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Ⅰ.序 論

1. 従来の研究と問題点

流水による斜面物質の移動は降雨-斜面上における土砂の剥離 ･運搬-

河道における土砂流出とい うメカニズムをもつ｡ したがって､斜面上にお

ける物質の移動を明らかにするためには､次の二つの立場が可能であろ

う｡一つは降雨と､それにともな う斜面上の流水に着 日して､それらによ

る斜面上での物質の動 きをとらえようとする立場である｡たとえは､市川

(1961,1965)は愛知県渥美半島のいくつかの山地斜面で､降雨と流亡土

量との関係を調べ､流亡土量は降雨強度が増大すると増大するが､その増

大の仕方には､裸地面積や傾斜が関係 していることを明らかに し､さらに

斜面形の発達過程を明らかにすることを試みた｡ しか し､ここでは､流亡

土の具体的な流出過程については論述されていない｡

Rainwashや リル､カリ侵食による斜面物質の移動量を論 じた研究 もな

されて きた (SmithandWischmeier,1957;Seginer,1966;Bridgesand

Harding,1971;Piestetal.,1975;Riezebos,1976;Yamamoto,1976)o =

れらの研究は主に､ ビンによる表面侵食深の測定と､ リル ･カリの形態測

量による流出土砂量の算定を行 ったもので､rainwashや リル ･カリ侵食

による斜面物質の移動量には降雨強度､地形､土壌､土地利用や植生の特

性が重要な役割を果 していることが明らかにされた｡ しか し､これらの研

究はすべてある一定期間 (2ケ月～ 1年)における斜面物質の移動量を論

じたものであ り､個 々の降雨による斜面物質の移動は論 じていない｡ ま

た､同 じ土壌からなる斜面上で､斜面物質の粒子の大きさが rainwashに

際 してどのような役割を果たすかについても論 じていない｡

第二の立場は､斜面上から剥離 ･運搬された物質が､河道にどのような

かたちで流出しているかに着 目して､そこから斜面上での物質の動きをと

らえようとする立場である｡河道における土砂流出に関する研究は､古 く

からなされてきたが､それらの研究は主に掃流砂疎や浮流土砂の測定に主
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沖縄島北部 ･西尾都川流域におけるwashloadの流出過程

眼がおかれてお り(Anderson,1954;Heidel,1956;Sundborg,1956;荒巻,

1958;NordinandDempster,1963;高山,1965a,1965b;Douglas,1968;

Rappetal.,1972;Wood,1977)､斜面物質に由来する(Einstein,1950;Shen,

1971)washloadそのものを取 り扱った研究は少ない｡

土砂流出現象から斜面物質の移動を把える場合には､流送土砂の中でも

一回の出水て斜面から供給され､河道内で堆積することなく流下するwash

loadを取 り上げることが必要である｡ この意味で､村本ほか (1973,

1975)､Rendon-Herrero(1974)､山本 (1975)､山本ほか (1976)が従来

浮流物質に含めて取 り扱われていた washloadを浮流物質から分離 し､

washload自体に関する研究を行ったことは注目される｡ これらの研究に

よって､washloadの濃度は流量の変化に対応 して変化するが､同一流量

でも増水時と減水時てwashloadの濃度が異なること､また､余剰流出量

(excessrunoff)によって､かな りの精度でwashload流出量が予測できる

ことなどが明らかにされた｡ しか し､これらの研究は河道内でのwashload

の流出現象を論 じたにとどまり､washloadをもたらした斜面上での土砂

の剥離 ･運搬がどのように行われたかについては論 じていない｡

2. 本研究の立場と目的

本研究は､前述 した第二の立場にたち､流出土砂の中でもwashloadに

注目して､その濃度､流出量および粒度組成の時間的変化と降雨強度の時

間的変化を追跡することにより､washloadの流出過程を考察することを

目的とする｡

Washloadの流出過程を把えるには､斜面物質が多量に剥離 ･運搬され

ている地域が適切である｡その条件を満たす地域として､多雨で､基盤の

風化が進行 し､裸地面積の大きな､沖縄島北部の西足部川流域を選定 し､

その上流域を試験流域とした｡

試験流域の出口で浮流物質の観測を行い､さらに河宋堆積物､斜面物質

の粒度組成を調べて浮流物質に含まれるwashloadの分離を行った｡ とく
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に斜面上における物質の粒径による移動過程の違いか､washloadの粒度

組成の時間的変化に反映されているのではないかと考え､粒度組成の時間

的変化について詳 しく調べ､また降雨強度の影響を調べるため降雨強度の

時間的変化についても調査 した｡

Ⅱ.調査地域の概観

1. 地形､地質および土壌

西星部川は､沖縄島北部の本部半島基部に位置 し､流域面積5.8km2､

主流路長 7.6kmの小河川である｡その上流域に設定 した試験流域の流域

面積は 2.4km2である (第 1図)｡試験流域の大部分は急斜面からなる最

高高度 171mの丘陵地で､分水界付近に山頂緩斜面､下流部に谷底低地が

分布する｡西屋部川の河床勾配はほは4つの区間に分けられ､浮流砂採取

地点 (第 1回)で 1日43､それ より上流では 1/37､1/77とかな り急な河

床勾配を示す｡河床には細粒物質の堆積かほとんどみられず､河岸の大部

分には基盤が露出している｡試験流域の大部分は中 ･古生界の千枚岩で構

成され､分水界付近には国頭疎層と呼はれる第四系の礁層 ■'か断片的に分

布する (第 2図)｡基盤は高温多湿な気候条件下て厚層風化が進み､千枚

岩などの古期岩頬および礁層を母材とする赤色土壌が緩斜面に分布 し､と

くに地表面が過湿になる地域では表層グライ系赤色土壌がみられる｡また､

谷壁急斜面では赤色土が十分発達せず黄色土壌が形成 されている (名護市

役所,1977)｡流域の多くの部分では､パイナップル栽培のために､この

ような赤黄色土壌の表層がブル ドーザーによって剥ぎ取 られ､地表には

B～BC層が露出している｡

-Ll



沖縄島北部 ･西屋部川流域におけるwashloadの流出過程

第 1図 調査流域の位置
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∈∃ 千枚岩

第 2図 調査流域の地質図
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沖縄島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

2. 土地利用および植生

沖縄島では戦後パイナップルが導入され､古期岩頬を母材とした赤黄色

土壌の分布する沖縄島北部に､パイナップル畑が造成された｡パイナップ

ル畑の造成は､ブル ドーザーを用いて山頂緩斜面の表土を剥ぎ取 り､その

剥ぎ取った表土を谷底部に押 し出す形で行われていることが多い｡パイナ

ップル栽培においてほ､畑の地力が 4-5年経過すると衰えるために､フ

ル トーサーによる表土剥きが行われ､その剥き取 りの厚さは最大3m余に

も達 している(名護市役所,1977)｡植付後 1年以内のパイナップル畑にお

いては､/くイナッ プルの株が十分成長 していないために､その株の周辺で

は土壌のB～BC層が広 く露出し土壌侵食がおこっている｡パイナップル

の株が十分成長すると､葉が地表面をおおうようにな り､このため流水に

よる土砂の生産量は急激に減少する (山本 ･前門,1977)｡近年土地買占

めにより､多くのパイナップル畑が放棄され､そのような場所にはススキ

の群落が形成されている｡このようなススキ群落地が調査流域中最も広い

面積を占めているO/くイナップル畑とススキ群落地を除く大部分は L)ユウ

キュウマソ､スダンイなどの樹林地となっている｡

試験流域の土地利用を第 3図に示す｡土砂の供給源と考えられる裸地お

よびパイナップル畑が上流部と中流部に分布する｡

3. 気 候

試験流域の南方約2.5kmの地点にある名護測候所における1967年～75

年の年平均気温は21.5℃､年平均降水量2,412.9mm､年平均湿度は81%

である (第 4図)0 5月～8月に年平均降水量の約 58%の降雨があ り､そ

の降雨の大部分は 5月中旬～6月中旬にかけての梅雨と6月～10月にかけ

ての台風によってもたらされている｡時間雨量 50mm以上の降雨につい

て､その原因別割合をみると､台風によるもの41%､梅雨前線によるもの

33%､前線によるもの 17%､気圧の谷によるもの8%となり､台風と梅雨

前線が大半を占めている (日本気象協会,1973)0
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第 3図 調査流域の土地利用図
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沖縄島北部 ･西屋部川流域におけるwashloadの流出過程

名護における1967-1975年の日最大雨量は458mm､1時間最大雨量108.5

mm､10分間最大雨量27･4mmである (名護測候所,1976)｡翁長 (1969,

1974)は､那覇における降雨強度と雨滴の大きさについて観測 し､日本各

r
J,=
叫
｣

1

山
｢

謹

叫

竹
~
叫
.鳥

｢

当

止

糊

的
-

･柑

40■
･
柑
･l

■

(
CO

6

4

2

t

4

3

2

1

〃〃

年平均気温-21.5℃

年平均降水量-2,413mm

第4図 名護における月別平均気温､平均降水量､平均湿度 (名護測候所､

1976による)

T:気温､R:降水量､HtL:湿度｡
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地の観測結果と比較 した｡その結果､那覇では他地域よりも大きな雨滴が

存在すること､また強雨型 (6mm/10分以上)の降雨時ほと､より大きな

雨滴 (直径 1.5mm以上)が多 く存在することが明らかになった｡この研

究では那覇における危険降雨の出現回数が年 50回であ り､この数値は広

島､高松における数値の3-4倍にあたっていることも指摘 している｡こ

のように､沖縄島は他地域と比較 して極めて土壌侵食を引き起こしやすい

降雨特性をもっているといえる｡

Ⅲ.観測方法

1. 浮流物質

浮流物質の採取方法には種々あるが(GregoryandWalling,1973)､浮流

物質の鉛直濃度分布を調べるためには､水深別に浮流物質の採取ができる

方法を用いる必要がある｡そこで真空ポンプを用いた吸上げ方式による浮

流物質採取器を作成 した｡吸上げ方式による浮流物質採取法には､本河川

のように､水深が浅 くても水深別に何点かで採水ができ､かつ比較的水流

を乱すことなく採水できるという利点がある｡

浮流物質採取装置を第 5図に示す｡この浮流物質採取装置は､L字型に

曲げた直径 7mmの塩化 ビニールのノズルを鉄/くイブに固定 した吸水部

と､吸水部から耐圧ホースで継いだ採水器からな り､採水器を真空ポンプ

で減圧することにより採水する装置である｡

採水量は採取 した浮流物質の粒度分析を行 う装置との関係で決定され

る｡1m沈降管による粒度分析には 1-1.5g､光透過式粒度分析器には約

30mgが適量である｡試験流域とほぼ同じ概観をもつ沖縄島北部平良川で

の浮流物質濃度が50-7,000mg/Pであること (前門,1975)から2Eの

採水量が適当であると判断 した｡

浮流物質採取地点としては橋脚のない橋のある場所が適切であ り､浮流

物質採取地点を河口から約 4,7km上流側の橋に設定 した｡浮流物質の採
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沖縄島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

真 空 ,ポ ン プ 採 水器 鉄 パイ プ

0_20.60.8 0ー20.8 0.6 ノ lズル †7mm

第 5図 浮流物質採取装置

取は河道の中央部で橋上からノズルを降ろして水深別に 2-3点 (第 5図)

で採水することにより行った｡採水においては､ ノズルの管内流速 と水流

の流速 とが等 しくなるよう注意 し､ほは2Eの採水を行 って浮流物質濃度

(mg/A)を求めた｡

2.降雨量

流域内の 2地点 (第 1図､Rl:標高 49.5m､R2:標高 121m)に転倒

ます型自記雨量計を設置 して観測 し､総降雨量 と30分降雨強度を求めた｡

また､試験流域の南方約 2.5kmの地点に位置する名護測候所の降水量 も

参考に した｡

3. 流 量

水位は浮流物質採取地点に設置 した量水標により目視観測を行 った｡流

-ll-



速はプライス型流速計を用い､河道中央部において 1-3点法で測定 し平

均流速を求めた｡流量はあらか じめ河床横断測量を行って横断面図を作成

しておき､水位から流水横断面積を求め､それに平均流速を乗 じて算出し

た｡

Ⅳ.浮流物質に含まれるwashloadの分離

1. 浮流物質の鉛直濃度分布

1977年 8月21日､23日､9月9日～10日における浮流物質の鉛直濃度

分布の観測結果を第6､7､8図に示す｡ いずれの観測結果においても､河

床付近から水面付近までほは一様な鉛直濃度分布を示 している｡従来の研

h(m)

..

i ●
0 500 1000 1500

C∫(mq/1)

第 6図 1977年 8月21日における浮流物質濃度の鉛直分布

h:河床からの高さ､Cs:浮流物質濃度.
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沖縄島北部 ･西星部川流域におけるwashloadの流出過程

丁 1 r ㌔ / /

㌔ /

1000 2000 3000 4000 5000【mg/1)Cゞ

第 7図 1977年 8月23日における浮流物質濃度の鉛直分布

h:河床からの高さ､Cs二浮流物質濃度｡

価 臥 ~卜, /

胆 肝 ､ /

▲~i j 一一一一･一一 増水時〇一･･･一 減水時

0 5000 10000(rrLg/i)Cs

第 8図 1977年 9月9日～10日における浮流物質濃度の鉛直分布

h:河床からの高さ､Cs 浮̀流物質濃度o
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究2'においても､浮流物質の中の0.062mmより細かい粒子は河床から水

面付近まで一様な濃度分布をすることか明らかにされている｡このことか

ら､本流域における浮流物質の-様な鉛直濃度分布は浮流物質中に占める

細かい粒子の割合が大きいためであると考えられる｡

2.浮流物質､河床堆積物および斜面物質の粒度組成

浮流物質中に占めるwashloadの割合を明らかにする口的で､斜面物質

と､8月23日､9月 3日～ 4日､9月 9日～11日における出水直後に河床

堆積物の採取を行い､その粒度組成を調べ､浮流物質の粒度組成と比較 し

た｡

(1) 河床堆積物､斜面物質の採取方法

河床堆積物の採取は､流路に沿ってほは500m間隔で行った｡合計 18の

採取地点それぞれにおいて､河道中央部の河床面から約5-7cmの深さまで

の河沫堆積物を約 1kgずつ採取 した (第9図､写真 1､2)03回にわたって

採取 した河床堆積物の試料数は34個であった｡

流域全体の斜面物質の粒度組成を明らかにする目的で､流域に一辺250m

のメッシュをかけて､一つ-つのメッシュ内で土砂の主要な供給源と考え

られる場所 (裸地､パイナップルの株が十分成長 していないパイナップル

畑)に斜面物質の採取地点を選定 し､合計36地点で地表に露出したB～BC

層を約 1kg採取 した (第 9図､写真3､4)0

採取 した河床堆積物､斜面物質を実験室に持ち帰 り､河床堆積物は全試

料について､斜面物質は全試料の中から20試料を選び､次に示す ような

方法で粒度分析を行った｡

(2)粒度分析の方法

6中より細粒なものは光透過式粒度分析器3-､6-1¢のものは 1m沈降

管､19i～-2¢は通常のフルイ､-2¢～-4¢のものはます型7ルイ､-4

少より粗粒なものはノギスにより､それぞれ 1/4¢間隔で粒度分析を行っ

た｡浮流物質の粒度分析も同様な方法で行った｡
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沖縄島北部 ･西足部川WL域におけるwashloadの流出過程
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第 9図 河床堆積物､斜面物質採取地点
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写真 I RM-32における河床堆積物

写真 2 RM-45における河床堆積物
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沖縄島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

写真3 SM-30における斜面物質

写真4 SM-28における斜面物質
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それぞれの方法を用いた粒度分析結果を計算機4'にかけ､各々の試料に

ついて重量頻度パーセント､平均粒径 (〟 ¢)を算出した｡

(3)粒度分析の結果

河床堆積物の代表的な粒度組成を第10図に示す｡2少より粗粒なものの

占める割合が90%以上に達 し､2¢付近を境として､それより細粒なもの

が急激に減少している｡

197794R-24

19779 4 R-25

19779 4 R-45

19779.4 R-12

第10図 河床堆積物の粒度分布
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沖縄島北部 ･西尾部川流域におけるwashloadのWL出過程

斜面物質の代表的な粒度組成を第 11区=こ示す｡4¢付近の粒径のものが

大半を占めており､また6-7¢付近にも一つのピークがみられる｡

浮流物質の粒度組成を示すと第 12回のようである｡大部分が 2-3¢

より細粒なものからなり､2-3中より粗粒なものはほとんど欠けるか､全

く見られない｡

(i)
8

6

4

2

0

-4 -2 0 2 4 6 8 10(a))

-4 -2 0 2 4 6 8 10(¢)

第11図 斜面物質の粒度分布

-19-







河味堆積物､斜面物質､浮流物質の粒度組成をまとめて示 したのが第13

図である｡浮流物質および斜面物質は大部分が2-3中より細粒なものか

らな り､河沫堆積物の粒度組成とは全く対照的である｡

washloadとは従来､WL送土砂の巾で､河床にほとんどみられない細粒

(%)
14

12

10

8

6

4

2

0

(!',)
8

6

4

2

0

(%)
10

8

6

-4 -2 0 2 4 6 8 10(¢)

第13図 河床堆積物､斜面物質および浮流物質の粒度分布
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沖縄島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

物質からなるものと定義されてお り､前述の粒度分析結果から､採取 した

浮流物質のほとんど全部はwashloadであると考えてよい｡ したがって､

降雨によって斜面から直接供給された物質であ り､それの濃度､流出量お

よび粒度組成の時間的変化を検討することは､斜面物質の移動を推定する

手段とな りうる｡

Ⅴ.washloadの濃度､流出量および粒度組成の時間的変化

1. 流量とwashload濃度との対応関係

(1) 流量のピークとwashloadのピークの大小関係

全観測結果の中から､増水時～減水時にかけてwashload濃度の時間的

変化が観測てきた 1977年 9月 3日～4日､9月9日～10日における観測結

果について考察を行 う｡

1977年 9月3日～4日に観測 したwashload濃度およひ流量､R2地点

における降雨強度5'を第 14図に示す61｡15時30分～16時までに30分降雨

強度8mmの強い降雨があ り､降雨開始後約 1時間経過 して急激に流量が

増大 し､16時 9分に l回llのt='-ク (0-0.8933m3/秒)を形成 した｡そ

の後､やや小降 りにな り減水 したが､16時 30分～17時の30分降雨強度

6mmの強い降雨により再び流量が増大 して､16時52分に 2回目のピーク

(0-1.3225m3/秒)を形成 し､この出水における最大流量を示 した｡

一方､washload濃度のt=.-クは 3回出現 したが､l回目の濃度の ピー

ク (B:16時 14分､Cw-21,029.9mg/b)が 2回目の濃度のピーク (E:

16時47分､Cw-16,356.6mg/A)より大きく､それに対応 した流量の ピ

ーク (16時 9分と16時52分に出現 した流量のピーク)の大小と逆の結果

を示 している｡このことは 1回目の流量のピークを引き起こした降雨強度

が 2回Elの流量のピークの原因となった降雨強度よりも大きいことが原因

であると考えられる｡

1977年 9月9日～10日における台風 9号による出水の観測結果を第 15
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第14図 1977年 9月3日～4日における30分降雨強度､wasllload濃

度､流量の時間的変化

Ri:降雨強度､Cw :washload濃度､a:流量｡

図に示す｡ 9月8日の23時頃から雨が降 り始め､9月 10日の 15時までに

104mmの雨量を記録 した7'｡出水初期の降雨強度が小さかったためか､

出水らしい出水をみたのは 9月9日の3時頃であ り､降雨開始からかな り

遅れている｡観測期間中に合計 9回の流量のピークが出現 し､それに対し

てwashload濃度のピ-クはほほ流量のピークの出現時間に対応 して7回

現われた0 9月 9日の 3時頃に出現 した流量のビ-ク (0-0.32m3/秒)

は 5時30分頃に出現 した流量のビ-ク (0-0.28m3/秒)よりも大きい｡
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M,絶島北部 ･西尾部川流域におけるwashloadの流出過程

これに対 して､3時頃に出現 したwashload濃度のピーク (Cw-906.5mg/

A)は 5時30分頃に出現 したwashload濃度の ビ-ク (Cw-1,181.4mg/

A) より小さくなっている｡ また､9月 9日､22時頃に現われた流量の

ピーク (0-2.04m3/秒)は 9月 10日､1時頃に出現 した流量の ピーク

(0-262m3/秒)より小さい｡一方､washload濃度は 9月9E]､22時

頃に出現 した濃度の ピーク(Cw-2,010.5mg/A)が 9月 10日､1時頃に

出現 した濃度のピーク (Cw-1,627.3mg/A)よりも大きい｡ このように

000 9 9 600 1200 1800 000 910 6100 7200 1800 0･00

第15図 1977年 9月9日～10日における30分降雨強度､washload濃

度､流量の時間的変化

Rt･:降雨強度､ Cw:washload濃度､色:流量｡
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両者のピークの大小関係が逆になっている結果が9月9日-10日における

観測結果にも認められた｡

(2) 流量のピークとwashload濃度のピーク出現時刻のずれについて

流量のビ-クとwashload濃度のピークの出現時刻はほは一致する場合

が多いが､9月 3日の16時前後 (第 14図)､および 9月 9日の 3時前後

(第 15図)の観測においては､washload濃度のピークが､流量のピーク

よりもそれぞれ 5分､17分後に出現 した結果が得られた｡従来の研究にお

いては､washloadを含めた浮流物質濃度のピークが流量のピークに発行

して出現するか､同時刻に出現 した例か多く､流量のピークより遅れて浮

流物質濃度のピークが出現 した例は､筆者の知る限 りてはHeide1(1956)

の研究 しかみられない｡彼は､洪水波の伝播速度が河水の流速より大きい

ために､浮流物質濃度のピークが流量のピークより遅れて出現するという

説明を与えている｡Washload濃度のピークが流量のピークより遅れて現

われるのは本流域におけるwashload流出の-特徴である｡

8月23日､9月3日～4日､9月9日～11日における観測結果を第1､2､

3表に示 した｡また､9月3日の 16時50分における浮流物質採取地点での

washloadの流出状況を写真5､6に示 した｡この出水時のwashload濃度

は 16,356.6mg/Aで､高い濃度のwashloadが流出している0

2. Washloadの粒度組成の時間的変化

1977年 9月 3日におけるwasllloadの粒径別流出量の時間的変化は第 16

図に示すとお り､次のような傾向を示 した｡

① Washloadの濃度の増大に伴って､まず6少より粗粒なものの流出

量が増大する (A･16時 9分)0

② その後のwashload濃度のピーク時には､6¢より粗粒なものに加

えて6¢より細かいものが多量に含まれるようになる (A･16時9分-B･

16時 14分)0

③ その後の濃度の減少時には､6¢より粗粒なものの流出量はそれは
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沖純島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

写真 5 1977年 9月3日､16時50分におけるwashloadの流出｡この時

のwashLoad濃度は16,356.6mg/&､水位は20cmである｡

･ヽ･､ヽ▲-
iJ, ･争▲ヽ

● ■ ち
鼻も 立ノ,サ W,6 番

写真 6 1977年 9月3日､16時50分におけるwashloadの流出｡この時

のwashload濃度は16,356.6mg/Aである｡
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沖縄島北部 ･西足部川流域におけるwashloadの流出過程

ど減少していないのに対 して6中より細かいものの流出量は急激に減少す

る (B:L6時 14分-C.16時21分)｡

④ 2回Rのwashload濃度の増大時には､再び､は じめに6少より粗

粒なものが多量に流出 し (D :16時44分)､

⑤ ついで､2回目の濃度のピーク時には､それに加えて6少より細か

いものか多量に含まれるようになる (D :16時44分-→E 1̀6時47分)0

1977年 9月 9日～10日におけるwashloadの粒度組成の時間的変化は第

17図に示すようである｡Washload濃度の増大時､ ピーク時､減少時に

ついての結果であるが､いずれの結果においてもwashloadの濃度の増大

時 (F､L､0)に6少より粗粒なものが多量に流出し､ ピーク時 (G､J､

M､P)にはそれに加えて6¢より細かいものも多量に流出している｡ ヒ〇一

ク時を経過 して減少時 (H､K､N､Q)になると､6¢より細かいものが､

6少より粗粒なものと比較 してかな り減少する｡このことは､9月3日の観

測結果と同 じ結果を示 している｡

以上の観測結果から､washload濃度の増大時に 6少より粗粒なものが

多量に流出 し､washload濃度のピーク時には 6¢より粗粒なものに加え

て6少より細かいものが多量に流出するようになる｡Washload濃度の減

少時には6¢より細かいものが､6¢より粗粒なものと比較 してかな り減

少することか明らかとなった｡

このような粒度組成の時間的変化を生 じた原因は､次章で述べるよう

な､斜面上における6¢より粗粒なものと､細粒なものとの降雨および流

水に対するふるまい方の違いであると考えられる｡

Ⅵ.washloadの流出過程

Washload濃度のピークが出現する場合には､必ずそれに先立ってその

ど-クを出現させる強い降雨があ り､その強い降雨の前後には弱い降雨が

あるのか一般的てある｡Bennet(1939)によれは粘土を多く含む土壌は
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ど分散率8-が小さく､侵食に対する抵抗性が大きいようである｡このこと

から､斜面物質中の6¢より細粒なものは､粒子問の凝集力が強いために

容易に分散がおこらず団粒をなしていると考えられる｡それに対して､6少

より粗粒なものは､それより細粒なものと比較 して､粒子間の凝集力が弱

いために､容易に分散がおこり､washload濃度の増大時には分散の行わ

れた6中より粗粒なものが多量に剥離 ･運搬される｡

Washload濃度のピークを生 じさせる強い降雨時には､分散の行われた

6少より粗粒なものと同時に､団粒状の6少より細粒なものが､斜面上か

ら剥離 ･運搬される｡河道に入った団粒状の6少より細粒なものは､河道

内で分散がおこり､washloadの濃度のピーク時には､斜面物質とほぼ同

じ粒度組成をもったwashloadが流出するようになる｡すなわち､弱雨時

におけるような､6少より粗粒なものの選択的剥離 ･運搬ではなく､斜面

物質の-様な剥離 ･運搬が生ずるようになる｡このような際には､ .)ルや

力'リにおいても活発な下刻や側刻が行われ､斜面物質が非選択的に河道-

供給されるようになる｡

その後､降雨強度が弱 くな り､減水すると､6¢より細粒なものの団粒

を運び得るだけの水流が生 じないために､分散の行われた6少より粗粒な

ものが剥離 ･運搬 され､6¢より細粒なものの流出量は急激に減少する｡

すなわち､斜面物質の-様な剥離 ･運搬から分散の進んだ6少より粗粒な

ものの選択運搬-と移行する｡

以上のように､降雨強度に対応 した斜面物質の剥離 ･運搬が繰 り返 し行

われ､斜面上で剥離 ･運搬された物質が河道に達 し､河道に達 した斜面物

質は河道内で堆積することなく流下するというwashloadの流出過程が考

えられる｡
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沖縄島北部 ･西星部川流域におけるwashloadの流出過程

Ⅶ.結 論

本研究において次のことが明らかとなった｡

1. 浮流物質の鉛直濃度分布は､河沫付近から水面付近までほは-様な

濃度分布を示す｡このことは､浮流物質の粒子が細かいためであると考え

られる｡

2. 河床堆積物には2-3少より細粒なものがほとんど欠けているのに

対して､浮流物質は2中より細粒なものからな り､斜面物質とほぼ同 じ粒

度組成を示す｡このことから､浮流物質のほとんど全部はwashloadとし

て流下しているものと思われる｡

3. Washloadの濃度のど-クは流量のピークに対応 して出現するが､

そのピークの高さは必ず しも流量のピークの高さと一致 しない｡このよう

な結果を生 じさせる原因を各々のピークを生 じさせる降雨強度の違いに求

めることができそうである｡

4. Washloadの濃度のピーク出現時間が流量のピーク出現時間より遅

れた観測結果がいくつか得られた｡このことは､本流域におけるwashload

流出の一つの特徴である｡

5. Washloadの濃度の増大時には､6少より粗粒なものが多量に流出

する｡Washloadの濃度のピーク時には6¢より粗粒なものに加えて､6¢

より細粒なものが多量に流出するようにな り､斜面物質とほぼ同じ粒度組

成をもったwashloadが流下する｡ Washloadの濃度の減少時には､6¢

より粗粒なものの流出量はそれほど減少 していないのに対 して､6少より

細粒なものの流出量は急激に減少する｡このようなwashloadの粒径別流

出量の変化は､6少より粗粒なものと､それより細粒なものとの分散率の

差異と降雨強度によって説明できそ うである｡
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(注)

1) 国土庁 (1974)によれは､細棟から大棟に至る円嫌～亜角棟を主体とし､しば

しは厚さ数m以内の泥質層や砂層単層を挟んでいる嫌層である｡

2) たとえば､Straub(1932)､NordinandDempster(1963)があげられる｡

3) HIRANUMAParticleSizeAnalyzer,PSA-2を使用した｡

4) 筑波大学地球科学系のTOSBAC5600を使用した｡

5) 雨量計が比較的順調に作動したR2地点の観測結果を採用した｡

6) 1人で観測を行ったために､吸上げ方式のサンプラーが使用てきず､浮流物質

の採取は簡易法により､1Eの,ポリヒL/て直接､水面下約5cm付近で約1Cの

採水を行った｡

7) 雨量計が比較的順調に作動したRl地点の観測結果を採用した｡

- 34 -



沖縄島北部 ･西匿部川流域におけるwashloadの流出過程

8) Middleton(1930)は分散率を次のように定義 している｡

分散率-
浄水だけで分散させた場合の005mm以下の粒子含量

完全分散させた場合の0.05mm以下の粒子含量
×100
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