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超音波式流速計を用いた感潮域の流量推定手法
Discharge Estimation in a Tidal Compartment Using
an Acoustic Doppler Current Proﬁler
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北海道北部に位置するサロベツ湿原では、近年種々の開発行為や水文条件の変化などにより、湿原
の乾燥化が問題となっている。その因果関係を究明するためにサロベツ川流域の水循環の現状と変化
を解明することが必要であり、そのために羽山ら１）,２）によって流域全体の降水量、蒸発散量、流出
量の推算が行なわれてきた。ところが、流出量推算のために適用したサロベツ川下流部に位置する浜
里観測所の H-Q 式の精度が悪く、正確な流出量の把握ができなかった。その理由として考えられる
のは、当地点が河川感潮域であり、かつ本川である天塩川からの背水影響を受けることから、水位の
大小と流量を単純に対応させた H-Q 式による推定では流量に大きな誤差が生じてしまうことである。
そのため、H-Q に替わるより精度の高い流量推定手法が必要であり、同様の現象が起きている他の流
量観測地点でもそれが大きな課題であった。
本研究では超音波式流速計（以下 ADCP と称する）を用いた流向･流速観測を行なうことで順逆流
合わせた感潮域での実際の現象を把握する。さらに、水位データのみから観測地点の流量をより高い
精度で推定する手法を提案した。これにより、サロベツ湿原の水収支を再評価するとともに、同様に
H-Q 式の精度の悪い観測地点の流量推定に資することを目指す。
《キーワード：サロベツ川 , 超音波式流速計 , 流出量 , 流域水収支》
In recent years, Sarobetsu Marsh, in northern Hokkaido, has been facing the problem of aridness
caused by development and changes in the hydrological conditions. To investigate the causes, it is
necessary to clarify the current state of the Sarobetsu River basin and changes in its hydrological
cycle. Toward this, Hayama et al.１）2） have estimated the amount of precipitation,
evapotranspiration, and runoﬀ for the entire basin. However, accurate runoﬀ could not be obtained
because the H-Q formula used at the Hamasato observation point, at the lower reaches of the
Sarobetsu River, lacks the precision necessary for estimation of the discharge.
This inaccuracy can be attributed to the point s location in the tidal compartment of the
Sarobetsu River and in the area that receives the backwater eﬀects exerted by the main river, the
Teshio River. Because estimation using the H-Q formula addresses only the change in water level
corresponding to discharge, it produces large errors. A discharge estimation method that is more
accurate than the H-Q formula is necessary. This can be a problem at any observation point that
has the similar hydrological conditions.
In this research, acoustic Doppler current profilers（ADCP）were used to measure flow
direction and velocity toward understanding ﬂow and counter-ﬂow in a tidal compartment. We
propose a more accurate method of estimating discharge at an observation point relying solely on
water level data. This new method allows the re-assessment of the water budget at Sarobetsu
Marsh, and promises discharge estimation improvement at other observation points where results
from the H-Q formula show a similar lack of precision.
《Keywords: Sarobetsu River, ultrasonic current meter, runoﬀ, water budget of the basin》
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１．はじめに
本研究で対象とした天塩川水系サロベツ川流域を図
－１に示す。サロベツ川中・下流域には利尻礼文国立
公園の一部にも指定されているサロベツ湿原が2,800ha１）
にわたり広がっているが、近年乾燥化による湿原面積
や貴重な湿原植生の減少が問題となっており、その影
響要因を考えるうえで流域全体の水循環の把握が重要
である。
ところが、この流域から集水するサロベツ川の下流
域は河川感潮域であり、かつ天塩川からの背水影響を
受けているため、水位の大小と流量を単純に対応させ
た H-Q 式では流出量データに大きな誤差が生じてし
まい、流域の水収支を妥当に評価することができない。
表－１は、羽山ら２）,３）による1983年〜 2000年の水収
支推定結果（平均値）を示す。流出高は H-Q 式をも
とに水位から算出したものであるが、降水量が1,201
㎜ /yr に対し、流出高が1,102㎜ /yr という結果となり、
２層モデル

４）

図－１

サロベツ川流域図

から推定された蒸発散を考慮すると流

出量が過大推定されていることがわかる。
本研究ではサロベツ川下流部に位置する浜里観測所
において約１年半にわたり ADCP を用いた流向・流
速の連続観測から、
実際の現象の把握を試みた。また、
今回 ADCP で収集したデータに基づきルーチン観測
がなされている水位データのみから流量の推定ができ
ないかどうかを検討した。解析を行なうにあたり、水
位データは北海道開発局で設置している浜里観測所
（天塩川合流点からの Kp 3.2）および開運橋観測所（同
Kp 22.6）のデータを用いた。
２．超音波式流速計（ADCP）による流量観測
本研究では浜里観測地点の流量を把握するために、

写真－１

サロベツ川（浜里観測所付近）

河川表面水位の測定を行うほか、連続的に流向・流速
の観測を行う目的で、超音波式流速計（ADCP WorkHorse1200kHz、 観 測 層 厚0.25m、60ping/min、10分
間隔で記録）を、浜里観測地点の低水路中央部の河床

表－１

水収支推定結果 (1983年～ 2003年の平均値 )

（全流域流出高は浜里地点の H-Q 式より算出 )

に設置した。設置方法は図－３のように、打込み式の
架台を河床に埋設し、ADCP を固定する方法を採用
した。観測期間は2003年６月から2004年11月とし、融
雪出水期を含む長期間にわたる観測を行った。今回の
流向・流速調査によって得られたデータから、単位幅

ここで、q は単位幅流量（㎥ /s/m）、ｂは単位幅（=1m

流量は式（1）から求めるものとする。

とする）、Δhi は i 層の層厚（m）（流速観測点を層中
（1）
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心点とする）、vi は i 層の断面直交流速（m/s）とする
（図－４参照）。
3

図－５
図－２

浜里観測所平面図

図－３

浜里観測所横断図

図－６

図－４

単位幅流量の算出

断面直交流速の算出

断面直交流速分布図（2004年3月1日～ 5日の
ADCP 観測値）
（上向き：逆流 , 下向き：順流）

反射や波浪などにより観測データの信頼性に欠ける最
上層部（図－６参照）や、ADCP の不感帯によりデ
ータの収集が不可能な部分を含む最下層部について

断面直交流速の算出方法は図－５に示すように、

は、層厚や流速を次のように補完する（図－４参照）
。

ADCP による観測値が N（北方向）成分および E（東

・最上層の流速 vn は、水面下２点目までのデータは

方向）成分で算出されることから、一旦これらの成分

考慮せず、水面下３点目のデータを適用する。最上

を合成して絶対流速を求め、これを断面方向成分と断

層厚 Δhn を〔水面から水面下３点目の深さ＋0.125m〕

面直交成分と分解して求めるものとする。

とする。また、水面高は浜里観測所において測定さ

また、ADCP の特性から水面近くでの超音波の乱
4

れている水位とする。
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・最下層の流速 v1 は、最下観測点のデータを適用し、

順流・逆流を繰り返している。これは当観測地点が河

下 層 厚 Δh1 を〔 河 床 か ら 最 下 観 測 点 ま で の 高 さ

川感潮域であることから、周期的な潮位の変動が流動

0.125m〕とする。

に影響を及ぼしているためであり、今回の観測結果は

ADCP に よ る 観 測 結 果 の 一 例 と し て、 平 常 時 の

その特徴が反映されているといえる。また、図－８に

2003年７月上旬（図－７）および出水時の2004年５月

示すように降雨や融雪による出水の場合、単位幅流量

上旬（図－８）の結果を示す。上段には、ADCP に

は同様の周期的変動を繰返しながらも、そのトレンド

よる観測結果および比較対象として H-Q 式をもとに

成分（25時間移動平均値）は上流からの出水に対応す

して算出した単位幅流量（算出方法は後述3.3節記載

る形で変化していることがわかる。このように ADCP

の全断面推定式（式（5）
）から逆算）を、下段には浜

を設置することによって、感潮域で実際に起こってい

里観測所、天塩河口および開運橋観測所（図－１参照）

る現象を数値的に把握することが可能となる。その一

の水位を示してある。この図では単位幅流量が正の値

方で、現行の H-Q 式の場合、河川水位の上下に合わ

を示している時は順流、負の時は逆流になっているこ

せて単純に流量も上下してしまうことと、式の性質上

とを示す。

実際に起こっている逆流（負値）が推定できないこと

図－７の ADCP による流量観測結果をみると、単
位幅流量は河川水位が上がると減少し、逆に河川水位

から、河川感潮域のような条件では正確な流量が推算
できないといった問題が起こり得る。

が下がると増加する傾向を示し、平常時には周期的に
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図－７

観測結果（2003年７月）

図－８

観測結果（2004年５月）
5

１因子推定式を用いて単位幅流量を推定した結果、

３．河川水位を用いた流量推定式の検討

図－11の2003年７月における計算結果と ADCP によ
河川感潮域などで ADCP を常時設置することによ

る観測結果は良好な対応関係を示し、時刻流量の算定

り流量を正確に把握することが可能となるが、長期的

においても高い精度を示した。ところが、図－12の

に設置すると維持管理に要するコストが問題となる。

2004年３月の結果に示すように融雪期や降雨による出

そこで、ADCP による観測結果に基づき、常時観測

水時の際には潮位変動の影響は反映されているもの

されている水位データを用いて流量を推定する方法を

の、上流からの流入が考慮されていないため、精度が

見いだすことを試みた。本研究では、

悪くなるという問題点が明らかとなった。

１）ADCP による観測結果と水位の関係から単位
幅量を推定する方法
２）ADCP を用いた横断流量観測結果と単位幅流
量観測結果の関係から全断面流量を推定する方
法
を見いだし、上記の二つの方法を用いることで、水位
の時系列データから全断面流量を推定する方法を提案
した。
３－１

浜里観測所の水位変化量を用いた単位幅流量
推定式
図－９ 水位変化速度と浜里単位幅流量の相互相関関係

前述の観測結果では、河川水位と流量の間にある種
の関係が見いだせそうなことがわかった。先に横尾ら
５）, ６）

３－２

上流からの流入を考慮した単位幅流量推定式

は河川水位の時系列変動に着目し、水位変化速

度 ΔH/Δt を用いた流量推定式を提案している。図－９

先に行なわれた横尾ら５）,６） の研究を発展させ、よ

は浜里地点の水位変化速度と単位幅流量との相互相関

り精度の高い推定式を導くためには、上流からの流入

を求めた結果を示す。この結果、単位幅流量が２時間

という要因を考慮する必要がある。本研究では、浜里

遅れの場合に相関の極小値が現れた。つまり、水位変

観測所より上流に位置する開運橋観測所の水位に着目

化速度が負（水位低下）の場合は２時間遅れの正の流

する。まず、潮位の主要成分の変動が約25時間周期に

量（順流量）、正（水位上昇）の場合は２時間遅れの

なっていることに着目し、25時間移動平均により周期

負の流量（逆流量）と相関が高いことを示している。

成分を除去することによって、出水時のトレンドを明

この検証結果をもとに、2003年６月〜 2004年11月の

確化した。さらに同じく25時間移動平均をとった浜里

実測単位幅流量を目的変量、水位変化速度を説明変量

観測所の単位幅流量との相互相関解析を行った。図－

とすることで下記の式が導かれた。

10は両者の相互相関を求めた結果を示す。その結果、
（2）
（3）

ここで、qc1（t）は浜里観測所の水位変化速度を用い
た時刻 t の推定単位幅流量（㎥ /s/m）
、a11および b11
は係数で、回帰分析の結果、各々 a11=‑39.57および
b11=‑0.50となった。また、ηh（t-2）は２時間前の浜里
t の浜
観測所の水位変化速度（m/h）
、H（t）は時刻
h
里観測所の水位（m）である。なお、
本論文では式（2）
を１因子推定式と称することにする。2003年７月と
2004年３月の ADCP による実測、H-Q 式、１因子推
定式および後述する２因子推定式による単位幅流量の
推定結果を図－11、図－12に示す。
6

図－10

開運橋水位と浜里単位幅流量の相互相関関係
（2003年９月～ 10月出水時）
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図－11

実測および推定単位幅流量の比較（2003年７月１日～ 16日）

図－12

実測および推定単位幅流量の比較（2004年３月16日～ 31日）

浜里の移動平均単位幅流量は開運橋の移動平均水位と

考慮されていることから、非出水時、出水時を問わず

位相差14時間で最も高い相関を示した。これは、開運

年間を通して高い精度で単位幅流量を推定することが

橋水位の25時間移動平均値が14時間後の浜里単位幅流

可能となった。

量と密接な関係にあることを意味する。１因子推定式
の水位変化速度に加え、開運橋観測所水位の25時間移

３－３

単位幅流量と全断面流量の関係

動平均を説明変量とし、以下の重相関式を導いた。
（4）

ADCP によって単位幅流量の観測を実施するとと

ここで、qc2（t）は水位変化速度および上流からの流入

もに、2003年６月30日〜７月１日（大潮時、水位0.16m

を用いて推定する時刻 t の単位幅流量（㎥ /s /m）、

〜 0.40m）、 同 年 ７ 月21日 〜 22日（ 小 潮 時0.18m 〜

a21、a22および b21は係数で重回帰分析の結果であり、

0.30m）、2004年８月26日〜 27日（大潮時、水位0.47m

各々 a21=‑38.38、a22=1.78および b21=‑0.56となった。

〜 0.60ｍ）、同年９月９日〜 10日（降雨出水時・該当

また、H（t‑14）は14時間前の開運橋観測所水位の25
k

期間降水量15㎜、水位0.61m 〜 0.82m）の４回にわた

時間移動平均（当該時間 t の26時間前から２時間前ま

り連続横断流量観測を実施した。観測方法は、観測船

での移動平均（m）
）であり、η（t‑2）は１因子推定
h

ADCP を喫水20㎝に固定し、横断方向（川幅約37m）

式と同様に式（3）から求めるものとする。なお、本

に張った２本のロープに沿って一定速度で移動しなが

論文では式（4）を2因子推定式と称する。

ら、流向･流速を水深0.25m 毎に、３時間間隔で24時

２因子推定式を用いて単位幅流量を推定した結果、
図－11および図－12に示すように、上流からの流入も
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図－13参照）
間にわたって計９回観測した（写真－２、
。
この際の１回あたり（往復）の観測時間は川幅37m
7

図－15 連続横断流速観測結果（表示結果は流速）
（上図：2004年８月26日20時 平水時
下図：2004年９月９日15時 出水時）
図－13

連続横断流量観測模式図

で約2.5分である。そこで得られた全断面流量と ADCP
から観測される単位幅流量の関係を見いだした。ただ
し、不感帯となる部分は水面下0.9ｍおよび右岸側で
は観測機器が岸に接触しないようにするため0.8m、
左岸側では観測船に ADCP を固定しているため作業
船幅分２m であるが、その部分のデータは電磁流速
計を用いて補完した。
図－14は上記の同期観測から得られた全断面流量 Q
（㎥ /s）と同時刻の実測単位幅流量 q（㎥ /s/m）の関
係を示す。また、符号の正負は順流、逆流を表してい
る。両者の関係は相関係数 =0.987という値が示すと
おり、順流から逆流まで広い範囲にわたり良好な関係
を示しており、その関係は最小二乗法によって式（5）
に示す１次の線形式で導かれる。

写真－２

連続横断流量観測

（5）

Q=23.23q+1.73

式（4）から得られる単位幅流量を式（5）に代入す
ることにより、当地点の全断面流量が求められる。後
述する累積全流量や流出高は式（4）と式（5）によっ
て求めるものとする。また、図－15は連続横断流量観
測結果の一例として出水時と平水時の流速分布を示
す。浜里観測所は直線区間に位置することと、断面形
状が矩形に近いことから平水時・出水時どちらにおい
ても流心の大きな変動はないため、この推定手法は降
雨出水時においても適用できるものと考えられる。
この式は水位が0.16m 〜 0.82m の範囲において観測
された単位幅流量及び全断面流量の結果に基づいて作
成されている。ところが、融雪出水期の当地点の水位
は毎年1.2m に達する。そのような場合においてもこ

図－14

単位幅流量と横断観測流量との関係

の推定手法が適用できるかを検証するため、過去に留
萌開発建設部で行われた融雪期の当地点の流量観測結
果と本手法（推定に用いる単位幅流量は２因子推定式

8
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の結果を用いる）による推定結果とを比較すると図－
16に示されるように、観測流量と推定流量の関係は R2
＝0.8933と高い相関を示す。このことから、融雪出水
期においてもこの推定手法は適用できると考えられ
る。
本研究において ADCP を河床に設置する際、設置
位置が浜里観測所の流況をよく表す場の代表点であっ
たこともあり、１台の ADCP による実測単位幅流量
と数回の横断流量観測から全断面流量の推定が可能と
なった。今回のように河道断面が矩形に近く、大流量
河川でないこと、そして河床変動が大きくない場合に
おいては、他の流量観測精度の悪い地点でも同様の検
証、キャリブレーションを行なうことで、より精度の
高い流量の推定が可能になるものと期待される。
３－４

図－16 観測流量と推定流量の比較
（2003年および2004年３月～４月の流量観測データを使用）

累加総流量の算出

図－17は、2003年６月から2004年11月までの期間で
１）ADCP による実測流量、２）１因子推定式、３）

H-Q 式では前述したように実際の流況が殆ど反映され

２因子推定式、４）現況の H-Q 式より累加総流量を

ていないためこのような結果になったと考えられる。

算出したものを示したものである。１）〜３）に関し

１因子推定式と２因子推定式を比較した場合、累加

ては、前述した単位幅流量を全断面流量推定式に代入

総流量は結果的には両者ともほぼ同じ値を示し、実測

して算出した。ただし、2004年４月は ADCP への土

流量とも一致するが、経過に着目すると異なる挙動を

砂の被覆、６月は ADCP 機器の整備・点検により欠

示している。２因子推定式の場合、その挙動は実測流

測となっているため、推定は行なわない。

量とほぼ一致しているといえるが、１因子推定式の場

実測流量と他の三者を比較してみる。H-Q 式と比較

合直線的な挙動を示すため、その時々の実測流量と比

した場合、当地点では H-Q 式による推算流量は実際

較して精度の低下がみられる。これは潮位変動による

の流量より2.5倍程過大評価されている。これは実際

周期成分だけでなく、融雪などによる上流からの流入

の流況では順流・逆流を繰返し、累加総流量もそれに

が考慮されているか否かが、両者の結果に違いをもた

合わせて増減を繰返しながら漸増しているのに対し、

らしたと考えられる。特にこの流域では融雪出水が全

図－17
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流出の多くを占めているため、上流からの流入要因を

表－２

水収支再評価結果

考慮できるかどうかが推定精度を大きく左右するもの
となる。
４．サロベツ川流域を例とした水収支の再評価
次に、本報告の研究対象であるサロベツ川流域の水
収支の再評価を行うことで、流量推定の精度を検証す
る。この流域の水収支の算出は前述したように既に羽
山ら１）,２） によって行われているが、最下流部の浜里
地点の H-Q 式では流出高が過大になってしまい、流
出高の推定精度をより高くすることが課題となってい
た。そこで、流量推定式から流出高を再評価する。こ
こでの流出高は、浜里地点の流出量（㎥ /yr）を流域
面積658.5㎢（=658.5×106㎡）で除して求める。㎜ /yr
の単位にするにはそれに103を乗じる。
流域水収支は下記の水収支式から成立している。
Q=R-E+ΔS

（6）

ここで、Q は流出高（㎜ /yr）
、R は降水量（㎜ /yr）、
E は蒸発散量（㎜ /yr）とする。ΔS は貯留量（㎜ /yr）
を表すが、今回は長期にわたる水収支の検証のため、
ここでは無視して考えるものとする。なお、降水量は
アメダスの観測データから、蒸発散量は、羽山らが２
層モデル

４）

図－18

各推定法による流出高経年変化の比較

によって算出した2000年までの結果に、

2001年〜 2003年のデータを加えたもの（算出方法は
同じく2層モデル）を使用する。
推定された降水量、蒸発散量、流出高を表－２に示
す。また、水収支式から算出した流出高と、各流量推

本手法では、過去の水位データが上下流でそろって
いれば、先述した流量推定法を用いることによって過
去の流出高についてもより正確に推定することが可能
であることを示した。

定式から算出した流出高を図－18に示す。なお、流出
高は単位幅流量推定式をもとにして計算されているた

５．おわりに

め、水位データの欠損が多くなると信頼性の高い推定
ができなくなる。そのため本研究では水位データの欠
損が多い年を省いて検討する。流量推定式による流出

本研究で得られた知見を以下に示す。
①

ADCP を観測地点の流況の場を表す代表点に設

高算出結果をみると、過去20年の平均データでは１因

置することにより、河川感潮域のように従来の

子推定式、２因子推定式どちらも従来の H-Q 式によ

H-Q 式の精度が悪かった地点においても、実際に

る推定と比較して、水収支式による算出結果に近い値

河川で起こっている現象を把握することができる。

を示していることがわかる。ただし、水収支式との差

②

今回の事例では、河川感潮域の単位幅流量を推定

自体は１因子推定式の方が小さくなるものの、流出高

する際に、単位時間あたりの河川水位の変化量と

は全ての年で645㎜前後となっており経年的な変化が全

単位幅流量との関係を見いだすことで、潮汐によ

くといっていいほどみられない。その一方で２因子推

る周期的な流量変動を再現することができるが、

定式の場合、上流からの流入条件が考慮されているた

出水時になると十分な精度での推定ができなくな

め、流出高にも経年的な変動が反映されていることが

る。

わかる。結果をみると、
水収支的な整合性も確認でき、

③

融雪出水期になると順流量が大幅に増加するた

各年の水文環境も反映しうる２因子推定式の方がより

め、流量を推定する際には潮位変動だけでなく、

実用的で現実的な推定がなし得る方法と考えられる。

上流からの流入トレンドも考慮に入れる必要があ

10
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る。それらによって推定された単位幅流量は、実

④

測の単位幅流量と比較して良好な精度を示し、時

本研究のデータの提供については北海道開発局留萌

刻流量の算定においても十分な精度で流量を推定

開発建設部および稚内開発建設部よりご甚力をいただ

することが可能となった。

いた。ここに記して謝意を表す。

他の感潮域や背水区間など、H-Q 式の精度の悪い
観測地点についても、流況を表す場の代表点を見
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