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やがて始まる洪水期にそなえての準備

竹内俊雄

要 旨

関東地方では，過去約30年間，台風性豪雨による大洪水はほ

とんど発生していない。これは，その聞が渇水期であったから

で，周期説からいうと，やがて洪水期に入ることになろう。

河川水文技術者として，この渇水期のうちに準備しておいた

方がよいと考えられる項目がL、くつかあると思われるので，そ

れにつレて私見を述べさせて貰う。

日次

1. はじめに

2. 台風来襲時，利根川上流域において最大洪水流量

の出現する条件

3. ダムで操作された流量の「自然流量」への還元

4. 洪水流速計の試作

5. コノレク粒式最高水位計

6. 台風による東京湾の高潮

7. 災害 （事後）調査

文献

1. はじめに

(I) 背景

筆者は戦前の昭和15年 （1940年）に学校を卒業し内務省土木試験所（現在の

建設省土木研究所）に勤務し，河川に関する研究を担当することになった。こ

の分野は非常に広いが，筆者が何故河川流域での洪水問題にとくに関心を持つ



2 

ようになったかについて以下説明する。

昭和20年敗戦後， しばらくは虚脱状態が続いたが，やがて世の中が落着いて

くると，自分はどういうことをすれば職責を果すことができるかと，真剣に自

問自答するようになった。研究にたずさわる河川技術者としてどんな問題に取

り組んだらよいかを考えた。

敗戦の翌年，内務省東京土木出張所（現在の建設省関東地方建設局）に利根

川流域での計画洪水流量を再検討するための委員会が設置され，筆者もこれに

参加する機会が与え られた。この会には過去の大洪水資料が検討のために提出

された。それらの流量資料は河川での洪水計画を作成するため重要な役割を担

っているにも拘らず，その観測は非常に原始的な方法に頼っている実状を知っ

た。すなわち，洪水流速は150年前の浮子流下速度を用い，洪水時の河川横断

面は測れないので，洪水前あるいは後の測量断面を使用すると L、う方法が採用

されている。よって，こ の洪水流量観測法の近代化が必要であることを痛感し

た。

この委員会が終って半年であの歴史的なキャス リン台風が利根川流域に来襲

し，甚大な被害をもたらした。この最大洪水量の検討のための調査班が編成さ

れ，筆者もこれに参加した。大洪水時の流量観測の精度向上の必要性を痛感し

た。

大洪水を経験して，正確な流量資料を用いての洪水流出の特性の研究が河川

技術者にと って重大な課題であると心より思うようになった。 林野の分野で

は，森林の流出効果を調べるため「試験流域」を設置し，ここで研究するとい

う方式が普から採用されていた。 河川分野でもどこかに「研究流域」を設置し，

ここに観測施設，測器を整備し，観測方法を向上させ，よ り正確な観測資料を

もとにして河川流出の研究を始めたし、と考えた。こう L、ぅ背景で，昭和23年 9

月より利根川支川神流川流域に 「試験地」を設置し，研究的な現場観測を開始

した。

(2) 洪水の頻度

昭和22～35年頃，河川の仕事に関係していた河川技術者は最近約30年間は，

関東地方ではすっか り洪水がおこらなくなったと感 じているに違いない。

人間の記憶は時にあてにならぬこともあるので，ここでは過去の資料をしら

べて，数値の上でこの記憶のうらづけをとってみようと考えた。なお，ここで
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L、う洪水とは， 台風が直接に，あるいは間接に前線を刺激して生ずる広流域で

の豪雨により生ずるものを対象としている。

①年雨量とその平均年値との差の累加値の年変化

洪水の頻度を年雨量で代表させて考えることにする。大洪水は，年間の降雨

がある期間， 時間的に集中することによって生ずるものであり，年聞について

集計した年雨量とは必ずしも対応しないところもあるが，ここでは数値の取り

扱いが易しいので，年雨量で代表させることにする。例えば，昭和22年 9月の

洪水では，神流川流域の万場地点での年雨量のうち 5,6月には渇水があった

が， 9月に多く，年間としては極端に大きい年ではなか ったように覚えてし、

る。

現象の経年変化を表わす方式として 「年雨量からその平均年値を差し引き，

その累加値を計算 し これの経年変化の特徴をしらべる」とし、う方法を採用す

る。

利根川支川神流川流域のほぼ重心付近に位置する万場雨量観測月！？での約80年

間の年雨量について前述の累加雨量を計算し，これの年変化を求めたものを第

1図に示す。

80年間の累加値の変動を表わす図を大局的に眺めると， 2つの大きい波で表

わされているのに気がつく。第 lの波は明治34年（1901年）より始まり，上昇を

大正10年 （1921年）まで続け ここを越すと昭和 9年 （1934年）まで下降を続

ける。第 2の波はこの年より始まり，昭和34年 （1959年）まで上昇を続け，こ

こから再び下降を始め，平成 2年（1990年）にいたっている。この変動は次の

ように説明できる。累加値が上昇していることは毎年平均値より多い年雨量が

降り続けていることを意味し下降していることは平均値より小さい年雨量が

ある期間続いていることを意味してレる。更に興味あることは，上昇している

洪水期と下降してし、る渇水期とがそれぞれある期間つづき，周期的に交代して

いることである。

この間の洪水記録により大洪水のあった年を調べてみると，明治29年，同39

年，同43年，大正 3年には大洪水が頻発したと記されている。安芸絞一博士

は，大正年間の初めより昭和10年頃までは洪水が少なく，従って治水のため作

られた河川構造物は洪水の洗礼を受けることが少なく，よってその効果をたし

かめる機会は少なかったと，筆者に話された。昭和10年の大洪水で利根川上流

域では未曽有の豪雨に見舞われ 計画洪水量の検討が行われるようになった。
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それからあとは大洪水の連続で，昭和13年， 16年， 22年， 23年， 24年， 33年，

34年とつついた。この最後の伊勢湾台風を しんがり として，以後約30年間利根

川上流域は台風による大洪水に見舞われていなL、。

過去の大洪水の頻度を年雨量とその平均年値との差の累加値に対する年変動

と，人聞の記憶によるものとの両面から検討してみたか，割合よく合うもので

あることがオつかった。

② 八斗島流量観測所における年最大流量の年変化

利根川上流域の末端に位置する八斗鳥流量観測所における記録につレて年最

大 （ピーク ）流量の年変化を調べる。ここの水位記録（工明治35年 （1902年）よ

りあり，流量記録のない年：土ここの水位流量曲線を用L、てその値をおおさっぱ

に推定した。なお，昭和35年頃より上流戚に貯水池の建設が始ま ったため，八

斗島て、の観測流量は自然、流量て、はなくなった。

89年間に亘る長期の年最大流量の年変化を第 2図に示す。この図について，

10,000 m3/s位の流量の集中している期間にとくに注日すると，明治35年～大

正3年の第 1群と，昭和10年～同34年の第 2群 とがみられる。この第 1群 と第

2群との期間ではほとんとが5,000m3/sである。

最大値としては，第 l群と第 2群とにそれぞれ1s,000 m3 Is級の大洪水が 1

つずつあらわれていて，それらは明治的年 8月と昭和22年 9月の洪水であっ

た。次に10,000m3/s位の大きさの中洪水に注けすると，第 l群には 6個，第

2群には 4個となっている。

この図からもわかるように，昭和35年以降は10,000m3/sを超えるものはな

く， 8,000m3/sのものが 2つあったがこれは散発的であったと考えると，現在

までの30年聞は渇水期に当る。以上の資料より，これカ‘らやがて洪水期が始ま

るであろうと L、う大胆な仮定がしたくなる。

2. 台風来襲時，利根川上流域において最大洪水流量の出現する条件

(1） 要旨

利根川上流成，八斗島地点（流域而積5,150krn2）において台風時発牛 した

15個の大洪水につき，台風ル ト，気象条件，豪雨域の位置，八斗島での最大

洪水ピーク流量等の資料を蒐集した。

どうし、う台風ノL 卜，気象条件の時に豪雨域が何処に発生し各洪水のピー

ク流量がと•＇.hiすの大きさになったかについて分析した。
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これらの資料より，八斗鳥において洪水時最大のピーク流量の発生するの

は，台風ルー トはこの上流域より少し離れ，房総半島の沖を東北にかすめた時

で，この流域の下流部に停滞している大規模な前線帯を台風が直接に刺激した

時である。

(2) 大洪水の資料

利根川上流域の末端に位置する八斗島流量観測所は洪；］＼.計画の基準地点で，

過去の大洪水時の流量資料が保管されている。

ここでの洪水時のピ ク流量の大きさが約5000 m3/s以上の場合の洪水のう

ち昭和10年より 同34年までの期間の大洪水15個につき，その発生年月，台風ノレ

ート ，気象条件，豪雨域の位置，八斗島ピー ク流量等を示したものが第 1表で

ある。

第 1；表 大洪水時の台風ルート ，気象条件，豪雨域の位置，八斗烏ピーク流量

台 風 ノレー ト
八斗島

気象条付 豪雨域の位置 房総半 房総半島
ピーク

中岡地 中部地 関東地 島斜め 沖をかす 流量
方~t l二 方北上 方北上 li/il新 める

(m3/s) 

前線仲間 利根川鳥川流域 U?ltO. 9 10,000 

，， 上流域流域末端 明43.8 （不明）
，， ，， ，， 日召22.9 16,250 

，， 利根川下流域 日召13.6 2,852 

東fJ'.¥ 日光 ・秩父同時 昭19.10 （不明）
，， ，， 昭34.9 5,693 
，， ，， 昭13.9 6,723 

／／ ，， 昭16.7 8,988 

，， ，， 昭18.10 （不明），
II ，， 昭24.9 9,683 
，， ，， 昭34.8 9,070 

，， ，， a023. g 10,696 
，， ，， 日召34.9 9,734 

(1) 

，， ，， 34. 9 5,888 
(2) 

前線停滞 多摩川流域 H召49.9 
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(3）台風ルート

利根川上流域に豪雨がもたらされ， 大洪水が発生した場合の台風ルー トを調

べ，これを分類すると第 3図に示すように 5種類になる。まず，北上型を西方

から見ていくと，第 1は遠く中園地方を北上したもの，第2は中部地方を，つ

づいて関東地方の順になる。次に この北上型の東に傾いた型として，第 4は

関東地方の南部を南西方向より東北方向へと横切る もの，最後の第5ではこれ

が更に南に傾き，房総半島沖を東北方向へとかすめてレくという型である。

(4) 豪雨域の位置

関東地方での豪雨分布の概略をみるため， 各洪水時の総雨量の等雨量線の間

隔を200mm, 300 mm線に統ーした場所的分布図を作成し，分布の特徴を比較

した。

この分布図で，どこに豪雨の集中があらわれたかを調べてみると，次の 5ヵ

所が目立つ（第 3図）。

(a) 利根川上流域（特に，ここでの下流部に集中）

(b) 利根川下流域

(c) 日光山地

(d) 秩父山地

(e) 多摩川流域

この うち，（c）と（d）とは同時にあらわれる場合が多いが，これはその時，同じ

東風が卓越し，地形的影響による豪雨と考えられる。

(5) 台風ルートと豪雨域の位置

①台風 中 園 地方北上

台風の位置が関東地方の西方700kmも離れて北上しているにも拘らず，利

根川上流域あるいは多摩川流域に豪雨が発生する場合である。記録によると，

過去40年間ごとにこういうケースがあらわれている。

かように遠く離れている台風が直接原因で豪雨がもたらされるという理由に

ついては，この前の昭和10.9洪水については何等説明がなされてし、なかった

が，多摩川流域における昭和49.9洪水についてはこの際とられた衛星写真に

よって豪雨が伺故ここに集中したかについての説明がなされた。これによる

と，台風の外周の第 2の渦がたまたま流域に停滞していた前線を刺激し，ここ
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第4図 昭和24.9. 1台風時の豪雨域の位置と石原健二モ予ノしで東風が吹いた場合の地

形性上昇流の位置と大きさの分布図
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に豪雨が発生したということである。従って，台風ルートがこの場合に似てい

る昭和10.9洪水時も，当時ii衛星写真がなかったので．何故こんな離れたと

ころに豪雨が発生しなけれゴならないかとの疑問に答えられなかったが，その

場合の豪雨も前者に似た原因によったものと類推できょう 。

このことは，台風が700kmも離れて西方を北上している場合でも，関東地

方のどこかで豪雨域が発生し，大洪水になりうることを章味してL、る。

②台風関東地 方 北 上

この場合，接近する台風によって南方の湿った空気を運ぶ東風が関東地方の

日光山地，秩父山地の斜面に吹き付け，ここに地形性の豪雨ヵ、もたらされるこ

とになる。このことは，関東地方の地形模型を作り，これに東風を吹き付けた

時の上昇流の強度分布を計算により求めた石原健二博士の研究結果とよく一致

している。日光および秩父山地では地形性の上昇流か盛んに発生しこれは豪

雨域の位置とよくあっている。よってこの豪雨のもたらされる山地を水源とす

る鬼怒川流域および荒川流域では大洪ぷがもたらされることになる（第 4図）。

この場合の上昇流の場所分布を第 4図で詳しく調べるこ とにする。利根川上

流域としては下流部すなわち八斗島より少し本川上流の地域は，日光山地の西

側すなわち裏側にあたる。湿った東風は日光山地の東斜面に沿って上昇し，こ

こに豪雨を降らしてしまう。そうなると この裏側にあたる本川沿いの（前橋
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渋）｜｜）地域にはもはや豪雨がおこ らないということになる。このことは，台

風の北上型では，八斗島上流域て＇Ii，この地点での上流域が豪雨域にならぬた

め，利根川上流域での洪水ピーク流量が最大にはならなL、。

①台風関東地方南の房総半島沖をかすめ東北進

台風ルートが更に東に傾き 房総半島沖をかすめるケースは秋の終りに多

L、。このルートの場合にすべて豪雨がもたらされるとは限らず，他の気象条件

が加わって初めて流域のどこかに豪雨が発生することになるわけである。ここ

では，それぞれの気象条件を明らかにすることはできないので，これが一つの

場合であるとし、う説明にととめる。

台風ルートは房総半島沖をかすめ東北進している時に，利根川上流域に強力

な前線が停滞しこれが台風により強い刺激を受けるような場合，この前線位

置に豪雨が広く発生し，八斗島で最大のピーク流量が発生することになる。

この例は，利根川上流域で大洪水が発生し，八斗鳥で最大のピーク流量が発

生した昭和22.9洪水の場合で 明治43.8洪水もこの範暗に属する。気象条件

はこれと同じであったが 前線の停滞位置が前者と違レ利根川下流域にかかっ

た昭和13.6洪水もこのタイプの気象条件に属するものと思われる。

(6) 豪雨域の位置とピーク流量の大きさとの関係

洪水ピ ク流量の最大値のあらわれる第 1のグループは昭和22.9洪水で，

この時の洪水ピーク流量は八斗島で17000 m3/sにも達した。このような大洪

水が発生したのは，利根川上流域の下流部近くに大きい面積の前線が停滞し

これが房総半島沖をかすめ東北進する台風により刺激を受けたからであった。

この大洪水に匹敵する40年前の明治43.8洪水の場合も，台風ルートと豪雨域

の位置とが前者のそれに似ているので，洪水ピーク流量の観測記録はないが，

前者のそれに近い大きさの洪水ピーク流量が発生したものと推察する。

第 2のグループは洪水ピ ク流量の大きさが10000 m3/s前後の場合で，こ

のクザループに属する洪水は約10個観測されている。この時の台風ル 卜は一般

に北上型に属しそのうち幾つかは東に傾いたものもあるが，いずれの場合で

も台風に伴う東風が卓越し 地形性の豪雨が日光山地と秩父山地とに同時に顕

著にあらわれるのが特徴である。この場合には，秩父山地に近い利根川支川神

流川流域には豪雨がもたらされ ここにも大洪水がもたらされた。
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(7) 結語

① 台風が原因

本流域での60年間の流量観測値を通覧してみて，この利根川上流域に大洪水

がもたらされるのは，台風が必ずどこかを通過している時で，従ってかような

大きい洪水ピーク流量は台風が来なければ発生していない。

②台風ルート

最大の洪水ピーク流量を発生させるのは，台風がこの上流域あるいは近くを

北上して，台風の渦が直接影響した場合ではなく ，台風はそれより遠くの房総

半島沖をかすめ東北進 しているが，この時広大な前線が流減に停滞し，台風の

刺激を受けた場合である。さらに明らかになったことは，台風が西方700km

というもっと遠くを北上している場合でも，その時の気象条件により関東地方

のどこかの地域に豪雨がもたらされ，大洪水が発生するということである。

③ 豪雨域の位置

台風の北上中，ある流域に東風が卓越している時には，地形性降雨のためそ

の豪雨域の位置はおのずから決まってくる。 他方， 前線性の豪雨の場合には，

この前線がどこの位置に停滞したかで豪雨域の位置は決まってくる。台風が通

過する経路では，この渦により直接豪雨がもたらされるが，その継続時聞は短

L、。

豪雨域の広さは前線性の場合は大きく しかもこれが台風に刺激されながら

停滞すると，流域には多量の降雨がもたらされるこ とになり，広い流域で発生

する大洪水はたいがいこのケースである。これに比べ，台風の渦周辺の豪雨域

は中心は強いが面積は前者ほど大きくはない。

3. ダムで操作された流量の 「自然流量」への還元

近年，各河川流域に貯水池が建設され ここ で、河川の自然の流れは貯溜さ

れ，ダムによって人為的操作が加えられるため ここより下流で観測された流

量はダム建設前の「自然流量」を表わさなくなる。一般に，洪水時の流出を論

ずる場合，基準流量観測所での過去の最大洪水時の流量／、イトログラブがとり

あげられているが，このハイトログラフは流域に貯水池が建設される前の自然

流量で考えている。

従って，今後大洪水がおこり，その洪水の規模を検討しようとした場合に

は，このハイドログラフは人為操作を受けているので，この操作を除いたと仮



第 5図利根川上流域貯水池位置図
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定して得られる自然、流量ハイドログラフを計算より求め，それと既往の最大洪

水時の自然流量ハイドログラフと比較する方法をとることになる。

その還元する方法についてはいろんな方法が考えられ，例えば，各ダム地点

で調節した量を復元して追跡していってもよいはずであるが，筆者は次のよう

な簡単な方式を提案したい。利根川上流域では八斗島では昭和22.9洪水時ピ

ーク流量が17,000m3/sになるよ うな流出解析法が使われた。次の大洪水の場
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合，前と同じ流域の雨量観測所での観測値を用い，前と同じ計算方式により流

出ハイトログラフを計算してみたらどうであろう。かようにして得られたハイ

ドログラフを昭和22.9洪水のそれと， ピーク流量になる前の流出のふえ方，

ピーク流量値の大きさ， ピーク流量後の流出のへり方，ハイ トロク ラフ全体の

容量等 1つずつその特徴について比較することができる。

4. 洪水流速計の試作

治水計画に関係する河川技術者にとって、「洪水流」の性状を正しく把握し，

これを理解してレるこ とは大事なことである。この洪水の規模を表わす洪水時

の河川流量の観測となると これは技術的に非常にむつかしL、。 河川上流部で

は，洪水時河道を流れる洪水流は，恵、涛が渦巻き，測器をこの流れの中に沈め

て流速を測ろうとすると 測器の流れに対する抵抗が非常に大きいため，思っ

た通りの深さのところまで流速計を沈めるには非常に重い重しが必要になる。

近年，測器を河の流れの中に入れないで，磁気，超音波等の力を借りる間接的

に測ろうと Lづ方法が種々提案されてはし、るが これを用いて洪水流量観測が

成功したとはきいていなL、。

現在，大洪水時河川の洪水流の速さを測るには， 浮子を流れの中に投下し，

この流下速度を測定し，これから河の流れの平均の速さを推定している。この

方法は150年前アメリカ・ミシシッピィ何で用いられた方法で，こんな原始的

な方法が現在の日本の河川では行われている。流速 5m/s以上にもなる山地の

多レ日本の急流河川で使用するためには 特殊な洪水流速計の開発が必要であ

るが， これま でこの開発研究をてがけた人はいなかった。

筆者は戦後， 「神流川試験地」でこの「洪水流速計の試作研究」に10年取り

組んだ。この構造は第 6図に示すように水圧式のも のであった。この流速計で

は，河川の流量測定用の横断面上で，流速測線に沿い，この流速計を水面から

河底まで沈めていくと，この測器の内部に内蔵された記録板上に， この流速iJ!IJ

線に対し水深方向の流速分布が描かれるとし、う設計であった。この設計の考え

方はすばらしレものであって，当時，水路を用い現場実験を繰り返したが，こ

れを完成させることはできなかった。その理由は， 当時日本の技術はまだ低

く，まともな部品を得るのも容易ではなかった。

最近，こ の洪水流速計の設計をやり直し，再びこ の試作研究をすすめたいと

考えている。前設計で一番の問題点は測器の側面にあけた穴から静水圧を取り
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出そうとした場合，こ の穴の形状および圧力の伝達方式の如何によ って正しい

静水圧が得られなかったためだと推定し今回は模型実験によりこの点をたし

かめたいと考えてレる。

5. コルク粒式最高水位計

大洪水があると，洪水時jロI道のある区間で最高水位がどれ位の大きさを示し

たのかを推定するため，洪水中に川岸に残された漂流物，あるいは流土等の痕

の標高を水準測量によって求めるが，これを「洪水の痕跡調査」と Lづ。これ

は，水位観測所付近での最高水位の高さを確認するためにも，この周辺での川

岸の痕跡、の標高の測量を行う。一般に，現場での測量には手聞がかかるもので

あるから，これに代る方法として，川辺の最高水位の知りたい位置にあらかじ

め「コルク粒式最高水位計」を設置 し，洪水後ここを見［叶り，この水位計に付

第 7図 コルク粒式最高水位計

Cu Iveぱ，

wall-' 

Standard pipe 

Graduated staff 
fits inside pipe 

Holes to admit 
water 

Pipe cap 

出所アメ リカ 地質調査所

着したコルク粒の｛立置からここでの最高

水位の値を推定する。

この構造は第 7図に示すように，目盛

りのついた棒 とパイプ とからできてい

る。このノ之イ プの底の網目皿の上にコル

ク粒をおく。底から洪水の水が入ってく

ると，このパイプの中で水面が上昇し

これとともにコルク粒は浮き Iる。最高

水位に達すると，こ のコルク粒はII盛り

棒に付着するが，水位が下ってもこのコ

ルク粒は目盛り俸についたままになって

いるという性質がある。洪水後見回り時

に，この目盛り棒をとり出し，付着して

いるコルク粒の｛立置から洪水時の最高水

位の大きさが読み取れる。よみ終った

ら，手でこすってこの粒をはらいおと

しパイプの底に新たな コルク粒を置く

と，次の測定につかえる。

この装置で問題なのはコルク粒の性質

のことで，水に浮んだ粒が水位上昇後目
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盛り棒の最高水位位置で、とまり，水位が下った後も この位置に付着して乾いて

もぼろぼろ落ちないかということであったが，現場実験でこのことは解決し

た。さらにうまくいったことは洪水に 2つのピ クが連続した場合，目盛り

棒には2つの しるしが残っていたこと である。

これを川岸に設置する場合， ここに早い流速があたるところでは， 一般の水

位標と同じくその基礎を頑丈にしなければならなくなる。本測器の特徴は安価

ということであるが，急流部で基礎に費用を沢山かけねばならないような場所

では安いという特徴は減少してくる。流速の大きいところでは，こ の水位計に

加わる水圧は大きく なり，そのためには lつの水位計の高さを小さくするのが

好ましいが，それでは数がふえて費用がかさむことになる。よって，洪水時の

流速が早いと想定されるような場所では，基礎条件のことを考慮するとそんな

に安価に設置できなく なろう。

6. 台風による東京湾の高潮

(1) まえがき

筆者は河川妓術者であるが，高潮に関しては専門でない。しかし河川流域

の水源地での「大洪水」と湾内での 「高潮」としづ現象の違いはあるが，とも

に台風の来襲が原因であるという一致点があるので この高潮現象にも関心を

持っている。

関東地方特に北部の利根川上流の水源地域は， 台風のもたらす豪雨によって

しばしば大洪水がひきおこされた。過去の洪水記録を解析した結果では， 30～

40年に一度位の割合で大洪水が来襲している。これに対して， 東京湾の高潮現

象の記録的に大きいものは大正 6.10. 1高潮で，それ以来70年間大きいものは

ここでは発生していない。

筆者の関心は，同じ関東地方で，同じ台風の来襲によ ってひきおこされる大

洪水と高潮とで，後者は伺故頻度が少ないのかとし、う問題に向いた。大きい高

潮が発生するためには，いろんな悪条件が重なってのことであることは想像つ

くが，何か卓越的な主因というものがひそんでいるような気がしたので，これ

に挑戦してみる こと にする。
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第 8図 東京湾位置図

相 模 湾

ノ

(2) 推論

東京湾の湾奥の東京都， 千葉県の湾岸地区に，台風の来襲時に吹き寄せによ

り大きい高潮の発生する条件として，まず潮位につレて考えると，

(a）潮汐

(b) 気象潮

次に，台風の大きさについて考えると，

(a) 台風の中心気圧の大きさ

(b) 風向と風力

他方，東京湾の地形について考えると，その湾口の幅：1約10kmと狭く ，そ

の入口にあたる浦賀水道は第 8図に示すよう に南西方向に開レている。すなわ

ち，台風来襲時，この入口付近で南西方向の強風が継続して吹かなレと強烈な



第 2表 東京湾高潮一覧表

年月日 地 占
最低気圧 最大風速 最高潮位 最大偏差

時．分 (mb) 時 分 風向 (m/s) 時分 A.P (m) 時．分 (m) 

明治44.7.26 東京，築地 4. 970 3 SSもへf 26 3.20 3.56 1.30 

大正 6.10. I 東京，小松川 3.30 953 3 SSE 28 5.28 3. 79 3.40 1.90 

償浜，山内 1.10 954 3.30 SSW 33 3.15 
（最低干満面上）

3.28 2.20 
3.91 

昭和13.9. 1 東京，小松川 3.08 979 4.20 s 31 4.25 3.23 4.25 2.20 

品川 3.00 977 3.00 s 28 4.30 
（平均水面上）

4.30 1.32 
l.14 

羽田 6.20 
（平均水面上）

6.20 0. 70 
0.49 

横浜， 山内 2.05 971 0.40 NE 37 4.50 
（海図零位上）

4.50 1.02 
2.11 

布良
8.31 

967 0.35 44 4.05 0.36 
23.15 

昭和24.8.31 東京，霊岸島 10.28 986 20.55 SE 25 21.30 3.25 21.30 1.41 

横浜，山内 19.28 981 19.10 SSE 35 22.10 
（海図零位上）

22.10 0.87 
2.47 

布良 17.55 981 19.0 s 36 20.10 
（検潮所零位上）

20.10 0.59 
2.34 
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第 9図 大正 6.10. I 台風ノしート
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38 

37° 

吹き寄せによって潮の流れがこの湾内

に入ってこなし、。又，湾内においても

この強い南西風が継続してこの流れを

湾奥にまで更におしゃると L、う現象が

続くこ とが， 湾奥の沿岸で高潮が発生

するとし、う主要な条件といえよう。

これと 同時に，上述の条件すなわち

台風中心の気圧が非常に低く，潮汐等

の条件等も加わって最悪の事態が発生

することになる。
36 -

35' 

(3) これまで最大潮位を生じた大正

6. 10. 1高潮の場合について

第 2表に，過去80年間に東京湾、に発

生した大きい高潮のうち 4つの例につ

いて，この時の台風ルート，中心気

圧，風向および風力等の値を示してあ

34＇る。
141。 ①台風ルー ト

0 50 lOOkm 大正6.10.1高潮では，台風は第 9図

に示すように東京湾の西約40kmを，

南西から東北進している。

昭和13.9. 1高潮では，東京湾の西方を通るが，前よりも少し西によって北

進している。

昭和24.9. 1高潮では，台風は前者と似たル トをとり，東京の西の小田原

一前橋の線を北進している。

これらは同じ北上型ではあるが，ルートは少しずつ違う。それよりもこの時

の気象条件の違いによって高潮の大きさが支配されたものと考える。

② 中心気圧

4つの高潮時の台風の中心気圧に注目すると 大正 6.10. 1高潮時には最小

値が示されている。

①風向と風力
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台風の来襲時，東京湾の湾口および湾岸地点における風向は浦賀水道の方向

と同じ南西方向で， しかもこの風向が台風中心通過時同じ南西方向を示し，し

かもこの強い風力が数時間継続して吹き寄せ現象を尭生した場合に未曽有の高

潮が湾奥地域に発生することになる。

大正 6.10. 1高潮時の東京の資料によると 10. 1. 4～10時の 6時間，風向

SSW，風力22～10m/sの風が継続して吹いた。この際，湾岸の横浜，横須賀，

館山では， 10.1. 6～10時の 4時間， L、ずれも風向は SWて＼風力20～15m/s 

の風が継続して吹いている記録がある。

これに比べ，昭和24.9. 1 高潮では，横浜の風向は31.21～1. 6時ま で9時

間 SSW，風力は30～10m/sの風が続いたのに対し，東京では風向S，富津で

は風向 SSWS，風力20～7m/sとなっており，これは東京湾の奥に吹き寄せ

を生じる条件として大正 6.10. 1高潮時のそれより小さし、。

一般に，台風が北上し，関東地方の日光， 秩父山地方に豪雨域が生ずるの

は，東風によるものであり，東京湾の湾奥に吹き寄せによる高潮の発生する場

合の南西風とは， 両者で風向の性質が違うことになる。

よって，第 2表の最高潮位の欄から判断して，大正 6.10. 1高潮時， 東京に

おける最高潮位 A.P.3.79 m が最大で これが過去80年で最悪の場合であっ

た。なお，この表に示されている明治44.7. 26高潮については台風の資料がみ

つからなかった。

(4) 東京湾高潮予報組織についての私案

洪水の場合，流域におけるその被害を軽減するため， 「洪水予報組織」とい

うものが設置されているが，これと同様「高潮」に対してもこの種の予報組織

を編成することは必要だと考える。

その方法であるが，予報にはある現象の発生前にその前駆現象が把握できて

いることが絶対必要条件であり，洪水の場合には降雨，高潮では風向，風力，

潮位等ということになる。ある地域での高潮を予報するには，前段におし、て気

象状況も重要な要素ではあるが，潮流を生ずる湾口および湾、岸における風向お

よび風力，湾口での潮位等の資料は高潮の大きさの推定計算に重要な要素であ

る。

東京湾の場合，この湾口の浦賀 富津の線で電磁流速計の原理を用い流入

潮流の速さを測定した実験例がある。この方式を利用し，潮流の流入速度およ
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び流入量も高潮予報の情報量として採用したらよいと考える。

この施設計画としては次のようになる。

(a) 高潮予報センター

－観測値をテレメーターで集め，これを解析して，沿岸地点での高潮

予報値を作成，関係機関に伝達

(b） 各テレメ ター観測所

－風向，風力

・潮位

湾口流入潮流の流速

観測所の種類と場所については，

(a) 風向，風力観測

－東京，横浜，横須賀，浦賀，富津

(b) 潮位

－東京，横浜，横須賀，浦賀

(c) 潮流の流速

－浦賀富津間

7. 災害（事後）調査

(I) はじめに

洪水，高潮，土砂流等の自然現象による災害の被害を軽減するため，土木技

術者はそれぞれの目的に応じた構造物を建設する。此等の構造物の計画，設計

を作成する際には，その地域で過去に出現した異常に大きかった現象の大きさ

を参考にしてきめる。すなわち，既往最大値の大きさ，異常に大きい現象の発

生した頻度等の記録等を集め これを分析し この自然現象の特性をよく理解

することが重要である。

一般に，自然現象の発生規模は，対象地域に設置されている観測網の記録に

より理解できる。しかし異常に大きい規模のものが時折り発生すると，この

場合には通常の密度の観測網では現象の実態を正確におさえることができず，

又測器もかような非常時には故障をおこし易いものであったりして，異常時の

現象の把握は非常にむつかしし、。したがって，かような異常現象が発生する

と，その直後，調査班が編成され，現地にかけつけ， この異常現象がこの地域

に残した痕跡の場所的分布を詳しく調べ，この事後調査より，現象の発生して
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いた状況を推測しようとする。

(2) 調査方式

災害後，現地におもむいて洪水，高潮，土砂流等の被害調査を行う場合の調

査方式については過去に多くの例がある。かような事例は今後ともありうるの

で，此の際，過去の経験をもとにした調査マニュアル，調査様式等を作成し，

次の調査に役立たせるような方法を準備したらどうかと提案したい。

例を，大洪水後行ってきた「洪水調査」にと ると，調査項目は次のようなも

のがある。

(a) 川岸における洪水時の最高水位の痕跡

(b) 堤防破堤箇所よりの溢流量の推定（断面積，時刻等）

(c) 氾濫地域調査，区域の時間的変化

(d) 洪水流量観測記録の検討

(3) 資料保管

災害調査ではこの異常現象に関する資料および被害調査に関する詳細な資料

が集められ，これを使って報告書が作成される。

ここで問題なのはこの使用す’みの資料の処置である。報告書には重要な資料

はとりあげられ，記載されてはいる。しかし，今回は使用されていなくても，

次の災害では重要要素として取り上げられる可能性のある資料が残っている。

よって，今後発生する異常現象と比較する場合のことを考慮して，毎回の蒐集

された資料の再利用のため此等の保管が必要と考える。

例を，津波調査の場合について述べる。昭和 8年三陸津波が発生し，当時の

内務省土木試験所松尾春雄投師はこの調査を担当し， その結果は内務省土木試

験所報告に発表された。調査の際に集められた資料のうち重要と考えられたも

のは，赤羽分所の資料室に保管されていた。昭和35年チリ津波が三陸地方に来

襲し，その調査報告書は建設省土木研究所報告書に発表されている。前調査を

担当された松尾春雄九州大学教授はこの地方を視察されたが，前回の保管され

た資料は大いに参考になった。

(4) まとめ

日本は災害の多い国で，各種の災害が発生する。我々はこの災害調査の仕事
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に50年以上も関係して来たことになり， したがってこれに対する経験もできて

きた。よって，今後発生する災害の調査に対し，あらかじめ何か組織を作り ，

準備しておいてほしいと考える。

(a) 調査組織

災害調査l工事後，速に派遣されるのが普通であるから，この調査組

織はあらかじめよく準備しておく ことが望ましい。この中心となると

ころとしては，この分野で50年間もの経験を有 し，専門家を派遣して

きた建設省土木研究所にお願L、するよ りあるまい。

調査に必要な費用，とくに園内および国外への派遣旅費についてあ

らかじめ予算措置がとられるよう望みたい。

(b) 調査方式

各災害時に直く役に立つ調査マニュアノレおよび調査様式の作成を始

めてほしい。

(c) 資料保管

調査班が調査報告書を作成後 この調査のために集めた資料は組織

に属するものとし， ここ に保管し，その再利用をはかつてほしL、。
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