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N 要素モデルの全容

1 降雨モデル

1) はじめに

流域に降った雨から，分割に降る雨の量を決めるのが降雨モデルの役割であ

る。

2) 観測された雨量の補正

(l) はじめに

流域に降った関は受水器の縁の高さが平らな地面から約 1m，口径が20cmの

転倒析形の雨量計で測られていることを前提にする。

(2) モデルの係数

前項で述べた雨量討ーをその設置の仕方に応じて次の補正係数を用いて，零を

ベースにして，累加的に測定量を補正する。

a 有効な風よけが付けられていない

b 風の陰に入っている

c 一般の建物の平らな屋上に藍接設置されている

d 一般の建物の傾斜した屋根の峰に産接設置されている

10% 

10% 

10% 

10% 

e 雨量観測専用の小さな建物の平らな屋上に直接設置されている 10% 

f 雨量計のすぐそばに電力・通信用の太い柱が立てられている 10% 

地面が地物に留まれていて，地理を吹く風の強さが地物の上空の風より弱く

なっている地簡を風の陰になっている場所，すなわち風の陰とここでは呼んで

いる。

3) 分割の雨量

分割の閤心に一番近い雨量観測所の 1時間降雨量(煎正時から当正時までの

l時間の降雨量)がその分割の中に，地域的，時間的に均一に降る， とする O

これを分割の降悶量と呼ぶ。一番近い雨量観測所が欠測の場合は二番目に近い

雨量観測所，こ番目に近い雨量観測所が欠測の場合は三番目，というように常

に一番近い所で観測された時雨量が分割に降雨量としてj怒る， とする O

水引j科学 No.321 2011 
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2 蒸発発散モデル

1) はじめに

可能蒸発発散量算定式を利用して，分割で 1日間(当日の午前 9時から翌日

の午前 9時まで)に流域全体として起こり得る蒸発発散量，すなわち日可能蒸

発発散量を算定する。次に，天候を考癒しながら，これを一日の各時隠の受持

分に配分する。そして，さらに，これを各土地に配分する，のが蒸発発散モデ

ルの役割である。

もし各土地ごとに可能蒸発発散量算定式が作られるようになれば，ここで

う蒸発発散モデルは，不要になる。

2) 蒸発発散モデル

(l) 利用する可能蒸発発散量算定式

可能蒸発発散量算定式として， Hamon式を利用する。

[月平均日可能蒸発散散量 (PE) (mm/ day) ]は， [緯度で決まる月平均理

論日可照時間 (0) (12時間=1) ]の自乗と〔月平均気槌 (oc)の温度の大気

の単位体積当たりの飽和水蒸気量 (Pt) (g/ m3) ]の積に比例する，として導

かれたのが Hamon式である O 次の通り。

PE=O， 1402Pt ( 13) 

(2) 日可能蒸発発散量

月平均気温の代わりに日平均気温を Hamon式に入力し得られた月平均日

可能蒸発発散量をその日の日可能蒸発発散量とする。

(3) 時間配分

全ての稜類の水面においては，一日中，すなわち24時間中平均して蒸発発散

が起こる，とする O すなわち， 日可能蒸発発散量を24で、割って，全ての麓類の

水面の 1時間可能蒸発発散量，とする。

全ての種類の水面以外の土地においては 日中 すなわち午前 6時より夕方

6時までの聞のほ時間平均して蒸発と発散が起こる，とする。すなわち，各土

地の日可能蒸発発散量を 12で、割って，この間の全ての種類の水面以外の土地の

1時間可能蒸発発散量， とする。

水利科学 No.321 2011 



88 

(4) 天候の影響

降摘の無い時間は，以上の 1時間可能蒸発発散量をそのまま 1時間可能蒸発

発散量とする O 降雨がある時間は 半分を 1時間可能蒸発発散量とする。

(5) 土地配分

時間可能蒸発発散量に次の土地にかかわる蒸発発散量係数を乗じて，最終的

に，各土地の 1時間中の可能蒸発発散量とする。

3) モデルの係数

土地に係わる蒸発発散係数は，土地ごとに異なった僚になりなるはずで、あ

る。しかし今の段階ではそれぞれの取るべき値を理論的に決められないの

で，全土地に関し次の値の一定値とする。

a 土地に係わる蒸発発散係数 100% 

3 山の林モデル

1) はじめに

(I) 山の林の地聞から上の層と下の層

山の林は，大きく地面から上の隠と地聞から下の層に分けられる。地面から

上の}習を樹木藤，下の層を地層と呼ぶ。なお，地面を覆う枯れ葉の層は，樹木

層の一部と見なす。

(2) 樹木層

山の林は，樹木で完全に覆われている，すなわち裸地は無い，とする。雨滴

は，最初に樹木の葉・校・幹のいずれかに必ず当たり，次に水滴となって地面

を覆う落ち葉の上に必ず落下し接地面に落ちることは無い，ものとする。

(3) 地層

山の林の地層は，山の表土層と山の基盤岩層に分けられる。

(4) 表土層

表土層に含まれる水は，吸湿水，毛管水，重力水に分けられる。吸湿水は，

土の粒子に非常に強い力で結び付いた水で.毛管力や重力では動かせない。毛

管水は，毛管力によって動かすことが出来る水で、ある。重力水は，表土層から

重力によって排水出来る水である。

表土層の中に毛管水が入り得る隙閣を毛管水孔隙 その量を毛管水孔隙量.

それが表土層に占めるおi合を毛管水孔隙量係数とn乎ぶ。向様に，重力水に関し

水寺Ij科学 NO.321 2011 
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て，重力水孔隙，重力水孔隙量，重力水孔隙最係数と呼ぶ。

山の表土層は，さらに上層土層と下層土層に分けられる O 上層土層は A層

とB層に分けられ，下層土層は C層と呼ばれる。その下の基盤岩層は， D層

と呼ばれる。

表土層の厚さは，山腹の傾斜が急な所でもそこが山林ならば 1mはある。

山林を構成している樹木が表土層中に根を張る深さ，すなわち樹根層の厚さ

は， 1m程度である。表土層の厚さは，少なくとも樹根患の厚さと間程度，普

通はもっと浮い，と考えている。

(5) 基盤岩の特性

山の基盤岩層は，一塊の岩でなく，“節理"による割れ目で分けられた無数

の岩の集合体である。節理による基盤岩層の割れ自の隙間は，地表面に近い所

ほど大きく，深くなるにしたがって小さくなって，かなり深い所は閉じてい

るO 山の基盤岩層の表面，すなわち基盤岩層の表土層に接する部分は，部理に

よる割れ日が特に大きく開いていて，表土層を通過して来た雨水を全部その中

にj参透させる能力を持っている O

2) 流出過程

前が降らないと，山の樹木層では，降雨の最中に樹木の葉・校・幹と地面の

上の枯れ葉の表面を濡らしていた雨水は，蒸発して，無くなって行く。

雨が降り始めると，雨水は，樹木の葉・校・幹の表面を濡らし始め，濡らし

終えると，地面を覆う枯れ葉の層に向け大粒の水滴になって落下して行く。

枯れ葉層に落下した水滴は，枯れ葉を濡らしながら.地面に到達する。

山の地層では，雨の降らないBが続くと，上!爵土層の A層と下層土層の C

層の毛管水孔隙の中に入っている雨水は，樹木の蒸発発散作用による毛管力で

吸い上げられ，失われて行く。そして，毛管水孔隙の空の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，地表面から土壌層の A層の重力水孔隙の中に

入りながら，空になっている毛管水孔隙の中にさらに入って行く O

A層の霊力水孔隙を通り抜けた雨水は，土壌層の B層の重力水孔隙に入るo

B層の重力水孔掠を通り抜けた雨水は， C層の重力水孔i裁の中に入りなが

ら，空になっている毛管水孔隙のゆに入って行く O

C層の重力水孔隙を通り抜けた調水は， D層の基盤岩層の聞いた割れ自の中

に入って行って，さらに地下の地下水層に向けi傘下して行く。

水手IJ科学 1'10.321 2011 
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ここで， A層の土壌層の重力水孔隙の中に入りながら B層の重力水孔関の

中に入り切れないで B層を通過出来なかった悶水は， A}曹の重力水孔隙を埋

めながら地表面に表れ，地表面流になってごく短い時間で谷川に流れ出ること

が考えられる。しかしわが国の山林では A層への雨水の最終j参透能力が降

雨の最大強度を大きく上回っているので，そのようなことは，現状の気象状態

で、は起こらない。

B層は，一見粘土層である O 普通の粘土層では，毛管水孔掠と重力水孔隙、は

無い。しかし山の B}曹の粘土層が雨水を通せるのは，貫通する木の根が腐

って出来た重力水孔陳がパイプ状に粘土層を貫いて分布しているからである。

加えて C層は細かい砂層のような土層であるから渉透能は極めて高く， C層

が B}翠からの雨水を受け入れられないと言うような事態は起こらない。

D層の基盤岩!警のi参透能力は極めて大きいので， A' B' C層の表土層を通

過して D層の基盤岩層に到達した雨水が基盤岩層の中に渉透出来ないと

うようなことは起こらない。

3) モデルの係数

(I) 樹木層

次の係数を有している。

a 樹木層に係わる蒸発発散係数

b Jjif断量

(2) 表土層

次の係数を有している。

C 表土層に係わる蒸発発散係数

d A層のj事さ

e B層の厚さ

f 樹根層の厚さ

g A層の毛管水孔磁最係数

h A層の重力水孔隙量係数

A}替の最終i参透能力

j C I曹の毛管水子し臨量係数

水利科学 No.321 2011 

100% 

2mm 

100% 

100mm 

200mm 

1，000mm 

20% 

30% 

300mm/hr 

30% 



間本流出mr.マルチ タンク モデルに恭づく分割法について(]]) 91 

蒸発・発散

谷川 地下

図 8 山の林モデル

4) タンクによるモデル化

図 8参照。

樹木層を溢流頂がある差引タンクで表す。

よ:.11ヨ

表土層の A層の重力水孔隙を溢流I震がある線形タンクで表す。

表土層の A層と C層の樹根層にかかる部分の毛管水孔隙を溢流頂がある

引タンクで表す。

5) タンクの寸法の計算

(l) 樹木層

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 口遮断量 (mm) (14) 

(2) 表土膚

次の式で計算する。

溢流頂がある線形タンクの深さ (mm) = A層の厚さ (mm) X 

A層の重力水孔隙量係数(%) XO.01 (15) 

水平IJ科学 No.32 1 2011 
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i盆流頂がある線形タンクの貯溜係数 011')溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/ A層の最終渉透能力 (mm/hr) (16) 

溢流麗がある差51タンクの深さ (mm)

A層の!享さ (mm) X A層の毛管水孔隙量係数(%) X O. 01+ 

(樹根層一 (A層 +B窟)) (mm) X 

C層の毛管水孔隙量係数(%) xO.01 

4 山の谷JIlの極モデル

1) 流出過程の概念化

(1) はじめに

山の谷川の面は，基盤岩層が筋状に露出している場所， とする。

(2) 流出過程

( 17) 

雨の降らない臼が続くと，岩盤の表聞は，蒸発発散により乾ききっている O

雨が降り始めると，雨水は，岩盤の表面を濡らしながら，岩盤表閣の窪みに

向け流れて行って，そこにi留まる O 雨水が，岩盤の表面を濡らし終えた後は，

藍ちに谷111の流れになる， とする。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 谷川iの菌に係わる蒸発発散係数

b 面積率 普通の地質の山

地質が砕肩、物の山

C 保留水深

3) タンクによるモデル化

国-9参照。 i溢流頂がある差引タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

100% 

5%  

1% 

2mm 

溢流1買がある差引タンクの深さ (mm) 口保留水深 (mm) (18) 

水手Ij科学 No.321 2011 
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5 山の水田モデル

1) 流出過程の概念化

(1) 山の水田の地層

谷川
図…9 山の谷川iの爾モデル

山の水田の地震は，表土層と基盤岩層に分けられる。表土層は，さらに代掻

層と下層土層に分けられる。代掻層は，表土層が代掻の時耕し起こされて作ら

れる層である。

下層土層の上部は，水田の水を基盤岩層になるべく浸透させないように堅く

由めた人工の土憶になっている O

(2) 用水期間中の流出過程

この期間の水田は，常に水位が一定に保たれている池である O

水田は，田面からの蒸発発散量に相当する水量の補充を常に谷川から受け

る。

水田の水は，下!脅土層に穆透して行く O そして，この水量に相当する水量の

補充を常に谷jけから受ける。下騎士層に診透した水田の水は，そこを通過し

て，さらに全部基盤岩層に渉透する O

降雨は，田面の貯溜作用を受けながら谷川に流れ出る， とする O

(3) 非用水期間中の流出過程

落水すると代掻層中の重力水孔開を満たしていた水は，下層土層を通っ

て，基盤岩層にi参透して行って，ごく短い期間で無くなる。

水利科学 No.321 2011 
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雨の降らない日が続くと，蒸発発散により代掻層中の毛管水孔隙を満たして

いた水が失われて，毛管水孔隙のZEの部分が主主じ始める。

摘が降り始めると，雨水は 代掻層の重力水孔隙に入りながら，代掻層の毛

管水干し践の空の部分に入る。代掻層の毛管水孔隙を満たし終えた雨水は，さら

に下層土腐を通って，基盤岩層にi参透する。代接層に惨透し切れない分が生じ

ると白面に溜まり始め，国語の貯龍作用を受けながら谷川に流れ込む，とす

る。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 山の水田に係わる蒸発発散係数

b 用水取水期間(代掻から落水まで)

C 代掻層の!享さ

d 毛管水孔隙量係数

e 重力水孔隙量係数

f 最終漆透能力

g 田部の広さ

h 水尻の幅

水尻の堰の高さ

100% 

4 月 15B~ 9月初日

300mm 

25% 

25% 

2mm/hr 

500m2 

400mm 

30mm 

j 畔の高さ 150mm 

用水取水期間や国間の規模は，地方によって異なる。ここで掲げた数値は，

一例。

3) タンクによるモデル化

留一10参照。

代掻層の重力水孔隙を溢流頂のある線形タンクで表す。

代掻層の毛管水孔隙を溢流]貰がある差引タンクで表す。

田面を溢流環のある疑似非線形タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

水引j科学ト10.321 2011 
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[非用水期間[I]J

封!l下 谷川

図ー10 山の水回モテゃル

降雨 蒸発・発散

↓ 

溢流I長のある線形タンクの深さ (mm) 代搭層の厚さ (mm) X 

代掻耕起層の重力水孔掠量係数(%) xO.01 (19) 

溢流頂のある線形タンクの貯濯係数 (hr) 溢流頂のある線形タンク

の深さ (mm)/代掻層の最終j参透能力 (mm/hr) (20) 

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 代議耕起層の厚さ

(mm) X代掻}替の毛管水孔隙量係数(%) XO.01 (21) 

溢流頂がある疑似非線形タンクの貯溜関係は，堰の公式を用いて田面の広

さ，水尻の幅，水尻の堰の高さ，畔の高さから計算する。

6 山の煩モデル

1) 流出過程の概念化

(1) 耕:起地と畑地道路

山の畑地は，作物を槌えるため耕されている場所である耕起地とその中の道

である畑地道路によって構成される。畑地道路は 踏み分け道から舗装された

一般道蕗と開じものまで多様であるが，舗装されていると同等の状態である，

とする。

(ヌ) 山の熔の地層

山の畑の地躍は，表土層と基盤岩1習に分けられる。表土層は，さらに耕し起
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こされて畝が立てられた畝立層と

(3) 畑地道路の流出過程

に分けられる。

雨がi怒らない日が続くと，蒸発発散で路面は，乾ききっている。

雨が降り始めると，雨水は，路面を濡らしながら，流れて行って，ごく短い

時間で谷川に流れ込む， とする。

(4) 耕起地の流出過程

雨の降らない臼が続くと，畝立層の毛管水孔隊、の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行く。そして，毛管水孔隙の~の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，畝立!曹の重力水孔陳に入り，そこから毛管水孔

離の空の部分に入り~だ、った部分を満たして行く。

畝立層の毛管水孔隙の空の部分を全部満たした終えた後に重力水孔隊、に入っ

た雨水は，下層土層に向けi参透して行く O 下層土層にi参透した雨水は，そこを

通過して，さらに基盤岩居に漆透して行く。畝立層の最終i参透能力を超えた雨

水の分は，畝間に流れ出て，そこを流れ，ごく短い時間で谷川に流れ込む， と

する。

2) モデルの係数

(1) 畑地道路

次の係数を有している O

a 面積率小規模畑地

中規模'畑地

大規模畑地

b 保留水深

(2) 耕起地

次の係数を有しているo

C 畝立層の}享さ

d 毛管水孔E狭量係数

e 重力水孔隙量係数

f 最終i参透能力

(3) 全体

次の係数を有している。

g 山の畑に係わる蒸発発散係数

水利科学 NO.321 2011 
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出製品
降雨絞・綴

谷川 地下

図-11 Iおの焔モデル

3) タンクによるモデル化

図一11参照。

道路表面を溢流頂がある差引タンクで表す。

畝立層の重力水孔隙を溢流頂がある線形タンクで表す。

畝立層の毛管水孔瞭を溢流]頁がある差引タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

(l) 熔地道路

次の式で計算する。

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (22) 

(2) 耕起地

次の式で計算する。

溢流頂のある線形タンクの深さ (mm) 口畝立層の厚さ (mm) X 

畝立!曹の重力水孔隙量係数(%) XO.Ol (23) 

溢流頂のある線形タンクの貯留係数 (hr) 横流頂のある線形タンク

の深さ (mm)/畝立層の最終i参透能力 (mm/hr) (24) 

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 畝立層の厚さ (mm) X 

畝立層の毛管水孔隙量係数(%) XO.Ol (25) 
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7 山の市街モデル

1) 流出過程の概念化

(I) 舗装地と非舗装地

市街は，舗装地と非舗装地に分けられる。非舗装地は，地面が舗装されてい

なくて，草が生えることが出来る場所である。舗装地は，舗装された道，建物

が立っている場所である。ただし，建物が立っていても，雨槌からの雨水が非

銭装地に放流される場所は，非舗装地として扱う。

(2) 非舗装地の地層

非舗装地の地層は，表土層と基盤岩層に分けられる。さらに，表土層は，草

が根を張る範閤，すなわち草根層と下層土層に分けられる。

(3) 舗装地の流出過程

雨の降らない日が続くと，蒸発発散作用により 舗装面は乾ききっている。

雨が降り始まると，雨水は，舗装面を濡らしながら，そして濡らし終わると

ごく短い時帰で谷川に流れ込む， とする O

(4) 非舗装地の流出過程

南の降らない日が続くと，草根層の毛管水孔隙、の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行く O そして，毛管水孔隙が空の部分が増えて行く。

商が降り始まると，雨水は，主主根層の重力水孔隙に入りながら，草根層の毛

管水孔隙の~の部分に入り，空の部分を満たして行く。毛管水孔践の空の部分

を全部満たした終えた後，雨水は，主主根!聾から下層土層にi参透して行く。そし

て，さらに基盤岩層に渉透して行く。

草根層の最終i参透能力を超えた雨水の分は，地表面を流れ，ごく短い時間で

谷川に流れ込む。

2) モデルの係数

(I) 舗装地

次の係数を有しているo

a 市街種別ごと頭積率

b 保留水深

(2) 非錦装地

次の係数を有している。

水利科学 No，321 2011 
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C 草根層の厚さ 300mm 

d 毛管水孔隙量係数 30% 

E 重力水孔問、量係数 20% 

f 市街撞別ごと最終漆透能力 単位は mm/hr

(3) 市街種別ごと面積率と最終j参透能力について

平地の市街モデルで市街の種別と対応する面積率と最終渉透能力の各値を与

える。

(4) 全体

次の係数を有している。

g 山の市街に係わる蒸発発散最係数

3) タンクによるモデル化

図…12参照。

舗装面を溢流頂のある差引タンクで表す。

草根層の重力水孔除:を溢流頂がある線形タンクで表す。

主主根層の毛管水孔隙を陸流I買のある差引タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

(1) 舗装地

次の式で計算する。

100% 

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (26) 

(2) 非錦装地

次の式で計算する。

溢流頂のある線形タンクの深さ (mm) 口草根!替の厚さ (mm) X 

草根層の重力水孔関量係数 (27) 

溢流頂のある線形タンクの貯留係数 (hr)溢流頂のある線形タンク

の深さ (mm)/-草根腐の最終i参透能力 (mm/hr) (28) 

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 草根層の厚さ (mm) X 

草根層の毛管水孔隙量係数(%) X 0.01 (29) 

J/，手1)科学 No.321 2011 
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回一12 山の市街モデル

8 山の林の道路モデル

1) 流出過程の概念化

(I) 山の林の道路

山の林の道路は，高速道路を除いた，林の中の全ての道路を含む。また，鉄

道も道賂に等価換算して含める。道路敷は，全国舗装聞とする。

(2) 流出過程

雨が降らない日が続くと，蒸発発散で舗装面は，乾ききっている O

諒がi怒り始めると，降雨量と蒸発発散量の悲の時水は，舗装面を濡らしなが

ら，流れて行って，ごく短い時跨で谷川に流れ込む，とする O

2) モデルの係数

次の係数を有している O

a 山の林の道路に係わる蒸発発散係数

b 保留水深

100% 

2mm 

3) タンクによるモデル化

図-13参照。溢流頂がある差引タンクで表す。

水利科学 NO.321 2011 
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谷川
図-13 山の林の道路モデル

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する O

掻流頂のある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (30) 

9 山の高速道路モデル

1) 流出過程の概念化

(I) 山の高速道路

山の高速道路は，車の走行商のみならず，サービスエリア，パーキングエリ

ア，インターチェンジ，側道等の全施設を含む。高速道路敷は，全部舗装面と

する。

(2) 流出過程

山の道路と同様。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 山の高速道路に係わる蒸発発散係数

b 保留水深

100% 

2mm 

水利科学 No.321 2011 
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3) タンクによるモデル化

山の林の道路モデルのタンク構成と向じ。臨 時参照。溢流I震がある差引タ

ンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (31) 

10 山の箆岩モデル

1) 流出過程の概念化

雨の降らない日が続くと，蒸発発散で露岩表面は，乾ききっている。

雨が降り始めると，雨水は，露岩表面を濡らしながら，流れて行って，ごく

短い時間で谷川!に流れ込む， とする。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 山の露岩に係わる蒸発発散量係数

b 保留水深

3) タンクによるモデル化

図-14参照。溢流頂がある差引タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

100% 

2mm 

溢流頂のある差引タンクの深さ (mm) 口保留水深 (mm) (32) 

11 山の静水箇モデル

1) 流出過程の概念化

(I) 静水面

山の静水面は，無謀大の深さをしていて，底からの水漏れも湧水も起こらな

水寺Ij科学 No.321 2011 
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降雨続・発散

↓↑  

〆Zご保留水面

差~Ij ン?

谷川
図-14 山の露器モデル

い， とする。また，周囲からの雨水の流入は無い， とする。

(2) 流出過程

雨が降らない日が続くと，蒸発発散作用により，水閣は，下がって行く O

雨が降り始めると，雨水が水面にi留まって行って，やがて水面の縁を超え

る。その後の雨水は，藍ちに谷川に流れ込む，とする。

2) モデルの係数

次の係数を有している O

a 山の静水面に係わる蒸発発散量係数

b 7ki梁

3) タンクによるモデル化

国一15参照。溢流頂がある差引タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

100% 

9，999mm 

j盆流頂がある差引タンクの深さ (mm) 水深 (mm) (33) 
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谷川
図-15 山の静水面モデル

12 山の荒廃林地モデル

山の荒廃林地は，山林の皆伐や乱伐のため地表面が撹乱され，表土層の A

層が亡失し， B層が露出してしまったりしたような土地である。この荒廃林地

は，植林や山競砂防をすることにより段々と元の山林に戻って行く O すなわ

ち，他の山のこと地と違って定常的な状態が無いので，状況に臨機に応じる必要

があり，一般的なモデルを組み立てることは，ここでは行わない。

13 平地の小JIIの扇モデル

1) 流出過程の概念化

(l) はじめに

王子地の小川の聞は，全面が流水聞になっている， とする。

(2) 流出過桂

ここに降った雨は，ここで、起こる蒸発発散量を差しヲlいて残った分がただち

に小川の流れになる，とする。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 小JIIの閣に係わる蒸発発散係数

b 面積率

水利科学 No.321 2011 
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仁 i11オえのオ(ì~ 9，999mm 

3) タンクによるモデル化

山の谷川の面モデルのタンク構成と向じ。図-9参照。溢流頂のある差引タ

ンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する O

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 流水の水深 (mm) (34) 

14 平地の水回モデル

1) 流出過程の概念化

(l) 平地の水田の地層

平地の水田の地層は，表土障と浅い地下の地層に分けられる。表土層は，さ

らに代接層と下層土層に分けられる O

王子地の水田の下層土層は，浅い地下の地層によって麓類や性繋が異なって来

るO

浅い地下の地層が粘土層やシルト層のように不渉透性の土層の場合，下層土

層は，浅い地下の地層と向様な地質である。そして，さらに，非用水取水期間

中の排水のため，代掻層と下層土層の境目に排水装置が設けられている場合と

何も無い場合に分けられる。

浅い地下の地層が砂層や磯!曹のようなi参透性の土層の場合，下層土層は，水

田の水を地下になるべく i参透させないように堅く閉めた締間層になっている。

すなわち，平地の水田の地層は 次のような状況の組合せになっている。

A 浅い地下の地層が不法透性の場合均三角決iの土地の水田

a 排水装置がある場合→土地改良済みの水田

b 排水装置が無い場合→土地改良がされていない水田

B 浅い地下の地層がi参透性の場合ゆ三角洲以外の土地の水田

したがって，要素モデルを用水取水期間中と非用水取水期間中の期間別に

そして上記の状況の組合せごとに組み立てる必要がある。
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(2) 用水取水期間中の流出過程

この期間の水白は，常に水位が一定に保たれている池である。

水田は，白面からの蒸発発散量に相当する水量の補充を常に区間のJIIから受

ける。

降雨は，田閣の出口の水尻の構造と田の一枚の大きさに応じた田商の貯溜作

用を受けながら小)11に流れ出る。

三角治!の土地の水田の場合水田の水は，下層土!聾に診透しない。

三角i外i以外の土地の水町の場合，水田の水は 締囲層に渉透して行く。そし

て，この水量に相当する水量の補充を常に区間のJIIから受ける O 締困層にj参透

した水田の水は，そこを通過して，浅い地下の地層にi参透する。

(3) 非用水取水期間中の流出過程

(1) 三角治|の土地の水田で土地改良済みの場合

この場合，水尻の堰を取り払い，落水すると，排水装罷が働き始め，短い期

間で代措層中の重力水孔隙を満たしていた水は，排水され，無くなる O 雨の降

らない日が続くと，蒸発発散により毛管水孔隙を満たしていた水が失われて，

毛管水孔隙の空の部分が生じ始める。

雨が降り始めると，雨水は，重力水子し隙に入り そこから空の毛管水孔践を

満たしながら，排水装震を通して，小川に流れ出る。代掻層に雨水が渉透しき

れなくなると，田苗にi留まり初め，自面の貯i留作用を受けながら小JIIに流れ込

む。

(2) 三角洲の土地の水田で土地改良がされていない場合

この場合，水尻の堰を取り払い，落水すると 代掻!書中の重力水と毛管水の

子L隙をi持たしていたオくは，そのままそこに子支る。

摘の降らない日が続くと 蒸発発散により毛管水と重力水の孔隙を満たして

いた水が失われて，毛管水と重力水の各孔隙に空の部分が生じ始める。

雨が降り始めると，雨水は，代揺層の重力水孔隙に入り，そこから毛管水孔

際の空の部分に入る。重力水と毛管水孔隙の各~の部分を i持たし終えた雨水

は，問問にi留まり初め，国菌の貯i留作用を受けながら小JIIに流れ込む。

(3) 三角治|以外の土地の水田の場合

この場合， 7J(尻の壌を取り払い，落水すると，代掻層中の重力水孔聞を満た

していた水は，浅い地下の地層の中に浸透して行って，短い期間で無くなる。

雨の降らない日が続くと 蒸発発散により毛管水孔隙を満たしていた水が失わ

水利科学 No.321 2011 
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れて，毛管水孔隙の空の部分が生じ始める。

雨が降り始めると，雨水は，代掻層の重力水孔開に入り，そこから空の毛管

水孔棋を満たしながら，締困層に渉透する。代掻層に雨水が穆透し切れなくな

ると，その分が田面に溜まり初め，田面の貯i留作用を受けながら小川に流れ込

む。

2) モデルの係数

(1) 三角洲の土地の水田で土地改良済みの場合

次の係数を有している。

a 平地の水田に係わる蒸発発散量係数

b 用水取水期間(代揺から落水まで)

c 代掻層の厚さ

d 毛管水孔蹴量:係数

e 重力水孔隙量係数

f 排水装置の排水能力(最終漆透能力で表す)

g 田菌の広さ

h 水尻の帳

水尻の堰の高さ

100% 

4 月 15B~ 9月lOB

300mm 

25% 

25% 

1 mm/hr 

1，000m2 

400mm 

30mm 

J 畔の高さ 150mm 

用水取水期間や田掴の規模は，地方によって異なる。ここで掲げた数値は，

一例。以下，同様。

(2) 三角川!の土地の水田で土地改良がされていない場合

次の係数を有している O

a 平地の水田に係わる蒸発発散量係数

b 代議層の厚さ

仁 毛管水孔隙量係数

d 重力水孔隙量係数

e 田面の広さ

f 水尻の幅

g 水尻の堰の高さ

h 田干の高さ

100% 

300mm 

25% 

25% 

1，000m2 

400mm 

30mm 

150mm 
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(3) 三角洲以外の土地の水田の場合

次の係数を有している。

a 平地の水田に係わる蒸発発散量係数

b 代掻層の厚さ

C 毛管水孔隙量係数

d 重力水孔隙量係数

E 最終渉透能力

f 田富の広さ

g 水尻の幅

h 水尻の堰の高さ

鹿半の高さ

3) タンクによるモデル化

(l) はじめに

図-16参照。

(2) 三角洲の土地の水田で土地改良済みの場合

代掻層の重力水孔鯨を詰主流頂がある線形タンクで表す。

代掻層の毛管水孔践を溢流頂がある差引タンクで表す。

田苗の貯留作用を溢流頂がある疑似非線形タンクで表す。

(3) 三角洲の土地の水田で土地改良がされていない場合

100% 

300mm 

25% 

25% 

lOmm/hr 

1，000m2 

400mm 

30mm 

150mm 

代掻層の重力水と隙毛管水を併せた孔i裁を溢流頂がある差引タンクで表す。

田閣の貯留作用を溢流頂がある疑似非線形タンクで表す。

(4) 三角洲以外の土地の水田の場合

代掻膚の重力水孔際を溢流環がある線形タンクで表す。

代掻層の毛管水孔隙を溢流演がある差引タンクで表す。

田面の貯留作用を溢流頂がある疑似非線形タンクで表す。

4) タンクの寸法の計算

(1) 三角洲の土地の水田で土地改良済みの場合

次の式でタンクの寸法を計算する。

*事j科学 ~o.321 2011 
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く5三ifJ洲以外>

1制百?

¥f 
小)1¥

[非用水期間rl'J

回 16 王子地の水田モデル

溢流]翼がある線形タンクの深さ (mm) 代掻層の厚さ (mm) X 

代掻}曹の重力水孔関最係数(%) X O. 01 (35) 

横流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 溢流頭がある線形タンク

の深さ (mm)/排水装置の排水能力 (mm/hr) (36) 

水干1)科学 No.321 2011 
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溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 代掻f替の厚さ (mm) X 

代撞層の毛管水孔i涼量係数(%) xO.Ol (37) 

(2) 三角洲の土地の水田で土地改良がされていない場合

次の式でタンクの寸法を計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 代掻層の厚さ (mm) X 

(代掻層の毛管水孔隙量係数(%) + 

代掻層の重力水孔隙量係数(%)) XO.Ol 

(3) 三角洲以外の土地の水田の場合

次の式でタンクの寸法を計算する。

(38) 

話主流頂がある線形タンクの深さ (mm) 代掻層の摩さ (mm) X 

代掻層の重力水孔隙量係数(%) XO.Ol (39) 

溢流頂がある線形タンクの貯i留係数 (hr) 溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/代掻層の最終渉透能力 (mm/hr) (40) 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 代括層の厚さ (mm) X 

代議層の毛管水孔隙量係数(%) xO.Ol 

(4) 田面の貯溜作用

濯の公式を用いて田面の貯溜量と水尻からの流出量の関係を計算し疑似非

線形タンクの折れ線で表される貯i留関係を求める。

(41) 

15 !J!t也の焔モデル

1) 流出過積の概念化

(l) はじめに

平地の畑は，土地が三角決iの場合，微高地の上だけにある， ものとする。

三角治|以外の土地の場合 土地のどこも畑地になれる O

(2) 平地の畑の地層

平地の熔の表面の地層は，畝立窟である。

地形が三角治iの場合，畝立層の下に微高地の本体である時水のi参透性の地層

が来て，そして基盤となる雨水の不漆透性の地層になる。

地形が三角ifH以外の場合，畝立層と基盤の前水のi参透性の地層に分けられ

水利科学 No.321 2011 
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る。 すなわち，平地の畑の地層は，次のような状況の組合せになっているか

ら，部分モデルをこれらの状況ごとに組み立てる必要がある。

A 浅い地下の地層が南水のj参透性の場合ゆ三角洲以外の土地の畑

B 浅い地下の地層が時水の不i参透性の場合吟三角治|の土地の畑

(3) 三角治l以外の土地の流出過程

(1) 畑地道路

罰が降らない日が続くと，蒸発発散で路面は乾ききっている。

間が降り始めると，雨水は路面を濡らしながら，流れて行って，ごく短い時

間で小川に流れ込む。

(2) 耕起地

問の降らない告が続くと，畝立層の毛管水孔隙の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行く。そして，毛管水孔践の空の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，畝立層の重力水孔隙に入りながら，そこから毛

管水孔関の空の部分に入り 空だ、った部分を満たして行く O 畝立層の毛管水孔

隙の空の部分を全部満たし終えたあとで、重力水孔隙に入った雨水は，雨水のj参

透性の地層の中にi参透して行く。

畝立層の最終渉透能力を超えた雨水の分は，畝間に流れ出て，そこを流れ，

ごく短い時間で小111に流れ出る。

(4) 三角洲の土地の流出過程

(1) 畑地道路

三角ifH以外の土地と同様。

(2) 耕起地

雨の降らない日が続くと，畝立層の毛管水孔隙の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行く。そして 毛管水孔織の空の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，畝立層の重力水孔隙に入りながら，そこから毛

管水孔隙の空の部分に入り，空だった部分を満たして行く。

畝立層の毛管7](孔隙の空の部分を全部満たし終えたあとで、重力水孔隙に入っ

た雨水は，渉透性の地層に渉透して行く。そして，その下部に形成される薄い

地下水層の地下水流になって小111に流れ出る。

畝立層の最終i参透能力を趨えた雨水の分は，畝間に流れ出て，そこを流れ，

ごく短い時間でけ、111に流れ出る。

水利科学 No.321 2011 
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2) モデルの係数

(1) 三角洲以外の土地

(1) 畑地道路

次の係数を有しているo

a 面積率小規模熔地

中規模畑地

大規模畑地

b 保留水深

(2) 耕起地

次の係数を有している o

C 畝立層の厚さ

d 毛管水孔段;量係数

E 重力水孔掠量係数

f 最終渉透能力

(3) 全体

次の係数を有している。

g 平地の畑に係わる蒸発発散量係数

(2) 三角洲の土地

(1) 畑地道路

次の係数を有しているo

a 面積率

b 保留水深

(2) 耕起地

次の係数を有している。

C 畝立層の厚さ

d 毛管水孔隙量:係数

e 重力水孔隙最係数

f 最終i参透能力

g 地下水流が流れる距離

h 地下水流の速度

(3) 全体

次の係数を有している。

水利科学 No.321 2011 
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く':"J有機1以外〉

畑地道路 起耕地一 ・】

小)11 地下

く二泊洲〉

畑地道路ー ・4 起耕地 M 

白 位
巴うitg

↓d 
図-17 平地の畑モデル

平地の畑に係わる蒸発発散量係数 %
 

ハリハ
υ
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3) タンクによるモデル化

(I) はじめに

思-17参照。

(2) 三角治l以外の土地の場合

畑地道路は溢流頂がある差引タンクで表す。

畝立層の重力水孔隙を溢流頂がある線形タンクで表す。

畝立層の毛管水孔隙を溢流頭がある差引タンクで表す。

(3) 三角洲の土地の場合

畑地道路は溢流]頁がある差引タンクで表す

畝立層の重力水子し限を溢流頂がある線形タンクで表す。

畝立層の毛管水孔瞭を溢流頂がある差引タンクで表すo

i参透!替の1まに形成される地下水層を線形タンクで表す。

水手Ij科学 No.321 2011 
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4) タンクの寸法の計算

(l) 三角洲以外の土地の場合

(1) 畑地道路

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (42) 

<2> 耕起地

次の式で計算する。

溢流頂がある線形タンクの深さ (mm) 赦立層の厚さ (mm) X 

畝立層の重力水孔隙量係数(%) xO.Ol (43) 

議流環がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 口溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/畝立層の最終漆透能力 (mm/hr) (44) 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 口畝立層の厚さ (mm) X 

畝立層の毛管水孔隙、景係数(%) XO.Ol (45) 

(2) 三角洲の土地の場合

(l) 畑地道路

次の式で計算する。

話主流頂がある差引タンクの深さ (mm) 口保留水深 (mm) (46) 

<2> 耕起地

次の式で計算する。

議流頂がある線形タンクの深さ (mm) 畝立層の厚さ (mm) X 

畝立層の重力水孔隙量係数(%) XO.Ol (47) 

溢流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 立溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/畝立層の最終j参透能力 (mm/hr) (48) 

溢流環がある差引タンクの深さ (mm) 口畝立障の摩さ (mm) X 

畝立層の毛管水孔隙量係数(%) XO.Ol (49) 

線形タンクの貯溜係数 (hr) 口地下水流が流れる距離 (m)/ 

地下水流の速度 (m/hr) (50) 

水科科学 No.321 2011 
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16 平地の林モデル

1) 流出過設の概念化

(I) はじめに

平地の地形が三角洲以外の場合，林は，平地のどこにでもある。平地の地形

が三角洲の場合，林は，平地の中の微高地にだけある， ものとする。

平地の林は，山の林間様，地面から上の層と地面から下の層に分けられる O

地面から上の}替の樹木)曹に関しては. 111の林と同様。

(2) 平地の林の地層

地面から下の}替の平地の林の地層は 樹根帯に当たる樹根層と地下の地層に

分けられる。

土地が三角治lの場合，樹根層は微高地の表層部分である。雨水の漆透性の土

層である微高地の地下の地層は雨水の不穆透性の地層になっている。

土地が三角川l以外の場合，樹根層の下は雨水のj参透性の地層である。

(3) 平地の林の分類

平地の林は，地層から次のような状況の組合せになっている。

A 地下の地層が雨水の漆透性の場合均三角洲以外の土地の林

B 地下の地層が雨水の不i参透性の場合ゆ三角川!の土地の微高地の林

したがって，要素モデルを上記の状況ごとに組み立てる必要がある。

(4) 三角淵以外の土地の林の流出過程

雨の降らない日が続くと，樹根層の毛管水孔隙の中に入っている水は，蒸発

発散作用で、失われて行く。そして 毛管水孔磁の空の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，樹根底の重力水孔棋に入りながら，そこから毛

管水孔隙の空の部分に入り，空だ、った部分を満たして行って，全部満たし終え

たあと，地下の地層にj参透して行く。

表土慢の最終i参透能力を超えた雨水の分は，地表簡を流れ，ごく短い時間で

小J11に流れ出る O

(5) 三角洲の微高地の林の流出過程

雨の降らない日が続くと，樹根層の毛管水孔隙の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行く O そして，毛管水干し隙が空の部分が増えて行く。

需が降り始まると，時水は，樹根!曹の重力水干し隙に入り，そこから毛管水孔

離の空の部分に入札空だった部分を満たして行って，全部満たし終えたあ
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と，樹根層の下部を深さの浅い地下水流になって流れ，小川に流れ出る O

樹根層の最終i参透能力を超えた雨水の分は，地表面を流れ，ごく短い時陪で

小川に流れ出る O

2) モデルの係数

(1) 三角洲以外の土地

(1) 樹木層

次の係数を有している O

a 平地の林地の樹木層に係わる蒸発発散量係数

b JJa断量

(2) 表土躍

次の係数を有している。

C 平地の林地の表土層に係わる蒸発発散量係数

d 樹根層の厚さ

E 毛管水子L隙量係数

f 重力水子し隙量係数

g 最終診透能力

(2) ミ三角洲の微高地

( 1) 樹木層

次の係数を有している O

a 平地の林地の樹木層に係わる蒸発発散最係数

b 遮断量

(2) 表土層

次の係数を有している O

C 平地の林地の表土層に係わる蒸発発散量係数

d 樹根層の摩さ

E 毛管水孔隙量係数

f 重力水孔隙量係数

g 最終渉透能力

h 下部を地下水流が流れる範離

100% 

2 mmJhr 

100% 

1，000mm 

30% 

20% 

50mm/hr 

100% 

V
A
 

h
u
 

，I'
 m

 
、zn
 

100% 

1，000mm 

30ヲ6

20% 

50mm/hr 

林地を円形にした場合の半径 m

下部の地下水流速 lOm/hr 
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3) タンクによるモデルf七

(1) はじめに

国一18参照。

(2) 三角洲以外の土地

樹木層を溢流]頁がある差引タンクで表す。

樹根層の毛管水孔隙を溢流頂がある差引タンクで、表すο

重力水孔隙を溢流頂がある線形タンクで表す。

(3) 三角洲の微高地

樹木層を溢流頂がある差引タンクで表す。

樹根層の毛管水孔隙を話主流頂がある差引タンクで表すσ

重力水子し隙を溢流頂がある線形タンクで表す。

下部の地下水層を椋形タンクで表す。
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4) タンクの寸法の計算

(I) 三角洲以外の土地

<1> 樹木層

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 遮断量 (mm) (51) 

<2> 表土層

次の式で計算する。

i盆流頂がある線形タンクの深さ (mm) 樹根層の厚さ (mm) X 

樹根膚の重力水孔除:量係数(%) XO.01 (52) 

溢流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 溢流漬がある線形タンク

の深さ (mm)I樹根層の最終漆透能力 (mmlhr) (53) 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 樹根層の厚さ (mm) X 

樹根層の毛管水孔関量係数(%) X O. 01 (54) 

(2) 三角洲の微高地

<1> 樹木庸

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 遮断量 (mm) (55) 

<2> 表土層

次の式で計算する。

括主流頂がある線形タンクの深さ (mm) 樹根層の厚さ (mm) X 

構根層の重力水孔際量係数(%) X O. 01 (56) 

溢流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)I樹根層の最終j参透能力 (mmlhr) (57) 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 樹根層の厚さ (mm) X 

樹根層の毛管水孔隙量係数(%) X O. 01 (58) 

タンクの貯溜係数 (hr) 口地下水流が流れる距離 (m)I 

地下水流の速度 (m/hr) (59) 

水利科学 No.321 2011 



i南本・ iiiElH百十字}マルチ・タンク・モデルにi.tづく分刻法について(I[) 119 

17 平地の市街モデル

1) はじめに

(1) 平地の市街の立地

平地の地形が三角洲以外の場合，市街は平地のどこにでも立地出来る。しか

し平地の地形が三角洲の場合，古い市街は，微高地の上だけにある。新市街

は，砂葉土を用いて埋め立てられた土地の上に作られている，ものとする。

(2) 平地の市街の地層

平地の市街の地!曹は，表土層と基盤となる地下の地層に分けられる。

地形が三角洲の場合，表土f警は，三三角治|の中に微高地を形成する砂質土層か

同様の地質の埋め立て土層に分けられる。そして，その下に雨水の不渉透性の

地騒がある， ものとする O

地形が三角洲以外の場合 表土居『の下に基盤となる雨水の渉透性の地層があ

る， ものとする。

すなわち，平地の市街の地層は，次のような状況の組合せになっている。

A 地下の地層が雨水の渉透性の場合。三角洲以外の市街

B 地下の地層が雨水の不i参透性の場合ゆ三角iHIの微高地上または埋め立て地

上の市街

したがって，要素モデルをよ記の状況ごとに組み立てる必要がある。

(3) 舗装地と非舗装地

市街は，舗装地と非舗装地に分けられる O 非舗装地は，地面が舗装されてい

ない場所である。綴装地は 舗装された道，建物が立っている場所である O た

だし建物が立っていても，間樋からの雨水が非舗装地に放流される場所は，

非舗装地として扱う O

非舗装地の表土層は草が生えることが出来る地!習で¥草の根が及ぶ範囲を草

根層と呼ぶ。

2) 流出過程の概念化

(1) 舗装地の流出過程

告書装地における流出過程は 三角治!と三角洲以外で、変わりが無い。また，平

地の畑の道路と基本的に向じである O 雨水は ごく短い時間で小JIIに流れ出

るO
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(2)非舗装地の流出過程

(I) 三角洲以外の市街

雨の降らない日が続くと，草根層の毛管水孔隙、の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行き，毛管水孔掠が空の部分が増えて行く。

需が降り始まると，関水は，重力水孔隙を通って草根層にi参透して，毛管水

孔臨の空の部分に入りながら，空の部分を全部満たし終えたら，浅い地下の地

層に漆透して行く。

主主根層の最終漆透能力を超えた雨水の分は，地表面を流れ，ごく短い時間で

小)IJに入る。

(2) 三角iJfIの市街

需の昨らない日が続くと，草根1曹の毛管水孔隙の中に入っている水は，蒸発

発散作用で失われて行き，毛管水孔i訟が空の部分が増えて行く。

雨が降り始まると，雨水は，重力水孔隙を通って草根層にi参透して，毛管水

孔隙の空の部分に入りながら，表土層全体にj参透する。表土層の底部に到達し

た雨水は，浅い地下水流になって小川に流れ出る。

草根層の最終濠透能力を超えた雨水の分は，地表面を流れ，ごく短い時間で

小JIIに流れ出る。

3) モデルの係数

(I) 市街全体

次の係数を有している。

a 平地の市街に係わる蒸発発散量係数

(2) 舗装地

次の係数を有している O

b 市街種別ごとの面積率

C 保留水深

(3) 非告書装地

(1) 三角洲以外の市街

次の係数を有している O

d 草根層の!享さ

E 毛管水孔問、量係数

f 'e主力水孔隙量係数

ァjz手1)科学 No.321 2011 
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g 市街種別ごとの最終諺透能力

(2) 三角決|の市街

次の係数を有している。

h 草根底の摩さ

毛管水孔隙量係数

j 重力水孔隙量係数

k 市街種間ごとの最終i参透能力

l 地下水流が流れるE在離

m 地下水の流速

(4) 市街種別ごとの面積率と最終i参透能力

市街種別 面積率(%)

単位は mm/hr

300mm 

30% 

20% 

単位は mm/hr

市街地を円形にした場合の半径 m

中高層建物街 90 

密集建物街 80 

散在建物街 50 

樹木に踏まれた居住街 30 

ZEき地・点在建物 20 

学校 30 

病院 50 

工場 80 

公園 10 

運動場 10 

墓地 80 

広い中高の道蕗・鉄道 100 

4) タンクによるモデル化

(1) はじめに

圏一19参照。

(2) 三角iHI以外の市街

舗装地を溢流]買がある差引タンクで表す。

主主根層の重力水孔隙を溢流頂がある線形タンクで表す。

草根層の毛管水孔磁を溢流頂がある差引タンクで表す。
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国一19 平地の市街モデル

(3) 三角洲の市街

舗装地を溢流頂がある差引タンクで表す。

主主根層の重力水孔践を溢流頂がある線形タンクで表す。

主主根層の毛管水孔隙を溢流頂がある葦引タンクで表す。

表土層底部の地下水層を線形タンクで表す。

5) タンクの寸法の計算

(1) 三角淵以外の市街

(1) 舗装地

次の式で計算する O

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (60) 

(2) 非舗装地

次の式で言十算する。
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溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 草根層の厚さ (mm) X 

主主根層の毛管水孔融量係数(%) XO.01 (61) 

溢流頂がある線形タンクの深さ (mm) 草根層の厚さ (mm) X 

草根帯の重力水孔限量係数(%) X 0.01 (6ヌ)

溢流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr)溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/草根層の最終渉透能力 (mm/hr) (63) 

(2) 三角洲の市街

(I) 舗装地

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 口保留水深 (mm) (64) 

(2) 非舗装地

次の式で計算する。

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 草根!替の厚さ (mm) X 

草根1曹の毛管水孔隙量係数(%) XO.01 (65) 

溢流頂がある線形タンクの深さ (mm) 主主根層の厚さ (mm) X 

草根層の重力水孔隙量係数(%) xO.01 (66) 

溢流頂がある線形タンクの貯溜係数 (hr) 口溢流頂がある線形タンク

の深さ (mm)/.草根層の最終渉透能力 (mm/hr) (67) 

線形タンクの貯溜係数 (hr) 地下水流が流れる距離 (m)/ 

地下水流の速度 (m/hr) 

18 平地の高速道路モデル

1) 流出過程の概念化

(l) 王子地の高速道路

高速道諮の敷地は，全面舗装されている，とする。

(2) 流出過程

山の高速道路と同様。雨水はごく短い時間で小川に流れ出る O

(68) 
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2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 平地の高速道路に係わる蒸発発散係数

b 鱗装面の保留水深

3) タンクによるモデル化

山の林の道路モデルのタンク構成と閉じ。図-13参照。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

100% 

2 mm/hr 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 保留水深 (mm) (69) 

19 :;:P:地の静水箇モデル

1) 流出過程の概念化

(I) 平地の静水面

山の静水面と同様。

(2) 流出過程

山の静水田と時様。荷水はごく短い時間で小JIIに流れ出る。

2) モデルの係数

次の係数を有している。

a 土地に係わる蒸発発散係数

b 水深

3) タンクによるモデル化

山の静水面モテツレのタンク構成と同じ。閤一15参照。

4) タンクの寸法の計算

次の式で計算する。

100% 

9，999mm 

溢流頂がある差引タンクの深さ (mm) 出水深 (mm) (70) 
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20 ;;p:t也の野原モデル

平地の野原は，以上に述べた平地の土地に当てはまらない土地を言う。他の

平地の土地と違って定常的な状態が無いので，状況に臨機に応じる必要があ

り，一般的なモデルを組み立てることは，山の荒廃林地同様，ここでは行わな

し、。

(間本水文・河川i研究所主宰 元新潟大学教授工学博士)

(原稿受付2011年 5月28，原稿受理2011年 6月68)

第 1回 NO.320(8月号)の誤文訂正

19頁から21頁にかけての，要素過程と要素モデル一覧表と図 7の全体モデル

図に関する訂正のお願い

一覧表において， Bの12のあとに来なければならない次の[要素過程と要素

モデル]を欠落してしまいました。

13 山の小JIIの酉の過程 平地の小JIIの笛モデル

よって， Bの13の前に追加の上，以下番号をひとつずつ繰り下げてください。

これに伴って，次の部分訂正をお願いします。

1) 19頁の 5行gの [1~27J を [1 ~28J に代える

2) 21頁の26行自の [27の要素モデルの内の12・19・20番を除く 24J を [28の

要素モデルの内の12・20・21番を除く 25Jに代える

3) 20頁の国一7の2段の各国において，平地の静水面のあとに王子地の小川の

面を加え，平地の静水面から王子地の小)11のj可道に向かっている線を付け替

える
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