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流量仮定型不定流計算法による不定流計算
利根川を事例として一一 (II) 
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m.利根川中下流域への適用

1. 検討の進め方

II. における検討を通して 支派川が複合的にシステムを成している河川の

計算は，それらを単一河川に分解し，総合化して計算を進めることができるこ

とを見てきた。以下においては，栗橋から下流の利根川水系システムの解析を

通して，流量仮定型不定流計算法の単一河川群の集合体をなす河川システムへ

の適用性を検討する。次の事項が，検討の課題となる。

① 単一河川の計算を拡張して，河川システムへの拡張が円滑にいくことを確

認する。

② 必要な場合に，上流端与件を水位与件で行うことができることを確認す

る。

③ 本川と江戸川との関係をいかに構成するかが栗橋下、流の利根川水系システ

ムの眼目である。江戸川の計算を上流端水位与件で行うことによって，対

応する上流端流量を算出し，本川水位との関係付けを行うことによって，

本川との分流の関係を作り得るかどうか検討する。

④ 初期流量を小流量にすると計算できない場合がある。これに対し，初期流

量を大きくすると，境界条件をも変化させざるを得ない。この場合，観測

水文諸量を通してその影響範囲を調べて，河川システム全体への影響を調

べる。

⑤ 遊水調節池を一次元不定流計算に取り扱う場合. II. 6.3)の取扱いの適

用性を実際河川で調べる。

上述の①と②は. II. において検討してきたことである。このことを実際河

川に適用することによって，使い易さを調べる。③は，利根川水系を扱う場合

避けて通れないことである。本川からの分流メカニズムを解明するためには，

模型実験や二次元解析を行うことが求められるが，これに対し江戸川流頭付近

や下流の複数地点で行われている観測値を用いることによって，一次元不定流

計算法によって簡便的に行うことも水系全体を把握するためには必要なことで

ある。④は，河川システムとして複合河川を扱う場合，支川によっては流量が

増加していない。小流量で不等流計算を行うと，水面形が急変して，小さい流
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量の水位が大きい流量の水位よりも大きくなる場合がある。このような計算上

の現象が不定流計算において生起すると，計算不能に至る。その場合は，実際

の流量よりも大きい初期流量を与え， したがって境界条件も変更して計算せざ

るを得ない。このような場合の影響を明確にすることが必要で、ある。このこと

が分明になれば， リアルタイムの洪水予警報を行う場合にも利便がある。⑥に

ついては，遊水調節池を含まない区間の検討を十分に行うことによって，全体

の河川システムの計算において 検討を行い得るように試みる。

本文では平成13年 9月出水を中心に述べる。

2. 検討諸条件の設定

不定流計算は，断面特性の設定，粗度係数の設定を行い，初期条件並びに境

界条件を設定して行われる。

1) 検討諾河川の河川関係の設定

利根川水系の栗橋下流域を構成する河川を，単一河川群の集合体として，

図-5のような河川システムと捉える。本1111 ，支)112，派1111 ，遊水調節池

3の河川である。本川が6結節点で分割されて 7の単一河川となるため，それ

に支派J113が加わって単一河川数は10になる。この水系に対して，単一河川の

形態を成している河道Xと河道IX，i可道四及び河道 Iを計算して，次に栗橋か

ら菅生遊水調節池の結節点になる K5結節点までの河道VIと刊の関係を解明す

る。その後に，遊水調節池を含む区間全てを対象に広げ，河川システム全体を

計算していく道筋が考えられる。鬼怒川と小貝川については，下位の支川まで

は踏み込まない。流量観測所の配置をも考慮して 鬼怒川は川島水位観測所

四

vn 

X 

K4 
図 5 利根川栗橋下流の河川システムの構成
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29 星畑 i 流量仮定型不定流計算法による不定流計算 (II)

利根川 J30_5km横断固の近似
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断面形状近似の事例(利根川130.5km)

。-200 

図-6

(46. 19km)下流区間，小貝川は黒子流量観測所 (60.43km)下流区聞を対象

区間とする。

2) 断面特性データ

断面特性は. II. 3.の断面諸量の設定に記述した断面分割法に基づいて設

定した。使用した断面特性は，利根川上流河川区間は平成16年2月測量，利根

川下流河川区間は平成10年測量，江戸川河川区間は平成15年測量，鬼怒川は平

成14年6月測量，小貝川は平成14年3月測量によるものである。

代表例を掲げると図-6の通りである。図には 測量形状とその近似形状を

記載している。

計算の断面区間間隔は，河川によって変化させた。最も河床勾配の大きい鬼

怒川は 1km間隔とし他河川は概ね 2km間隔とし，利根川下流布川の狭窄

部や水位観測所近辺においては，観測値と比較しやすいように計算区間を変化

させた。

粗度係数は，低水路と高水敷に分けて設定し不定流計算結果を観測結果に

近付くように修正していった。

3) 江戸川をめぐる水文観測状況

江戸川流頭部関宿水間門の位置においてどのような現象が生じているか。そ

水利科学 No.334 2013 
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図 7 江戸川流頭における時間水位図と水頭損失の例

のことは，江戸川分派点上流の本川利根関宿及び分派点下流の北関宿と江戸川

の流頭部の西関宿の水位21)の関係を見ると推察することができる。それらの代

表として，図-7平成13年 9月出水の北関宿と西関宿の 2観測所の水位とその

水位差を掲げている。第 l軸には，各観測水位を掲げ，北関宿と西関宿の水位

差は第 2軸による。水位差は，北関宿の水位が標高で12mを超えた付近で顕

著になり始め，本川が水位上昇した後， 12mに戻った所で納まっている。水

位差がつき始めて，一時的に1.2m程度の差が付いた後，水位差が減じてその

後O.6m~ 1. Om程度の水位差が続いている。平成10年代の他の出水について

も検討したが，概ね同様な形態を呈している。

江戸川筋の主要観測所の時間水位図を図-8に掲げる。図には，北関宿と西

関宿の水位差をも併記している。流頭部において，急激な水頭損失を生じてい

るけれども，西関宿より下流の水位波形は そのような影響を感じさせない滑

らかな水位変化を呈している。

江戸川では，これらの水位観測と共に，西関宿，宝珠花，野田，流山等にお

いて，流量観測が行われている。国土交通省のホームページ・水文水質データ

ベース21)に掲げられているそれらデータを図-9に掲げる。第 l軸に利根川筋

の利根関宿，第 2軸に江戸川筋の観測値を示す。江戸川筋の流量は，概ね分流

比25%程度であることが分かる。

これらの観測値は，江戸川流頭部に存している関宿水間門並びに越流堤にか

水利科学 No.334 2013 



18 

16 

14 

標 12

高 10
水

イ立 8 

8 6 

4 

d ‘〉

。

星畑 流量仮定型不定流計1):法による不定流計算 (II) 31 

1.400 

1.200 一一一北関宿

{
倍
花

開

珠

田

山

戸

西

宝

野

涜

松

一一一一一
水
位
差

B

n

u

n

u

n

u

n

v

 

n

u

n

u

n

U

A

U
 

0

8

6

4

 

1
ム

円

u

n

u

n

u

0.200 一宇一可動上

ーーー妙典

一喝ー北一西
0.000 

図 8 平成13年9月出水観測江戸川時間水位図
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図 9 平成13年9月出水観測江戸川時間流量図

かわる現象が表われているものである。利根川 と江戸川を繋ぎ合わせて，一体

として複合河川 として不定流計算を行うためには，図-7に表われている現象

を利根川側の水文諸量と江戸川側の水文諸量によって表現する必要がある。一

方，図- 8と図- 9に表された江戸川の観測値に対して，江戸川を単一河川と

する不定流計算を実施することによって，江戸川の洪水現象を再現する こと は

容易なように考えられる。 II.5.で記述 した上流端(西関宿の観測)水位を

与件とする不定流計算を実施して途中の観測値と比較検証することによっ

水利科学 NO.334 2013 
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表-1 利根川諸河川における主要観測所一覧表

観測所名 位置 km 観測所名 位置 km

栗橋 130.39 西関宿 58.41 

利根関宿 123.80 宝珠花 50.50 

北関宿 120.82 
江

野田 39.03 

芽吹橋 104. 12 戸 流山 27.68 

取手 85.30 
111 松戸 19.58 

手リ
押付 78. 50 可動堰上 3.47 

根 布川 76.53 妙典 0.08 

111 
須賀 66.64 

黒子 60.43 
新川 58.30 

上郷 42. 72 
金江津 54. 71 

小員川
横利根 40.08 

水海道
29.50 

太田新田 16.55 貝
川又 28.00 

銚子 0.71 JII 文巻 7.45 

川島 46.19 中郷 5. 16 
鬼

平方 37.20 戸田井 0.50 

怒 鎌庭 27.34 

JII 鬼怒川
10.95 

水海道

て，観測値の再現と粗度係数の検証を行うことができる。これによって，江戸

川上流端である西関宿水位に対応する西関宿流量が算定される。この流量が算

定できると，利根川側の分派点の水位との関係から水位分流量曲線を作成する

ことによって利根川と江戸川を結びつけることができる。

4) 利根川諸河川の観測所について

利根川には多くの水位観測所や流量観測所が設置されている。これら観測所

において，平常時から洪水時における水位や流量を観測することによって，適

切な河川管理を行っている。これらの観測値は，国土交通省のホームページに

水文水質データベースとして公開されている。小文においては，不定流計算を

行うにあたって，これら水文水質データベースの値を境界条件として，あるい

は計算値との比較データとして用いることとする。小文に使用する主要観測所

とその河口あるいは合流点からの位置 kmを表一 I利根川諸河川における主要

観測所一覧表に掲げる。

水利科学 No.334 2013 
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3. 単一河川による諸河川の洪水流の再現

1) 江戸川洪水流の再現

江戸川洪水流の再現は. 2.3) に述べた理由から，上流端を水位与件で、行う

ことが望ましい。計算は，境界条件を上流端を西関宿観測水位，下流端を行徳

可動堰上流側水位として，概ね 2kmおきの25断面を用いて行った。

図-10平成13年 9月江戸川時間水位図(計算観測比較図)は，粗度係数を

種々変化させて，観測値に計算値を概ね合致させたものである。凡例に示す通

り，図中で，観測値は観測所の和名で表し，計算値には観測所の和名の後ろに

caを付して西関 ca(西関宿の略)等と書いている(以下の図も同様である。)。

なお，計算値の箇所名は観測箇所に近い計算箇所にその名前を冠している。粗

度係数は， 39km上流を低水路0.04，高水敷O.05， 23. 5km上流を0.033，

0.045， 21. 5km下流を0.03，0.039としたものである。江戸川の計画に用いら

れている粗度係数22)は， 19.5km上流は低水路，高水敷共に0.025，下流は

0.02であるから大幅に大きいものである。西関宿は，与件として与えたもので

あるため合致している。宝珠花，野田及び流山もほぼ等しい。松戸地点がやや

差異が大きい。
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図 10 平成13年 9月江戸川時間水位計算観測比較図
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図 11平成13年 9月江戸川時間流量図には，西関宿，野固ならびに流山の観

測と計算を比較している。この図では，西関宿と流山は，観測値と計算値の差

が大きいが，野田は観測と計算がほぼ等しい。観測値の聞にはやや低減が認め

られるが，計算流量にはほとんど低減が認められない。

観測値と計算値の各時間別の水位と流量の相関をとって，水位流量曲線を作

成して比較すると図 12である。図によると，計算値の水位流量曲線は西関宿

地点も含めて 3観測所ともに上昇時と下降時の水位と流量の関係が異なるルー

プを描いているが，観測値の方は一意的であり，下降時の曲線に近似してい
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図一13 西関宿計算流量を用いた北関宿水位分流量曲線

る。

ここで算定された西関宿計算流量と北関宿観測水位との関係を結びつける

と利根川から江戸川への分流の状況を把握することができる。この関係を図

示すると，図 13の通りである。

分流量を累乗曲線で近似すると以下の通りである。

Q分流量=0.0096H北関宿4.3附 ，R2=0.9877 

この関係を用いて，栗橋下流の利根川河川システムのシミュレーションを行

うこととする。

2) 鬼怒川洪水流の再現

単一河川としての鬼怒川の検討は，上流端を水位与件として，上流端川島

(46. 19km)から鬼怒川水海道 (10.95km)聞で行った。鬼怒川合流点付近に

高野水位観測所が存在しているが，欠測状態である。計算に用いた粗度係数

は， 38kmより上流は低水路0.03，高水敷0.04，それより下流は低水路0.032，

高水敷0.04を用いた。計算は，平成13年 9月10日I時から開始したが， 1.検

討の進め方で述べた初期条件設定の問題が生じた。その時刻の平方地点の観測

流量は126m3/sであったが， 200m3/s以下の流量では計算不安定が生じたた

め，最小流量を200m3/sで計算を行った。どの時点で観測値に近付くかが懸案

である。
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平成13年 9月出水に対して，観測値と計算値を比較すると，時間水位は図-

14，時間流量については図 15の通りである。凡例は1) と同様で、ある。

図-15を見ると，平方観測値は下流の水海道の計算値よりやや遅れている

が，波形及びピーク高さは川島及び水海道両地点の計算流量波形と酷似してい

る。鬼怒川水海道の計算値は 川島計算値とほとんど変化しないで、時間的にや

や遅れている。計算値の上ではほとんど河道低減は認められない。

水位比較図-14において，計算初期の立ち上がり部において計算値が高いの

は，前述した初期条件と境界条件の設定からくる問題である。立ち上がり部で

大きい境界条件を与えたことは，その後の観測と計算の波形により早期に解消
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図 16 鬼怒川観測l値と計算値の水位流量曲線図

されていることが認められる。

上流端川島と平方について，各時間の水位計算値と流量計算値の相関をとっ

て，水位流量曲線を描くと図一16の通りである。

平方においては，上昇時の曲線と下降時の曲線はほとんど変化が無いものと

認められる。計算値の曲線も一意的であり 観測の曲線とほぼ等しい。鬼怒川

水海道については観測の曲線は一意的であるが，計算の曲線はループを描いて

いる。水海道の観測時間流量図と計算を比較すると，上昇時の曲線に近似して

いるように見受けられる。

この図一16に川島の計算水位と計算流量の関係を併記している。川島は，平

方の上流に位置していて，水位と流量の関係は一意的な曲線を呈している。

この川島地点について，設定した粗度係数を用いて不等流計算を行い，川島

地点の水位流量曲線を算出して同図に併記したのが川島不等流である。ほとん

ど不定流計算の結果と合致することが認められる。不定流計算結果の時間水位

と時間流量の関係が一意的な曲線を呈する場合，その曲線は一意的な関係を示

す不等流計算結果による水位流量曲線と等しいことが推察できる。不定流計算

結果に基づく水位流量曲線と不等流計算結果による水位流量曲線が同じ曲線を

呈するという関係を広く認めることができると，上流端の与件流量を与えるこ

とが容易になるものと期待される。
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図-17 小貝川時間水位観測値と計算値比較図

3) 小貝川洪水流の再現

小貝川については，上流端を黒子観測所 (50.43km)とし下流端を利根川

との合流点の押付観測所とし，上流端水位与件による単一河川の検討を行う。

計算区間間隔は，概ね 2km間隔で行う。計:算に用いた粗度係数は， 7kmより

下流は低水路0.025，高水敷0.03，それより上流は低水路0.03，高水敷0.04を

用いた。

平成13年 9月出水に対して，図-17観測時間水位と計算時間水位の比較図を

見ると，黒子水位は立ち上がり部を除いて合致している。立ち上がりについて

は，鬼怒川の場合と同じで，観測流量22m3jsに対して50m3jsで計算したもの

である。上郷と川又は，ピーク以降の下がりが早い。中郷と戸田井は，下流端

与件に近い。

流量波形比較を省略して，黒子地点の観測値の水位流量曲線と計算結果で、あ

る時間水位と時間流量の相関図として水位流量曲線を描くと，図 18小員川黒

子地点水位流量曲線比較図の通りである。観測値と計算値は小流量時と大流量

時が等しく，途中時の観測流量値は最大で約 3割大きい。観測値はループを描

いていないが，計算値はループを描くことが認められる。上流端の観測と計算

の再現性は良好であるので¥全体システムに使用する黒子の境界条件として

は，水位与件による単一河川計算により算定された黒子地点の計算流量を用い

るものとする。
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図一18 小貝川黒子地点観測・計算水位流量曲線比較図

表 2 利根川下流域粗度係数一覧表

4) 小員川合流点下流の利根川下流区間の洪水流の再現

850 

小貝川合流点下流は，合流する支)11は全て水門や排水機で接続されているた

め，洪水流の流下現象に影響することが少なく，単一河川として取り扱うこと

が可能で、ある。上流端を押付 (78.5km) ，下流端を銚子 (0.71km) として単

一河川としての計算を行い，布川地点の観測流量と比較して，粗度係数の検証

を行った。

計算を行うために設定した粗度係数は，表-2の通りである。

観測値と計算値との検証は概ね良好に行われたが，観測値と計算値の水位流

量曲線を比較すると，図 19の通りである。観測値は，ループを描いておら

ず，計算値の水位流量曲線と比較すると，下降時の関係を示しているように捉

えられる。

5) 栗橋~芽吹橋聞の再現

栗橋 (130.39km)から芽吹橋 (104.12km)聞には，江戸川への分流という

難闘が存在している。しかし本章1)の江戸川の再現で求めた北関宿から江
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図 20 栗橋~芽吹橋間，観測j計算時間水位比較図

戸川への分流量曲線を用いると 栗橋から芽吹橋の聞は上流端与件水位と下流

端与件水位を与えることによって 単一河川と同様に計算することができる。

下流端として芽吹橋を選んだのは，図 5に示したようにその下流には遊水調

節池が存在するためである。計算区間間隔は，概ね 2km間隔である。

計算のために設定した粗度係数は，全区間の値として低水路0.031，高水敷

0.039である。

観測値と言k算値を比較すると 時間水位は図-20 時間流量については図一
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21の通りである。時間水位図 20を見ると，与件水位である栗橋観測所と芽吹

橋観測所の聞に観測値と計算値の比較に用いることができる利根関宿観測所と

北関宿観測所がある。北関宿については，計算値がやや小さい値であるが，

ぼ一致している。利根関宿は，計算値が大分低い。

時間流量図-21を見ると，栗橋と北関宿地点はほぼ近いものであるが，利根

関宿地点はやや離れている。上記4観測所の観測と計算結果の水位流量曲線

図 22の通りである。作図の関係上，北関宿の観測及び、計算の図は水位か
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ら7メートルヲ|いて描いている。観測と計算の図が ほぼ同様の傾向を描いて

いる。特に，上昇時と下降時の曲線が大きいループを描いている芽吹橋観測所

の観測と計算の曲線が相似していることは驚くほどである。

6) まとめ

栗橋下流の利根川を形成する河川システムに対して，利根川本川筋の芽吹橋

から押付の区間と鬼怒川の鬼怒川水海道から利根川合流点の区間を除いて，支

川を有していない単一河川の形態として 上流端を水位与件とする条件で個別

河川の流下過程を概ね再現することができた。概ね再現することができたとさ

れる粗度係数をもとにして，遊水調節池を含む栗橋下流の全利根川水系システ

ムに近付くための第一近似の粗度係数が求められたものと考えられる。それら

の値を整理すると，表-3の通りである。

鬼怒川上流端川島地点は，一意的な水位流量曲線を形成することができた。

検証された粗度係数を基にすると，不等流計算結果による水位流量曲線を用い

ることによって，概ね妥当とされる上流端流量を与えることが可能と考えられ

る。小貝川の上流端黒子においては，水位流量曲線はループを形成している。

ここにおいては，検証された粗度係数を用いた水位与件計算により算出された

表-3 利根川水系システムの計算使用粗度係数一覧表

利根川|

区間 km 1~18. 5 20~38 40~54. 5 56~83. 5 
85.5~ 103. 5~ 

102.5 130.5 

低水路 0.015 0.013 0.016 0.022 0.024 0.031 

高水敷 0.025 0.025 0.025 0.025 0.033 0.039 

小貝川 鬼怒川

区間 km 。~6 7~43 45~60.43 0~37 37~45. 65 

低水路 0.025 0.03 0.03 0.032 0.03 

高水敷 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 

江戸川

区間 km ~21. 5 23. 5~37 39~59. 5 

低水路 0.03 0.033 0.04 

高水敷 0.039 0.045 0.05 
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上流端流量が，概ね妥当な上流端流量となると考えられる。

初期条件流量を実際に生起している流量より大きい値を与えたことについて

は，一つの解決策を試みたものであるが，今後事例を重ねることが必要であ

る。

小貝川合流点下流の利根川本川についても 概ね洪水流の再現ができた。こ

の再現と全体河川システムの再現とが，同様な関係であることが期待される。

栗橋と芽吹橋聞に，江戸川を単一河川として計算で求めた江戸川流頭部流量

と関係付けた水位分流量曲線を用いて，本)11と江戸川との分流の関係を自動計

算できる形に表現することができた。

4. 栗橋下流全川システムの形成

1) 栗橋下流全川システムの計算フロー

ここで，図-5利根川栗橋下流の河川システムの構成に示すようにモデル化

した栗橋下流の利根川全川の不定流計算を考える。はじめに，複合河川システ

ムの形成の流れを整理する。計算のフローを図示すると，図 23の通りであ

る。図中. TNは計算総時間数. KNは結節点の数. M Mは上流端水位与件の

場合に流量を仮定して上流端水位が安定するに要する繰り返し回数. KMは誤

差が許容誤差を満足しない場合に計算を切り上げて次時点に進む回数である。

計算は，計算対象全領域に対して趨勢により次時点流量を仮定すること，下

流端与件水位により全領域の水位を計算すること.2地点2時点の連続条件を

検証すること，満足しない場合に全領域の次時点流量を再仮定することにより

行う。

計算対象地点全領域に対する水位計算過程と流量再仮定過程に対するサブル

ーティンを作成することによって システム形成を容易にすることができる。

2) 全体システム再現のための境界条件の設定

単一河)11の洪水流の再現と粗度係数の検証においては，上流端を水位与件と

して計算した。河川システムの計算においては，本川上流端のみを水位与件と

し，他の上流端境界条件は単一河川計算を反映した流量与件を用いた。

鬼怒川川島地点については，上流端水位流量曲線はルーフ。を描かなかった。

また，上流端の水位流量曲線は不等流計算結果による水位流量曲線とほぼ合致

するものであった。ここでは，川島地点の上流端流量与件として，不等流計算
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断面特性と粗度係数の設定

下流端境界条件をもとに全領域の次時点水位を計算する

全領域の 2地点2時点の値は許容誤差以内か

NO 

全領域の次時点流量を再仮定する

図 23 栗橋下流利根川全川システムの計算フロー図

による水位流量曲線によって川島観測水位から算定した流量を用いるものとす

る。

小員川黒子地点流量は，ループを描いている。黒子流量については，単一河

川計算により求めた上流端計算流量が小員川としてバランスの良い流量と考え

られる。その値を上流端与件流量とする。残された上流端与件箇所は，栗橋の

みである。栗橋については，水位与件により与えるものとする。江戸川の上流

端流量は，水位分派量曲線を用いて算出するものとする。

3) 平成13年 9月出水の再現

計算に使用する粗度係数としては， 4.6)まとめで表示した表-3の値を用

いる。検証していない芽吹橋から押付間の粗度係数も同表に掲げている。
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図-24は利根川本川筋の時間水位について，観測と全川システムモデルによ

る計算を比較したものである。栗橋から河口に至る約130km区間の洪水流下

現象が，概ね良く近似している。図-25は，江戸川の水位についての比較であ

る。西関宿の観測値と計算値がほぼ近似している。宝珠花と松戸の計算水位が

観測値より高いが，野田と流山は合致している。鬼怒川については，単一河川

としての計算は鬼怒川水海道を下流端として検証していた。その下流の低水路

粗度係数は，上流と同じ0.032を用いた。図-26の鬼怒川筋時間水位比較図を

見ると，上流端川島の観測水位と計算水位は初期時点で差異があるが，その後

は完全に合致している。不等流計算結果の水位流量曲線を用いることの妥当性

が示されている。初期条件のことについては単一河川の検討において論じた

が，全体システムの計算においても踏襲した，初期条件及び立ち上がり部分の

境界条件の影響は，ピーク付近には及んでいないと認められる。鬼怒川水海道

の計算と観測では，計算値がやや低い。

小貝川の計算結果は，単一河川の結果と同じである。図示を省略する。単一

河川においては，上流端水位与件と下流端押付水位で、計算を行ったが，今回は
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図 27 平成13年 9月観測計算時間流量比較図(利根川，江戸川)

全体システムの中で上流端与件は，単一河川の計算結果の黒子計算流量を用い

て，全体の中での合致の程度を確かめることとした。

流量波形について検討する。図-27は 利根川と江戸川の流量比較図であ

る。栗橋流量から芽吹橋については，単一河川の場合の図-20とほぼ同様で、あ

る。取手と布川の観測値と計算値の比較については，立ち上がり部は計算値の

方が大きく，ピーク付近では一致している。布川については， 3.4)小員川合

流点下流の単一河川の例で検討した結果として，図-18水位流量曲線比較を掲

げている。この図-27に小貝川合流点下流利根川本川筋の単一河川計算の布川

流量波形を入れた場合，全体システム計算の布川と一致するかどうかが注目さ

れる。錯綜している図であるが，全体計算である布川 caと布川 ca単を比較す

ると，単一河川の布川 ca単がやや大きいがほとんど等しいことがわかる。

ここで，図-23と図-27を総合した利根川本川筋の観測と計算の水位流量曲

線の比較を行う。この図-28には，布川地点の単一河川計算のものも併記して
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図 28 平成13年 9月出水栗橋下流利根川本川筋観測・計算水位流量曲線比較図

いる。この図を見ると，栗橋をはじめとして北関宿，芽吹橋，取手，布川の 5

観測所の観測と計算のピーク流量はほとんど等しい。栗橋は上昇時と下降時も

ほぼ近い値であるが，北関宿と芽吹橋は観測値の上昇時と下降時の流量の変化

が大きい。取手と布川の観測値は，ループを措いておらず計算値の下降時の曲

線と近似している。布川の単一河川計算の水位流量曲線は，全体システム計算

の曲線とほぼ等しい。

上述の比較検討を通して，粗度係数が検証されている場合，単一河川計算に

より算出された流量波形は，全体システムによる流量とほぼ等しいものと捉え

ることができる。ということは，断面形状と粗度係数が大きく変化しない場合

は，計算流量は観測流量に準じた流量として役立つものと考えることができ

る。

江戸川については，西関宿と野田の単一河川の計算値と全体の計算値を利根

川流量比較図に併記した。西関宿と野田の単一河川計算と全体計算結果は， 5

%程度の差で合致している。

鬼怒川と小貝川については，流量比較図を省略する。

ここまで、触れて来なかった遊水調節池の調節状況を見る。図-29は田中，官

生遊水調節池の計算越流量である。田中と菅生両調節池は，全期間を通して完

全越流である。菅生がピークで340m3/s，田中が120m3/sでこの洪水において
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計算による利根川中流域遊水調節池の水位状況

は影響が大きいもので、は無かった。調節池の計算結果と観測値の比較は，図

30遊水調節池の水位状況を見ると まず調節池の外水位は非常に合致してい

る。遊水調節池への越流量については，池内水位によって比較することができ

る。菅生の池内水位は途中からしか記録が無いが，計算値と良く近似してい

る。田中については，青山池内水位観測値と田中池内水位の 2観測所があり，

両観測値は等しい。計算値は，観測値に比べて約 2m低い。今後事例を重ね

ていくことが必要で、ある。

本計算においては，各地点の粗度係数を低水路と高水敷に分けて与えた。そ
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図 31 平成13年 9月出水におけるピーク付近の粗度係数縦断図

の流下過程において，各地点の断面平均の粗度係数はどのような値であった

か。

図-31は，計算開始から41時点目・本川上流部が概ねピークに達している頃

の断面平均粗度係数を縦断的に表示したものである。図には，各地点の低水路

粗度係数を併記している。図を見ると，本川筋の粗度係数が縦断的に大変大き

な差異があることが見受けられる。江戸川の粗度係数は高い値を示している。

このように，河川全体の粗度係数を傭搬することは大事なことである。

本検討においては，できる限り水位波形や流量波形について，観測値と計算

値を近付けてきた。粗度係数については，低水路と高水敷という大雑把な分け

方をしてきた。検討は，全てのエネルギー損失を断面平均的な摩擦損失として

t~t屋しているものである。

5. まとめ 利根川の洪水流を読み解く不定流解析

栗橋下流で合流する支川鬼怒川・小貝川と派川江戸川を含めた利根川の洪水

流の流下過程を，流量仮定型と称する不定流計算法を用いて追跡した。不定流

計算を行って洪水流を再現し，河道の粗度係数を検証していくということは，

利根川という河川とその洪水流を読み解いて行くという過程である。

営々として水位観測を積み重ね，流量観測態勢を整えてきたが，これらの成果

を不定流計算に取り込むことによって総合的に洪水流を理解することができる。
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支川等が無い単一河川区間を抽出すると，設定した粗度係数に対して，上流

端と下流端でフk位波形を与件として その聞の洪水流の流下状況を把握・認識

できる。不定流計算を行うときは，粗度係数は既知で、あるとして設定して行う

のであるが，本来は粗度係数というのは隠れた存在である。不定流計算結果と

して算出される計算流量波形が現地で観測された流量観測波形と近似している

ときに，設定した粗度係数が，河道の状態を表すこととなる。

河川を管理するものは，現実の粗度係数が計画したものと近似したものであ

るかということを常に確認していかねばならない。これが不定流計算を行う第

一の必要性である。

単一河川区間の解析により粗度係数を把握した後，システムをなしている複

合河川の不定流計算が，その延長線上に同様な手続きを経て計算される。複雑

な河川システムは，単一河川区間とそれらを結ぶ結節点の組み合わせに分解で

きること，そして単一河川区間の計算と結節点の計算を繰り返すことによって

一般河川の計算を行うことができることを確かめることができた。

洪水流を再現することができると，主要地点の計算時間水位値と計算時間流

量値の相闘をとることによって，水位流量曲線を作成することができる。この

曲線は，河川各地点の水位に応じて流下させることができる能力を示し，その

地点での疎通能力を把握することができる重要なものである。

河川管理の場において重要なものでありながらも 水位流量曲線を作成する

ことは容易なことではない。本研究において，多くの箇所について，水文水質

データベースの結果を用いて観測と計算の水位流量曲線の比較を行ったが，観

測結果はループを描くものになっていない。水位波形の再現性が良いので，洪

水の上昇期と下降期の関係は計算結果に近いものと考えられる。いずれにして

も，元の観測データに戻って観測値の検討を行う必要がある。

不定流計算を行うと，支川や派川を有する河川において，その合流量や分流

量を具体的に把握することができる。

生起した洪水で経験した漏水等危機の状態が，過去の洪水の被災水位や洪水

位の継続時間とどのような相関を有しているのか。既往の洪水流との比較評価

がしやすくなると考えられる。

一洪水に対して，観測値を計算値と比較評価することが行われると，他の洪

水がどのような流下過程を辿ったかということに考えが向かう。ここでは他洪

水の再現を行うことができなかったが，他の洪水流がほぼ同じ粗度係数を呈す
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るかどうかは重要な問題である。

本研究では，河川システムの検討の前に あるいは並行して単一河川区間の

計算を行った。この計算を通して，勾配が急な河川では，不定流計算の水位流

量曲線が一意的に定まり，その曲線は不等流計算結果による水位流量曲線とほ

ぼ等しいことを再確認することができた。このことは，上流端の境界条件とし

ての流量を与える上でメリットがある。

複合河川の不定流計算を行う場合，洪水流の立ち上がり時間に差異があり，

流量が少ない河川がある。このような場合 初期流量が小さいと計算できない

場合がある。本研究では，その具体的な解決法として実際よりやや大きい流量

で出発するのが，全体的な洪水流の流下現象に大きな影響を生じさせることな

く，計算を進めることができることを示した。

リアルタイムで洪水予警報を行う場合 ある仮想の状態から始めて，実際現

象と交差させながら洪水流下現象を追跡することが必要と考えられるが，初期

条件と境界条件を実際の洪水流とすり付けながら設定する事例は，他の洪水事

例で検討を深めることが望まれる。

このような縦断的な流下現象を多くの洪水について見ると，河川管理の諸課

題を視覚的に把握することができる。

河川及び洪水流を読み解くという観点から，検討してきた事項を振り返っ

た。流量仮定型不定流計算法と称する計算法は 各地点における前時点から今

時点に至る趨勢をもとに次時点の全ての地点の流量を仮定するという，具体の

計算を組織的に進めることができる手法であり，安定した計算が行われるとい

うことを示すことができた。 1次元解析法によっても洪水流の流下現象の解明

に役立つことが理解できる。

最近は流量観測技術が目覚ましい進歩をしている。流量観測の過程で河床の

観測も行われている23)。ここで、行ったものは 洪水期間中河道の形状が変化し

ないとしたものである。粗度係数も変化しないものと扱っている。増水期と減

水期の観測と計算の違いを見ると，粗度係数等の変化にも着目しなければなら

ない。そのような現象に踏み込んで行くには，観測データの積み上げと不定流

計算事例の積み上げが求められる。今後様々な洪水現象に適用して，河川管

理に役立つことが期待される。
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N. 計算法について

1. 計算プログラム

計算言語は公開されている Microsoftの VisualStudio2008 Express 

Profesional Edition対応の VisualBasicを用いている24)。長く Excelマクロを

用いた Excel表計算で不定流計算を行っていたのであるが， Excelマクロを使

用すると， Excelの仕様が変更されるとそれに伴って計算時聞が大幅に変動し

て長時間を要するようになるため，コンパイラ言語である VisualBasic 2008を

用いることとした。 VisualBasicは改訂を重ねているが， Visual Studio 2008対

応のものはコンパイラであり，あらかじめまとめて機械語に翻訳してプログラ

ムファイルを出力するものであるため，飛躍的な速度向上が期待できる。

計算機は， DELL Inspiron 1545 Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU， 

2.4GHzを使用した。ここで行った栗橋下流全水系を対象とした I本川， 2支

川， 1派川モデル， 3遊水調節池からなる対象河川全体で176断面， 72時間の計

算に要する時間は，約800秒である。

2. 計算データ

計算の基本は，計算に使用するデータのインプットである。図一15の計算フ

ロー図に示した下記のデータ

① 本川と支川，派川及び遊水調節池との繋がりの表現

② 各断面への断面特性及び、粗度係数の設定

③ 遊水調節池の断面条件の設定

④ 各断面への初期条件の設定

⑤ 境界条件の設定

をExcelSheet一枚にインプットして，これを VisualBasicのプログラムと関

連付けてプログラムに読み込み，計算結果を関連付けした ExcelSheetsにア

ウトプットする。データ管理を考えると当然のことであるが，①の本川と支派

川の関連付けを行うことと，②の水系全体の断面を統ーした断面番号にするこ

とにより，データの入力が容易になった。 Excelのマクロでプログラムしてい

たときは，表計算システムの特徴から計算時間数に相当する ExcelSheetsを
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用意する必要があった。しかし VisualBasicに変更してからは一枚の Sheet

にデータを集約できることでデータ管理が容易になった。計算目標とする全体

的な河川システムに対応する断面全てを②の断面特性にインプットしておくこ

とにより，①で本]11と支川等との繋がりを規定すると，その繋がりに応じたデ

ータを抽出してさまざまな河川状況に対して同じデータ群を用いて計算を行う

ことができる。 Eで行った単一河川の計算と全体システムの計算は，同じデー

タ群を用いて，境界条件のみを変化させて行うことができる。

3. 主要サブルーティン

プログラムは，多用する計算手続きをサブルーティンとすることで容易にな

る。それらは，以下の通りである。このうち，全領域水位計算過程と全領域流

量再仮定過程は，システムをなしている河川群の計算をサブルーテインとして

まとめることによって，汎用性の高いものとなっている。

断面諸量算定:河川断面番号とその断面の水位を与えて，水位に対応する必要

な断面諸量を計算する。

単一河川区間水位計算過程:単一河川区間の下流端断面番号と上流端断面番

号，計算の時間番号並びに下流端の次時点水位を入れて，上流端に向けて単

一河川区間全断面の次時点水位を計算する。

単一河川区間流量再仮定過程・単一河川区間の下流端断面番号と上流端断面番

号，計算の時間番号並びに上流端の次時点流量を入れて，下流端に向けて単

一河川区間全断面の次時点流量を再計算する。この計算過程に，連続条件検

証過程が含まれる。

全領域水位計算過程:計算の時間番号を示し，本川下流端水位をもとに本川筋

の全地点の水位を求め，さらに支川に進み，計算対象全領域を対象として次

時点水位を算定する。

全領域流量再仮定過程:計算の時間番号を示し，次時点の上流端流量が与件と

して与えられている河川区聞から流量再仮定を始めて，逐次に計算対象全領

域を対象として次時点流量を再仮定する。

遊水調節池諸量算定.遊水調節池番号，計算の時間番号を入れて，遊水調節池

水位，遊水調節池への越流量等の諸量を算定する。
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4. 計算結果と観測値との比較

計算結果は， Excel Sheetsに2種類打ち出している。一つは，全地点につい

て 1時間おきに計算結果である水位，流量，径深，面積，全断面粗度係数，エ

ネルギー勾配，遊水調節池関係諸量を打ち出している。今一つは，全地点につ

いて 1時間おきに， 2地点 2時点の誤差の状況を許容誤差以内の場合は 0，許

容誤差を越える場合は Iと表示している。許容誤差を越える箇所が 5%を越え

る場合は計算を繰り返すこととしているが各時点において計算を終了した状

況を表示している。計算が異常にストップした場合にもこの部分を比較して，

チェックすることができる。

計算結果と観測値との比較は， Excel Sheetsの計算と関係しない水位観測結

果シートと流量観測結果シートを表示しておき，そのシートに計算結果シート

の結果をコピーして貼り付けを行い，直ちに図示比較できるようにしておく。

水位流量曲線の比較についても，そのためのシートを用意しておく。水位流量

曲線を観測と計算で比較すると 計算に使用した粗度係数の観測・実際との差

異の程度を知ることができる。

時間流量縦断図及び時間水位縦断図のシートを作っておくと，洪水流が上流

から下流に伝播する状況を知ることができる。

Excel Sheetsに結果を表示することによって，結果表示シートと結果比較シ

ートを分離することが容易になり 計算速度を速めると共に，計算結果を観測

値と容易に比較することができる。

V. おわりに

河川の危機管理に対処して，河川管理施設を十二分に活用することが求めら

れている。そのとき，必要なことは河川の特性について深く知ることである。

河川の特性を知ることなしに それを活用することはできない。最初に明らか

にしなければならないことは 河川の粗度係数である。河川の実際の粗度係数

が，計画に用いた粗度係数と合致しているのか，離れているのか絶えず検証し

ていくことが求められる。そのため，不定流計算を行い，生起した洪水流の再

現を行うことが必要である。

不定流計算を行い，洪水流の再現を行うことによって，洪水流に対する実感
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を高めることができる。洪水の流下現象について実感を持つことによって，確

信して洪水予警報を行うことができる。

その計算法の特徴を分かりやすく表現するため この計算法を流量仮定型不

定流計算法と称した。次時点の全地点の流量を仮定するという手法を用いるこ

とにより，非線形のまま解き進められている計算法である。

この計算法を栗橋下流の利根川全川システムをモデル河川として，洪水流の

再現を安定的にし得ることを明らかにすることができた。

不定流計算は，一般的に上流端を流量与件として行われている。しかし上

流端の流量与件を与えることが容易で、ない場合が存在する。そのような場合，

上流端を水位与件で与えて計算を行い，流量チェックを下流地点の流量観測値

によって行うことにより計算の枠組みを構成しやすい場合がある。栗橋下流の

利根川全川システムの洪水流の再現においては，流頭部の流量を与えることが

困難な江戸川の洪水流の再現をこの方式によって行うことができた。

このようにして求めることができた江戸川流頭部流量と利根川分派点の観測

水位の関係から，利根川と江戸川との水位分流量曲線を作ることができた。こ

れにより，利根川と江戸川を組み合わせて，栗橋下流の利根川全川システムを

形成する基本を形成することができた。

利根川と江戸川の現在の分流比は，利根川水系の計画とする分流比よりも江

戸川の方がかなり小さいものになっている。このため 江戸川の流頭部の改築

や河道の改修が求められる。

派川を有する利根川のような河川においては，本川と派川の疎通能力のバラ

ンスは河川管理における重要な課題である。

利根川中流と下流に合流する重要支川である鬼怒川と小貝川を計算に組み込

むことができた。これら 2支川について，本川よりは初期時点における径深が

小さく，初期条件を与えることに難渋したが，支川を有しない単一河川として

の流下現象の再現を行っておくことにより，栗橋下流の全体システムとして組

み込むことができた。河川の危機管理のためには，重要支川を合わせて，全体

システムを捉えておくことが大切である。

栗橋下流の利根川全川システムの計算においては，利根川中流筋の遊水調節

池を組み込むことが必要で、ある。一次元不定流計算という限界の中で，越流堤

防の中心位置で越流するという仮定をすることにより，計算に組み込むことが

できた。検討を行った平成10年代の 3出水は中洪水であるが，潜り越流状態に
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至っていない。利根川の河川計画においては，鬼怒川からのピーク合流量を o
m3/sとしている。計画規模の洪水に対して 中流域の遊水調節池が計画条件

を持して行けるのか。多くの洪水事例，危機管理用の洪水波形を用いて検討す

ることが求められる。流量仮定型不定流計算法は，そのために役立つものと期

待される。

不定流計算を行って，観測した水位波形や流量波形を再現することは，河川

の粗度係数の検証を行い，水位流量曲線を再現することである。水位流量曲線

は河川の疎通能力を表すものであり，現在の改修状況を明確に示すものであ

る。その結果を通して，現時点における河川管理の重点を示してくれるもので

ある。

不定流計算は， 日常行われている水位観測や流量観測という河川管理と手を

携えて，河川の実態を把握するために不可欠な河川管理行為である。筆者の建

設省在勤時代は，その代用として洪水痕跡を不等流計算によって検証する時代

であった。河川の危機管理が求められている現在，河川管理の実務として不定

流計算が日常のものとして用いられることを願うものである。そのとき，使用

しやすい不定流計算法のーっとして 流量仮定型不定流計算法も河川管理に役

立つことを願う。

河川において，積み重ねられている水位観測や流量観測結果が，国土交通省

のホームページに掲げられている。そのお陰で長らく解明したいと考えて果た

せなかった利根川の実態に少し近づくことができた。本文について，山田正

氏，中尾忠彦氏から貴重なご意見を頂いた。記して感謝する次第である。
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