表ならびに流況曲線図

流量累年表

なお，この調査結果について特記すべきは，流量測定値をもとにして日本

河川の流況の特性，とくに渇水量につき成果を取り纏めたものが発表された

ことである。現在でも，これ以上組織的になされた研究はないと思う。

＠

④

＠

⑦

⑧

 

(3) 流量調査読本

これは商工省より阻和23年に出版された62頁のパンフレットで，その紙質

の悪さは戦後の物資不足を物語っているが，当時，国内には戦争から復興へ

の機運が強く，電力に期待された役割は重く ，そのため調査に関する指針

を取り急いで、取り纏めたものではなし、かと思う。これは既刊の『流量調査心

得』と『流量調査方法』を合本したものと記されているが，これら 2つの文

献まで遡ることは残念ながらできなかった。なお，前者は前述の『水力調査

規程』と同じものらしい。

内容としては，前記『水力調査』の規程よりいちじるしく変わったところ

も見当たらないが，主な改良点を述べる と次のようなものである。

③ 流量単位が尺からmになった。

＠ 水位流量曲線の作成についてくわしい説明をつけた。

＠ 提出すべき図，表の作成方法について解説が加えられた。

(4) 流量調査基準

①作成経過

通商産業省公益事業局，電力会社の担当者からなる作成委員が編成され，

彼らによって技術原案が作成されたが， これは昭和36年11月25日付で『流量

調査基準』と して制定（36公達第6717号大臣名〉され，この巻頭にはその作

成経過が記されているので，要約して引用させてもらう。これまですでに記

したことといささか重複する ところもあるが，ご諒承いただきたい。

「我が国に於ける発電用河川流量の調査は， 第 l次水力調査時（明治43
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～45年＝1910～1912年〉には『流量調査方法（逓信省臨時発電水力調査局

長通牒〉』により 391箇所の測水所で実施され，第2次水力調査時（大正

7～12年＝1918～1923年〉には従来の『流量調査方法』に『流量調査心得

（逓信省電気局長通牒〉』が追加されて， 410箇所の測水所で実施された。

第 3次水力調査（昭和12～16年〉は後述する河水統制事業調査に当たるわ

けであるが，この時の調査は過去の通牒に準拠して 517箇所の測水所で行

ったO この時期は戦時予算のため従来国が直接調査していた測水所を漸次

電気事業者に移管していったので，終戦時には国の直轄測水所は僅か30箇

所になった。戦後は，国自身の調査より民聞の電力会社による調査が多く

なったので，その指導と監督とに重点がおかれる状況になり，この態勢に

応ずるため既に述べた『流量調査読本』を指針として行政指導を行った。

流量調査報告書の提出については，これまでの規定では法的根拠に疑義を

生ずるものがあったので，昭和28年4月電気事業者に流量調査報告書の提

出を義務づける規則を制定したO しかしこの規則には調査そのものについ

ての規定はなしその後出された通達で、も，測水所の設置と報告書の記載

事項が規定されたのみで、あった。以上のような状況であったため，流量調

査に対する指導や監督を充分に行うことは困難であったのみならず，『流

量調査読本』の内容は渇水量の調査に重点を置いた不合理性とその後の技

術上の進歩のため全面改正を行わねばならない状況となった。従って第4

次水力調査〈昭和31～34年〉の完了をまって，昭和36年 1月25日付けで未

開発地点に対応する 638箇所に通商産業省指定測水所（直轄測定所30箇所

を含む〉の指定を実施したのを機会に流量調査基準を作成し，法的根拠を

明確にして行政指導の円滑化を計ることにしたJ。

② 内容の要約

この基準の特徴は次のようなものである。

( i ) 基準の本文とその解説とを分離し，解説のために多くの頁数をつ

いやした。

(ii) 基準は次の 6章から成り立っている。

⑧ 総則

⑮ 測水所の設置

＠ 水位の観測
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④ 流量の測定

＠ 流量調査の報告

⑦ 指導および監督

（泌） 組織については全然ふれていないが， これはすでtこ述べたように，

直轄が縮小され民間に移ったため，とく に記す必要がなくなったか

らであろう。そのかわり会社が実施している調査を国がし、かfこして

指導，監督するかということに重点がうつって来た。

(iv) 測器としては水位計，流速計の製品紹介が解説中にくわし くの つ

ている。

( v) 水深測線の間隔は 1～2m，流速測線の間隔は 2～4mときめら

れている。

(vi) 水位流量曲線の作り方については，例を用いてくわしく説明がな

さnている。

(vii) 報告書としては，次のものを所定の様式で作成し提出することに

なっている。

③ 水位観測所断面図

⑮ 流量測定年表（様式第 7)

＠ 流量曲線図（様式第 8)

④ 流量表（様式第9)

⑤ 水位流量年表（様式第10)

⑦水位流量図（様式第11)

⑧流況表（様式第12)

⑥ 流況曲線図（様式第13)

① 高水日表（様式第14)

3. 内務省・建設省流量調査

(1) 内務省

建設省の前身である内務省土木局は明治以来，利水，治水のための河川工

事を担当して来た。 明治初年は低水工事が主体であったが，明治29年 (1896

年〉には河川法が制定され，主要河川において高水工事が着手されるように

なった。明治43年 (1910年〉の大洪水に鑑み，全国的規模で河川改修計画が
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たてられ工事が実施されるようになった。

河川工事を実施するに当たり必要な調査のうち，ここで取りあげているよ

うな水位，流量の調査は工事開始とともに当然行なわれていたはずで、あるが，

現在ごのことについて体系的に記載されたものは見当たらないので，われわ

れは断片的な知識しか得ることができなし、。初期の低水工事のための水位観

測は早くから始められ，淀川｜では明治 5年 (1872年〉に量水僚が設置された

ということが記録に残っており，建設省の古い事務所では古い水位記録が保

管されている。しかし，流量資料となると，その必要が生じて来たのはずっ

と後で，洪水計画をたてるため，利水上の取水量の計画をたてるためなどの

調査の行なわれた事実は諸先輩よ り聞かされてはし、るが，現在，建設省の事

務所で古い流量記録まで保管しているところは少ないよ うである。当時はま

ずこ仕事そのものがあまり体系化されていなかったようで，流量調査の指針と

して現在残っている ものは内務省土木局『河川測量規定』だけのようであ

る。文献叫 によると，これは土木局調査課において河川調査のため制定され

たと記されてある。このなかでは流量測量は河川測量の一部として取り扱わ

れ，第 3掌は10条からなる条文で示されている。その第3条には「流量測量

は流速器または浮子を使用すベし」となっていて，流速計のことを昔は流速

器といっていたらしし、。流速汲IJ線間隔は5間ごととなっており，深浅測量の

ところの測定間隔は 5間ごととなっている。それより新しい文献日による

と，流速器は流速計，「間」は「m」に換算してlOmと修正されているが，

いっこのように変わったのかはつまびらかで、はない。

内務省、に古くからおられた田村好勝氏〔故人〉に，流量測量についての思

い出を語っていただいたので、以下に記す。

「洪水時の流速測定に浮子を使うようになったのは明治43年 (1910年〉

以降で，大正の初めころからであろう。鬼怒川ではワイヤーで繰出し式の

浮子投下器を用い， 夜間はポロに油をぬって点火したものを浮子の照明に

用いた。この方法は小貝川でも採用された。利根川の目吹のところは現在

のような橋がなかったので，ランチから浮子を投下し，岸からこの流下速

度をス トップウォッチを用いて観測した。

明治40年 (1907年〉宇治川の淀で， トラス橋の上からタ コメータ一回に

より流速を測り低水流量を求めたのを覚えている。このメ ーターは舟で引
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張って検定したO 低水流量を測るために用いたプライス流速計は，大正の

初めに外国から輸入され始めていたO 利根川の事務所は上流から尾島，栗

橋，田中にあったが，運河の入口にあった田中工区事務所でも大正のはじ

め利根川の渇水流量をときどき測っていた。多摩川でも大正7年(1918年〉

ころより夏，冬の渇水流量を測った。全川を 3日にわたって本川，支川を

徒渉法によって測定した」。

文献7）によると，内務省、はすでに明治24年 (1891年〉に琵琶湖の出 口の瀬

田川で流量を測定していたと書いてあるので，この点，田村氏の記憶と年代

が合わないところがある。なお， ここの水位標は日本でもっとも古いものの

1つで，明治7年 〔1874年〉に創設され，現在も歴史的に古いケルヴィン型

検潮儀が動いているので有名である。この文献には，明治24年（1891年） 4 

月12日以降の実測流量が示してあり，流速測定方法として流速器あるいは浮

子を用いたと説明がついているが，大部分は浮子で流速器はチェックに使わ

れたようである。われわれは流量測定の測器および方法に関心を持っている

のであるが，この論文ではとくにそれにはふれていなL、。ということは，当

時（論文のかかれた大E5年（1916年〉〉流速器または浮子を用いての流量測

定方法がすでに周知の事実であったためだろうか。残念ながらこれ以上明ら

かにすることはできなかった。また別の文献引によると雄物川で明治45年

(1912年〉に浮子を用いた流量測定のことが記されているが，これは田村さ

んの話の利根川水系での浮子観測と年代がほぼ同じである。

建設省の古い河川事務所の 1つである利根川工事事務所管内で流量観測が

始められたのは大正4年 (1915年〉ころからで，洪水時には浮子を用い，低

水時にはプライス流速計を用い，その資料の一部は印刷して取り纏められて

いるの。なまの資料をみると資料整理の作業は当時，じつにきちんと行なわ

れていたのがわかる。水位の観測値は明治37年 (1904年〉からあるが，この

観測所がし、っから自記水位計を採用したかについては明記していない。

浮子で流速を測定した場合，流量計算のもとになる河川断面積，使用した

浮子の係数までも記録として残っているものはきわめてまれである。筆者の

知っている限でりは利根川での昭和10,13( 2回）， 16, 22, 23, 24年の 7大

洪水の流量観測値を取り纏めた『7大洪水調書』が唯一の貴重な資料ではな

いかと思う。
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(2) 河水統制事業調査

昭和6年に始まった満州事変後， 日本経済は好景気に向かうようになり ，

それに伴い水需要も増大して来た。発電水力の分野では，従来の水路式では

河川の水の利用度が低いので，ダムの建設により洪水の水をためて高度利用

をはかろうとL、う時代になって来た。農業，水道，工業用水方面の水需要も

漸次増大して来た。また治水の面からもダムによる洪水調節計画が考えられ

るようになって来た。利水，治水の両方面からダム建設による総合開発計画

がとりあげられるような段階になって来たが，この際アメリカのTVA計画

も大いに参考にされたとのことである。このような水総合開発事業を当時は

「河水統制事業」 とよんでいたが，今から考えるとその呼称がなんとなく ピ

ンと来ない感じがしないでもなし、。当時は国をあげて戦時態勢下に入ってい

たので，すべてが経済統制の傘下にあった。戦力増強の一端を河川流量もに

なわなければならなかったことは，当時としては当然のことで，「河水」と

f統制」とし、う言葉をむすび、つけた新造語がで、きたのだと私は考えるo 今に

して考えれば，河水の多目的利用とい う意味の言葉と して解釈してよいので

はなかろうか。

こういう社会的背景の下に，昭和12年より「河水統制事業調査」が実施さ

れるに至った。この調査の特徴は逓信，内務，農林の3省が協調してダムに

よる開発のための事業調査を行なったことで，各省、は重複をさけるよう連絡

しつつ同じ方式で調査を行なった。

この調査は3省で、行なわれたので，それぞれの省が発表した資料について

調べないとわからない。逓信省は前述の第3次水力調査がこれに当たり， 河

水を総合利用するという立場から治水，利水の両目的を持った河水統制事業

もこの水力調査の対象と したと記されている。逆にいうと，河水統制事業調

査だからといって特別の扱いはせず，これまでの水力調査の一環として処理

したというふうに見られる。農林省については河水統制事業調査に関する資

料を残念ながら見出すことはできなかった。

内務省、の関係したこの調査について発表された文献10),11), 12), 13), 14), 15）はい

くつか見られる。ここではこの調査にたずさわられた新家義雄氏に当時の模

様を語っていただくことにする。

「この事業調査のための予算は昭和12年度にはじめて通ったが，初年度
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は逓信省25万円，内務省25万円，農林省10万円で，この額を現在の物価に

換算すると 1,000倍以上にもなり，総計6億円（現在に換算〉もの調査費

がついたということは政府がし、かにこの事業に力を入れていたかがわかる

であろう。内務省と しては初年度‘に引続き昭和13,14年と同額の25万円が

続いたが，間和15,16年となると戦争の影響も出て来たため額もへり ，し

だし、に仕事もやりにくくなり， H百和17, 18年となると全体調査のうち水理

調査しかできなくなり，初め期待されたこの事業調査はしりつぼみの形で

終わってしまう結果になった。

この調査が始まった当時，各省はどの程度河川流量調査について実演が

あったかを調べてみる。まず逓信省、は第2次水力調査はすでに終わったが，

調査項目のなかで流量調査は継続しているところであった。内務省におい

ては直轄河川について河川流量調査を行なって来たが，これは水位観測が

主体であって，流量については主と して洪水時浮子による流量測定を行な

い，低水流量も ときどき測っていると ころもあったが，年間を通じて日常‘

業務と して流量観測を行なうような態勢にはなっていなかったようであ

る。農林省においてはその出先機関によって必要に応じ調査が行なわれて

いたようである。これまで各省はそれぞれの目的で流量調査を行なって来

たが，戦時体制下に入ったので水の高度利用と治水とを考えた河川総合開

発事業すなわちダム建設を目的と した事業調査を 3省が協同して行なう

「河水統制事業調査」の費目がたてられるに至ったのであった。

調査の対象となった河川数は 140であったが，第 1期調査としてはその

うち63河川がとりあげられた。3省の聞で、主たる分担がきめられ，内務省、

はこのうち37河川の調査を担当した。分担したといっても例を利根川にと

ると，上流部は逓信省，中 ・下流部は内務省 ・農林省と 1つの河川でも上

流から下流までで3省が入りまじったところもあった。

内務省、は所管37河川のうち，主要河川すなわち利根川，阿武隈川および

阿賀野川，木曾川， 淀川の 4つを本省の直轄と し，その他については出先

機関である土木出張所 （現在の建設省地方建設局に当たる〉調査課河水統

制係をして担当せしめた。

内務省の本省では河水統制の仕事は土木局第一技術課の担当で，本来の

任務である直轄河川，発電水力，水道の係のほかに新たに「河水統制」の
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係が増設されることになったc この係のなかで上記4河川についてそれぞ

れ4人の担当者がきめられた。これら 4つの河川に対しては現地に直轄事

務所を設置し，所長 l名そのほか3名，計4名の定員を配置し事務所を整

備した。この事務所に対しては当時は賛沢品であった小型車〈ダットサン〉

を配車し， 調査のためのポーリング機械，観測器械である自記雨量計，自

記水位計などを本省で一括購入して分配した。

事業調査の内容としては水理調査， 地形地質調査，利用状況調査の 3つ

が含まれていた。ここで問題にしているのはそのうちの水理調査であるが，

これは雨量（蒸発量を含む〉，水位，流量の3つの観測から成り立ってい

た。この調査を開始するに先だち，調査をどのようにすすめていったらよ

いかとしヴ指針を示す調査要綱が作られ，これを受けて観測所設置要綱，

観測心得，野帳までこまかく調査内容が規定された。これを作るに際して

は，このときすでに存在していた規定，たとえば逓信省の水力調査規程な

どが参考にされた。

水；因調査の成果の取り纏めは，本省直轄分については4事務所，その他

のものについては，各出張所河水統制係が責任をもった。本省に送られた

資料は，そのまま印刷に付され，『流量年表』，『雨量年表』として 刊行さ

れた。間和12年よ りのこの発表方式は，現在の水理調査の時代でも引継が

れているが，これは当初良い基礎が作られたからである。

その後，戦争はしだいにはげしくなって来たので，この事業調査は初期

の目的はなかなか達せられなくなったが，それでもかなりの成果は得られ

た。ダムを築造して河川流量の利用度をあげるということはむずかしくな

って来たので，既存の湖すなわち十和田湖，諏訪湖，琵琶湖などについて

はその流量の高度利用が考えられ，戦力増強に役立てられた。また戦争に

は間に合わなかったが，この事業調査で手がけられ戦争後に完成したもの

があり ，それは錦川，相撲川，北上川などのダム建設である。

内務省、においては， この調査が戦後も断絶することなく今日まで残って

きたのは幸いであった。敗戦後，内務省は占領政策により解体され，建設

院という中間過程を経て昭和23年建設省へと看板は変わっていった。われ

われがここでとりあげている水理調査は昭和21,22年はそのままの名称で

残り ，それ以後は経済安定本部の支配を受ける時代もあった。大蔵省＼占
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領軍司令部のなかにも水理調査の重要さを認識してくれる人がし、た。アメ

リカ ・ジオ ロジカル ・サーベイの仕事の内容が紹介され，アメリカ ・スチ

プンス社の長期巻自記水位計の資料が入手されたのもこの時代であった。

戦後の混乱期をぶじ通りぬけて，昭和25年この事業調査費の項目は行政部

費のなかで「水理調査」という項目となってぶじ独立することにまでなっ

たが，これは幾多の先輩の努力が実ったからである」。

(3) 水理調査

建設省が河川計画で工事 ・管理など多目的のため直轄河川において現在行

なっている水文調査をとくに「水理調査」とよんでおり，これは固有名詞で

あって普通名詞ではない。

前節で述べたように， 流量調査を主体とする戦前の 「河水統制事業調査」

は戦後もしばらく残ったが，これは事業調査であったので，かような基礎調

査は永続的な予算項目にすべきであるとの考えから，建設省ではいろいろ努

力をして，間和25年から行政部費のなかに「水理調査」とい う費目が設定さ

れるにいたった。これは内容からいうと雨量，水位， 流量などの調査である

から，「水文調査」といったほうが適当であるが，この費目が創設されたと

きにはまだ「水文」とし、う言葉は一般に用いられていなかった。またこの名

称は，元祖である河水統制事業調査のなかの 3本の柱のなかの言葉をそのま

ま受継いだもので内容的にもこの水理調査の継承なので，現在でもそのまま

この名称をつかっているというのが実状のようである。

さて，建設省と しては 「水理調査」とし、う新たな予算がついたので調査の

指針というものを作ろうということになり，問和26年この目的のために作ら

れたのが『水理調査基準要綱』である。これは前の河水統制事業調査の規程

を参照して作ったようであって，雨量，水位，流量につき次の 7章からでき

ており，個条書きになっている。

( i ) 水理調査事務取扱要綱

(ii) 雨量観測所設置要項

(iii) 雨量観測員心得

(iv) 水位観測所設置要項

(v) 水位観測員心得
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(vi) 流量観測所設置要項

(vii) 流量観測心得

現場の事務所が地方建設局へ提出すべき流量資料としては，次の 8つが要

求された。

( i ) 流量観測所平面図および横断面図

(ii) 流量観測年表

(iii) 流量表

(iv) 流量曲線図

(v) 水位，流量年表

(vi) 水位流量図

(vii) 流況表

(viii）流況曲線図

また，地方建設局から本省河川局へ提出すべきものとしては，次の 6つが

要求された。

( i ) 雨雪量年表

(ii) 気温年表

(iii) 蒸発量年表

(iv) 水位年表

(v) 流量年表

(vi) 洪水表

この基準要綱は短期間に急いで作られたものではあったが，内容は豊富で

あった。しかし，このなかには運営上の規定と技術的な方法とが混在してい

ることに気がつく。規定は一度きめれば当分変更しなくてもよい性質のもの

であるが，技術的なものは日進月歩すべき性質のものであるから，必要に応

じ変更できるような取扱いにしておくほうが好ましし、。よって，全体を運営

上の規定と技術的な方法のものとに分類し，前者は次官通達の取扱いにし，

後者は変更手続きの容易な取扱いにしようということになった。

基準要綱を眺めてみて，次に何を始めるべきかについて論じたが，このな

かで主体をなすものは流量調査であるから，その技術的方法を示す『流量観

測解説』がいいのではなし、かということになった。この解説書は昭和26年か

ら同27年まで本省，土木研究所，関東地方建設局が原案を作成し，他の地方
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建設局の意見を徴し検討を加え，わかりやすい形に取り纏めたものであっ

て，次の 5章からなっている。

( i ) 低水流量観測

(ii) 低水流量計算方法

(iii) 高水流量観測

(iv) 高水流量計算方法

( v) 整理方法

この内容の特徴をあげると，次のようなものであるc

(a) 技術的な問題で実験によりたしかめられるものについては，できる

だけその裏付けとなるような調査 ・研究を行なうことにしたが，この

ことは本解説書の一大特色といえよう。

(b) 各項目ごとに本文と解説とを分け，本文は枠で囲み問題点のありか

をはっきりさせた。

( c) 対象流量をその多さによって高水と低水とに分け，それぞれにつき

観測，計算，整理の方法を具体的に示したc

( d) 流量観測において流量精度に影響を及ぼす要素として，水深および

流速測線間隔を従来より重視することにしたc 低水流量観測の場合，

流量の誤差を10%以内におさえたいと思えば，流速測線間隔は少なく

とも河幅の10～15%以内にし， 水深測線間隔は流速のそれの半分以内

にする必要があると規定した。

かように水深および流速測線数をふやすと，従来の流量観測より時

聞がかかり過ぎるのではないかと懸念されるかもしれないが，その代

わり流速測線上では2点法あるいは 1点法を採用し精密法は採用しな

いことにより，時聞を短縮するよう努力すれば結局，全時聞はのびな

いはずになっている。

高水観測では流況が刻々変わるため，流量の精度を論ずることはむ

ずかしいので，浮子測線間隔についての大まかな規定しか作れなかっ

.....－~ 

れ」。

( e) 河川横断面を通る全流量は，測線で分割した区分流量の和として求

められる。一流速測線が隣りの流速測線に対して及ぼす影響力をどの

ように仮定するかによって，いろいろ区分流量の計算方法は考えられ
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るが16にここでは代表的な 3種類をとり出し検討したが，そのうち精

度のもっともよいと考えられる方法をここでは採用することにした。

(£) 高水観測に使用する浮子は従来いろいろな長さのものが用いられて

来たが，ここでは 5種類にきめてしまい，しかもこれらの浮子を使用

する水深の範図を指定し， それぞれの水深の範囲に対して浮子の係数

は一定値をとることにした17）。

過去の観測資料を見ると，水深，浮子の長さ，使用した浮子の係数

に関する記事がほとんどない。浮子に関する記事さえ明らかにしてお

けば将来知識が向上して浮子の係数を変更しようと思った場合に計算

が可能になるからである。

(g) 低水流量観測の野帳の様式をきめたが，これは観測と同時に計算帳

をも兼ねた。

(h) 水位流量曲線の分離の重要さを力説した。また水位流量曲線の作成

の方法を例によって示した。

間和28年流量調査解説ができ上がったが，その後 1年間半，筆者はアメリ

カに留学したので仕事を休んだ。昭和31年水理調査の体系化の仕事をふたた

び開始するに当たり，その骨組として次のようなものを考えた。

( i ) 設置

(ii) 観測［心得

l野帳

(iii) 資料整理 ［読取心得

i計算用紙

l表示

(iv) 管理［見回報告書

l台帳

最初に作られた『流量調査解説」は，上記の骨組の上では観測心得と計算

用紙とがこれに当たり，全体計画の一部先取りであったc次に何をつづけて

始めるかについて議論したところ，今日現在でも現場作業は続行しているわ

けで，これを 1つの体系の軌道に 1日も早くのせるためには，第一線で使っ

ている観測野帳を早く作るべきだとの意見に達した。試案と していくつか提

案されたが，最終的には 1つの型式にまとめられた。簡単にすぐできるとい
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うので雨量，水位の観測心得が作られた。ついで資料整理方式，見回報告書・，

台帳様式をきめる作業を行なった。これらはし、ずれも複写の便利さを考えて

透明用紙にした。さらにこの様式への記入例も作った。上記の骨組からいっ

てこれまで手をつけてないものに施設があるが，これについては規定という

より代表的なものについて実例図集を作ろうという話しになっていた。こと

に浮子投下器については，もっともよく用いられているものの図面をのせて

作ろうということであった。読取心得についてはガリ版の原案ができたまま

である。水理調査の体系化の作業クりレープのメンバーも10年たつとかなり交

代してしまい昭和38年ころから会合も聞かれなくなった。これまでの成果を

取り握めておこうということになり，昭和41年になって『水文観測業務規程』

が次官通達で出され，これがL、ちおうのくぎりをつけたことになった。

以上の作業を年代順に並べてみると，次のようになる。

間和25年 「水理調査」行政部費で認められる。

昭和26年水理調査基準要綱

昭和28年流量調査解説

昭和32年河川砂防技術基準（第 1～4章〉

昭和33年水理調査の体系化の再検討

田和34年観測野帳

回和35年様式

回和37年観測心得，計算例

阻和41年水文観測業務規程

成果をもう少しくわしく，観測，資料整理，管理とし寸分類に従って整理

してみると次のよう になる。

( i ) 運営的なもの－ －－－－－…・・…水文観測業務規程

(ii) 技術的なもの ⑥ 観 測 f雨量観測心得

l水位観測心得

｜流量調査解説

1 ITT Ji: II! ill! ff II< 
水位観測野帳

流量観測（低水，浮子，精密〉野帳

測量野帳
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⑥ 資料整理 ／流量調査解説

｜高水流量計算例（浮子観測〉

（水位流量観測計算…て

位況，流況計算表作成要領

＠管 理 （観測所見回処置指針

観測所見回報告書〔雨量，水位，

流量〉

雨量観測所台帳記入例

水位流量観測所台帳記入例

上記個々の成果について，概略を次に説明する。

①水文観測業務規程（昭和41年〉

建設省の水理調査は，現在これによって運営されている。これは繰り返し

述べたように，全水文観測作業のうち技術的なものを除いた運営的なものだ

けを集めた業務規程で，報告業務を明確にする目的で作られたものであり，

次の 8章より成る。

( i ) 総則

(ii) 観測所の設置

（溢） 観測

（副 委託観測

(v) 報告および報告の保管

(vi) 指導および監督

(vii) 観測所の維持および管理

(viii） 雑則

観測所においては，規定の台帳様式によって次のものを整記しておかねば

ならないことになっている。

( i) 観測所位置

(ii) 施設配置図

（記） 施設構造図

(iv) 観測器械および施設

け） 観測所写真

(vi) 観測員
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(vii) 観測所横断面図一覧表

(viii） 統計資料

(ix) 水準点記録

工事事務所の報告すべきものは次のとおりである。

( i ) 時刻水位旬表

(ii) 日；水位年表

(iii) 日水位年図

(iv) 位況計算表

(v) 観測流量表

(vi) H 〆Q図

(vii) 水位流量曲線図

(viii) 水位流量曲線計算書

‘（ix) 水位流量表

(x) 時刻流量旬表

(xi) 日流量年表

(xii) 日流量年図

(xiii）流況計算書

（氾v) 流量計算書（浮子〉

(xv) 断面積計算書

(xvi）横断面図

(xvii）年水位状況

(xviii）年流量状況

何かの目的で過去の流量を再検討しようということがある。この場合，流

量観測所の断面の資料が必要であるが，これまでの整理方法ではあると ころ

から先はわからなくなることがよくあった。したがって，はじめからその計

算の過程を 1つの形式にきめて しまい，だれにで、もわかるような形で資料と

して残しておこうというのが，この調査体系のねらいである。このためには，

観測野帳とい う第一線からそうし寸形式で資料がと られるような体系に作ら

れるよう努力したつもりである。

②観測心得

雨量，水位について観測員の心得を記したパンフレ ットを作った。
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③ 観観野帳

観測野帳は観測の触覚の記録部であると考え，その作成には細心の注意を

払った。種類としては雨量，水位，流量〈低水，高水，精密〉河川横断測量

の6種類を作成した。大きさはB6版のポケット版とし，各野帳の表紙は色

別とした。使用後の保管するのに厚表紙はかさばるだけで不要になることを

考慮に入れ，表紙と中身とは分離できるようにした。各野帳についてと くに

配慮した点は次のとおりである。

( i ) 雨量 ー普通雨量計を用いて雨量観測をする場合，雨量析の目盛りの

読取の間違いがおこ らないような観測野帳を作ろうと意図した。雨量の間違

いのうちこの間違いが一番大きくきいてくるので，これを除くため作業中頭

のなかに覚え込ませることはしないで，毎回野帳にそのよみを記録し，あと

でもチェックできる方式をとることとした。氷結した場合加える湯の量も記

録がとれるような欄を作った。

(ii) 水位．水位標のよみは出水時，水面の動揺がはげしいのが普通であ

るので，最大，最小のよみをそのまま記入できる欄を作った。

(iii) 流量 ：低水流量については，観測が終わりしだし、その野帳で計算で

きるような様式にしてある。一流速測線の支配面積は両隣のそれとの中間ま

でとしているので， 区分流量が計算しやすいように欄を半行ずらした形をと

っているのが特徴である。

この野帳の使用法であるが，まず断面の水深を測るのであるが，毎回 2度

測って平均を求める。次に 1つおきにとった水深測線を流速測線とし，この

上で流速を測る。この場合， 2点法あるいは 1点法により流速を測定するが，

ここでも 2回測定を行なう。流速測線の受持つ区分断面はその測線をはさん

で両側にあるので，それぞれで、断面を計算し加算する。最後の列に区分流量

の値が記入され，これらを累加して全流量が求まるとし、う計算様式である。

高水流量については，観測野帳に観測値のみを記入し，流量計算は別に定

められた様式を使って行なう。

④ 「水位流量観測計算例について」（悶和36年 5月〕

これは水位と流量との報告の作成について， 実例をもって説明したもので

ある。

流量については，まず観測流量を整理し水位流量曲線を作成するのである
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が，H-v奇図で、整理する場合について実例で、説明しである。水位流量曲線

の形がきまれば，必要とする区間の水位流量表を作成し，これに時刻水位旬

表の水位の値をあてはめると，時刻流量の値が得られ，流量旬表ができあが

る。

⑤ 「高水流量計算例」〈浮子観測〉（昭和39年 6月〉

現在の流量観測では高水時，流速計がつかえなくなると浮子による流速測

定に移るわけであるが，高水時の水深は測定できないのが普通であるから，

洪水量計算に用いる断面積は推定値を用いるより致し方なし、。洪水前後に流

量観測地点での河川横断面を測定し，その うち大きいほうを高水中の断面と

仮定して流量を計算しているのが実状であるが，この作業に合わせた様式を

｛乍っTこ。

高水流量計算で、もっとも手聞をとるのは，各水位に対する断面計算で，従

来は各様な方式で計算されていたが，それではチェックするのはたいへんで

あった。だれがしても同じになるためには， 一定の計算様式を作ればよいわ

けで，断面計算のための様式を作り，これを用いた計算実例を示すことにし

マ駒

山』O

＠ 「位況、流況計算表作成要領」（昭和36年〉

位況，流況の計算方法を実例を用いてその計算法を示したものである。

⑦ 「観測所見回処置指針」〔昭和37年〉

良好な水文観測を行なうためには，観測所の維持管理を日ごろよ りよく行

なうことが必要である。観測所を見回った際に，ただ漠然と見て来るのでは

大事な点を見落とすおそれがある。見回員がおちどなく見回ること ができ

て，またどうし、う処置をしたかということが監督者にわかるよ うな表を作ろ

うと考えたのが，次の2種類の報告書であるO

＠ 水位観測所見回報告書

⑮ 流量観測所見回報告書

③ 「水位流量観測所台帳記入例」〈昭和39年 6月〉

台帳の記入の仕方を様式に例で示して説明したものである。観測所に関し，

水文資料を除くすべての情報がこのなかに記入されるこ とを目的として作ら

れたものである。
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①様式

流量計算，資料整理，管理のための計算，報告，台帳などの用紙はすべて

一定の形式のものに統一しよ うと考え，一連の水研様式なるものをきめた。

記入事項の配置をどうするかについての検討のためには，多くの時聞がつい

やされ現在の形にきまったわけで、ある。部門としては雨量，水位，流量，台

帳の 4種があり， 36種類の様式が作られた。

最後に観測器械について述べる。水文観測器械はその種類が多く，それぞ

れについて「器械取扱心得」を用意すべきであるが，製品を購入したときに

ついて来るメーカーの説明書に頼っているのが現状である。プライス流速計

についてはそういうものも見当たらなかったので，「プライス流速計の取扱

い方」（昭和37年〉とし、うノfンブレット 18）を作った。使用後行なうべき流速

計の掃除，故障の発見についても図解でくわしく説明した。

器械の改良については，われわれはおおいに関心を持ち努力した。雨量計

で問題になるのは，山地に設置し長期間人間の見回れない長期巻自記雨量計

であるが，この10年閉めぎましい進歩をみせ，やっと安定した製品が得られ

るようになったが，これは気象庁という，この測器を専管とする官庁があっ

たからだと思う。ところが，自記水位計となると利用者が各方面に分かれて

いたため，その機運は立ち遅れていた。利用者の意向をとりまとめて長期巻

自記水位計の規格品として作られたのが水研型自記水位計19）であって，これ

はこの水理調査の体系化時代に生れた産物である。

将来の問題としてとりあげたいのは洪水流速計である。筆者もこのための

試作，研究におびただしい時間と労力をついやした経験があるが，なみたい

ていの努力では，われわれの望む洪水流速計の完成は不可能だということだ

けは事実のようである。

昭和38年，筆者はアメリカに出張し，水文観測分野における測器の試作研

究の傾向を調べたところ，超音波流速計とレーダ一雨量計であることを知っ

た。帰国後この点を力説L，建設省でもこの研究を重要テーマとしてとりあ

げていた。

岡和35年より同44年までの10年間で，水文測器の研究のため建設省の研究

補助金を受けた研究題目を次に示す。そのうちいくつかは，水理調査の体系

化の仕事をつづけている聞に，その裏付けとして測器の研究を行なったもの



44 

に対して補助されたものである。

昭和35年標準型日巻自記水位計の試作研究〔水型61型日巻白記水位

計〕

昭和36年標準型長期巻自記水位計の試作研究〔水型62型長期巻自記水

位計〉

昭和37年標準遠隔水位計の試作研究（A/D変換器〉

昭和38年 (1）気泡式自記水位計の試作研究

II (2) 水位計算の記録紙の自動読取機の試作研究

昭和40年 デジタル型自記水位計の試作研究

昭和41年 (1) デジタル型自記水位計の試作研究（継続〉

II (2) レーダーによる降雨観測に関する研究

昭和42年超音波流速計の実用化に関する研究

昭和43年 (1) 降雨常数PRの簡易読取装置の研究

(2）超音波流速計の流量測定への応用に関する研究

昭和44年 自記水位計付属ダンパの試作研究

4. その他

(1) 農林省、林野庁

林野庁にとって，森林が治水および水源油養にどのような機能を持ってい

るかを把握していることは大事なことであり，このため試験地における水文

観測が昔から行なわれて来た。流域上流の水源地に試験地を設置して，森林

の流出に及ぼす影響を調べるための現場試験の歴史は古く，明治37年 (1904

年〉にさかのぼる。ここでは雨量と同時に流量の観測が主として竹を用いて

行なわれ，現在でも水文観測の行なわれているものは林業試験場に所属する

6試験地であるO 流域は0.03～19知12のように狭いので， 竹あるいは試験水

路を用いて測定する流量はそんなに大きいものではない。試験地での昭和12

年より同33年までの日流量の観測値が『森林理水試験地観測報告20)JIに示さ

れているが，これは水文学の研究上貴重な資料で、ある。

(2) 東京大学林学科

東京大学林学科所管の愛知演習林では，森林の流出に及ぼす影響を調べる
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ため，試験地を用いての研究を行なっている。試験地は3つあり，いずれも

竹を用いて流量を測定している。

(3) 経済企画庁国土調査課

ここからは昭和28年に「水調査」に関する法令が出されたことがある。技

術的なことは 『水基本調査作業規程』に示されているが，この作成に当たっ

ては当時各省の関係のある規定が参照され，また各省、に依託した調査も行な

われた。雨量観測所の密度の例としてよくあげられる磯原地区での観測は気

象庁がこの調査の一環として行なったものであった。

この規程は企画庁による水基本調査のため作られたもので，この調査は昭

和35年で終了した。

5. 結語

(1） 歴史的発展過程について

流量調査の歴史を，調査という佐事を体系だてる立場からみていくと，次

の3つの調査が画期的であったと考える。

( i ) 水力調査

(ii) 河水統制事業調査

（溢） 水理調査

第 lの水力調査で，日本でのこ ういった広範囲の現場調査業務の体系はだ

いたいで‘きあがっていたと考えてよし、っ第2の調査は， 3省、が協調して同じ

方式で水理調査をしたことに意義があり，しかもこれは多目的開発事業調査

であったことも重要なことである。第3では調査の体系を近代化することに

特徴がある。

(2) とくに「水理調査」 について

「7］＼.理調査」の体系化の仕事については，筆者も関係させてもらったので

本文ではくわしく 書いてしまった。水理調査の問題点についてはわれわれの

作業ク・ループでほとんど討議しつくされ，可能な限りの解決法は考えられた

と思う。 このグループでは単に討議したのではな く，い くつかの間題点につ

いてはとくに調査研究を行なった。解説，心得などを書く場合の態度と して，
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常に具体的なことと精神訓話とを意識的に区別したことである。何よりも特

記したいのは，このグループはメンバーは交代したが約10年も続き，その間

じつに愉快に仕事ができたことである。

なお，一言ここでおことわり したいことは，本文の表題は流量調査である

のに関連して，雨量，水位の観測がちょくちょく顔を出したところがあった

が，広い水文観測の一環として入って来たわけで，お見ぐるしいところはご

容赦いただきたい。

(3) 将来の方向

歴史を調べるのは回顧趣味のためではなく前進のためなのであるから，こ

の分野の将来の展望について私見を述べる。

① 省力化

アメリカの例をみるまでもなく，観測の省力化は今後と もますます進ませ

ねばならないであろう。そのためにはーにも二にも機械化，測器の改良が要

求されることになろう。資料整理については，すでにコンビュータの導入が

みられている。

② 洪水流速計の試作

流量観測の問題といえば，洪水流量観測の精度をあげることで，洪水流速

計および水深計の試作研究を今後の重点課題としてとりあげてほしし、。国際

的にみて高速洪水流速を観測しなければならないのは非常に限られた国だけ

であって，日本も国際的に寄与するという立場からもこの研究にぜひのり出

してほしいと考える。

(4) 取水量の的確な把握

河川の観測流量として発表されている資料のなかに，その観測所より上流

地点で人為的に取水されているにもかかわらずなんらその修正も加えないで

発表されているもの，取水されている旨さえことわらないものがある。低水

流量の観測では，このことがとくに問題になるが，高水時には影響が小さく

なる。取水量を正確におさえることは，その地点数が多かったり，その時間

的変動がはげしかったりすると，現実には非常にむずかしいことではあろう

が，たとえば地形的に可能な地点で積算流量計をつけるなどして，少しでも
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技術的な解決法を考えていただきたし、。

(5〕謝辞

わが国の流量調査の仕事は開始以来80年もの歴史があるこ とがわかった。

この仕事は同一作業の繰返しが多く ，一見無味乾燥にみえるため，とかく軽

視されがちで、はあるが，この仕事の持つ意義の重要さを認識して今日までこ

の仕一事を支えて来られた先駆者，先輩，関係者に対して万腔の感謝をささげ

るものである。暴風時，どしゃぶりのなかをぬれねずみになって観測に従事

された方，自記紙の記録をこつこつと読み取られた方，単調な計算に意欲を

失なわず仕事を続けられた方，こういったじみな測器の開発に情熱をもって

あたられた方，これらの方々の尊い努力の結品をわれわれは受けついだので

あり，この財産を次の世代へ，無事にバトンタッチする義務がわれわれには

ある。

担当された仕事を記録と して書き残されたものが，現在貴重な文献と して

残っており ，筆者もその恩恵に裕させていただいたことをここに記し， 心か

ら謝意を表するものである。
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