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2016年8月に来襲した３つの台風と台風に伴う日高山脈周辺での地域性豪雨は、十勝・日高地方に甚大な

災害をもたらした。日高山脈の西側を源頭部にもつ鵡川・沙流川水系では山から海に至る流砂系での水・

土砂動態を把握するため、寒地土木研究所と室蘭開発建設部ではこれまでに出水時の水質調査を多地点・

同時・合同で実施してきた。これらの取組をふまえ、2016年8月豪雨による浮遊土砂流出量を評価した結

果を報告する。 
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1.  はじめに 

 

流砂系の総合的な土砂管理において、流域からの流出

土砂量は流域土砂動態の最も基本的かつ重要な情報であ

る。近年、豪雨や大規模地震に伴い流域内のいたるとこ

ろで深層崩壊や表層崩壊、地すべりといったマスムーブ

メントによる土砂生産が渓流・河川・ダム等へ大量の土

砂を供給する「大規模土砂生産現象」1) が生じている。

このような大規模土砂生産現象は、流域の土砂動態・環

境に長期間（数年～数十年、場合によっては100年以上）

にわたり大きな影響を及ぼす可能性があるため2)、流域

の土砂流出特性を把握するには長期間にわたって土砂流

出量を観測する必要がある。しかし、大規模土砂生産現

象が生じた出水・洪水において、流出土砂量を直接観測

した事例は必ずしも多くない3) 。 

2016年8月17日～23日に相次いで北海道に上陸した台

風7号、11号、9号や8月29日からの前線と台風10号の接

近による大雨は、道内の広範囲に大規模な水害・土砂災

害をもたらした4), 5)。とくに台風10号による日高山脈周辺

の地域性降雨により、日高山脈東側斜面で土石流・土砂

流出が多発したほか5)、西側に源頭部をもつ鵡川・沙流

川水系でも大規模な出水が生じた。沙流川では法面・斜

面の崩壊や土砂流出、河道の洗掘・侵食が多数確認され

ており6)、相当量の土砂が流出したと推察される。 

寒地土木研究所と室蘭開発建設部は、鵡川及び沙流川

流域の水・浮遊土砂・物質動態を把握するために、2011

年以降、融雪出水時及び降雨出水時に多地点における水

文･水質同時観測を連携して実施しており7), 8), 9), 10)、2016 年

8月豪雨時のデータも取得している。水垣ら10)は、2016

年8月の台風9号に伴う出水時に1万 mg/Lを超える極めて

高いSS濃度を高濃度濁度計による連続観測データを示

したものの、浮遊土砂流出量の定量評価には至っておら

ず、流域の浮遊土砂動態については明らかでない。 

本研究の目的は、鵡川・沙流川水系における2016年8

月豪雨時の浮遊土砂流出量を定量評価し、流域の浮遊土

砂動態を明らかにすることである。 

 

2.  方法 

 

 (1)    研究対象流域及び野外調査 

 研究対象流域は、北海道中央部～南部で隣接している

図-1 調査地位置図 
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鵡川及び沙流川流域とした（図-1）。流域面積及び幹川

流路延長はそれぞれ鵡川流域で1,270 km2、135 km、沙流

川流域で1,350  km2、104  km であり、ともに一級河川であ

る。 

図-2は、鵡川及び沙流川流域の雨量観測所（北海道開

発局、気象庁）で観測された、2016年8月の台風来襲時

（2016年8月16日～31日）の時間雨量と累加雨量である。

累加雨量は、台風7号で103 mm～161 mm、台風11号及び9

号で151 mm～252 mmと広範囲で大雨となったが、台風

10号では31 mm～414 mmと地点によるばらつきが大きく、

流域の最上流域（トマム及びウェンザル）では大雨とな

ったが、中・下流域の降水量は小さかった。最も降水量

が多かったウェンザルでは累加雨量で792 mmを記録し

た。台風10号に伴う豪雨は、降雨強度が指数関数的に増

加しながら2日間にわたって降雨が継続し、累加雨量が

414 mmに達した。トマムでも降雨が24時間継続し、累加

雨量で107 mmを記録した。一方、中・下流域では台風 

11号及び9号により強い雨が集中して降り（旭で最大時

間雨量45 mm/h）、累加雨量は300 mm～366 mmに達して

いる。台風10号による降雨は少なかった。 

このように、2016年8月の台風7号、11号、9号及び10

号に伴う一連の降雨は、鵡川及び沙流川流域で大きな分

布の違いが認められた。この豪雨時の降雨分布の偏りは、

流域の土砂生産・流出にも影響を及ぼすものと推察され

る。実際に北海道開発局防災ヘリコプター「ほっかい」

による山地上流域の現地調査を実施したところ、沙流川

支川パンケヌシ川において表層崩壊や顕著な河道のかく

乱を確認している（写真-1）。 

 

 (2)   調査・分析・解析方法 

観測地点は鵡川流域に5地点、沙流川流域に4地点、合

計9地点とした（図-1）。採水は2012年4月から2016年8月

23日までの融雪出水及び降雨出水を対象に、可能な限り

水位上昇時、ピーク時、逓減時を網羅するようにそれぞ

れ3回ないし7回行った。採取した水試料について、SS濃

度を測定した。SS濃度の測定にはポアサイズ1 mのフィ

ルターを用いた。濁度観測は後方散乱式濁度計を用いて、

鵡川流域で3地点（M01, M02, M03）、沙流川流域で3地

図-2 鵡川・沙流川流域における2016年8月台風に伴う降水量 

  

写真-1 パンケヌシ川上流の斜面・渓岸・渓床の荒廃状況 

（2017年10月6日 防災ヘリ「ほっかい」より撮影） 
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点（S01、SB、S09）、合計6地点で実施した。用いた濁

度計の機種によって測定限界が異なり、1,000 ppm～

100,000 ppmである。 

流量から浮遊土砂濃度を推定するために、出水時に採

水した河川水の SS濃度と流量との関係を調べた。SS濃

度（C）や SS流出量（Lまたは Qs）とは、一般に rating 

curve と呼ばれる流量 Q の累乗関数によって回帰される

ことが多く、わが国では C-Q 式や L-Q 式（Q-Qs 式）と

して、流域からの土砂流出プロセスや流出土砂量の推定

に広く用いられている。累乗関数によるC-Q式やL-Q式

の累乗指数は、おおよそ 2～3 程度とされているが、こ

れらの回帰式は必ずしも決定係数は高くなく、ばらつき

が大きく、ヒステリシス（履歴効果）を示すことが知ら

れている 11)。 

C-Q式やL-Q式については、観測された地点や期間に

よっても係数が異なり8)、2次関数や3次関数で近似した

事例や8)、ある流量を閾値に２つの傾きをもったべき乗

関数で近似した事例3)が報告されている。いずれの関数

を採用する場合でも、大規模な出水が生じたときの土砂

流出量を流量から推定する際には、観測データを得るこ

とはもちろん、流量の大きい値でのSS濃度・流出量の

推定精度を高くするに回帰式を構築する必要がある。と

くに累乗関数といった線形回帰分析ではSS濃度推定値

に無視できない誤差が生じる可能性がある。 

そこで、流量によるSS濃度のモデルを構築するため

に、観測地点毎に非線形回帰分析（統計解析ソフト JMP 

11.2.1）を行い、最適解を調べた。なお、用いた2016年

の流量データは暫定値である。また、濁度計の観測値か

らSS濃度に換算するため、採水したSS濃度の濁度によ

る回帰式を構築した。 

 

3. 結果と考察 

 

(1)   C-Qモデルの構築 

 流量とSS濃度の関係を調べたところ、いずれの地点

においても流量に対してSS濃度の自然対数（Ln(Css)）が

上限値に漸近する傾向が見られた。そこで、下記のよう

な関数で近似を試み、非線形回帰分析により、式 (1) の3

つの変量（Cmax、Km、Lmt）の最適解を数値解析的に求

めることとした。 
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ここに、CssはSS濃度、CmaxはSS濃度の上限値に関する係

数、KmはSS濃度の増加率に関する係数、LmtはSS濃度に

影響する流量の下限値に関する係数である。 

各地点ごとに得られた係数は表-1の通りである。例と

してSBの例を図-3に示した。SBは、幅広い流量範囲で

十分な推定精度を得られず、流量範囲を分割して回帰分

析を行った。閾値を変量に加え、閾値でもSS濃度が連

続するように分析した結果、313.5 m3/sを閾値とすること

で最適解が得られ、流量規模が大きいときのSS濃度の

推定精度を高めることができた。M01やS07についても

同様に閾値を変量に加えた非線形回帰分析で最適解を得

た（表-1）。またS09は、合同調査では流量が約600 m3/s

までのSS濃度データしか得ることができなかったため、

既往の観測データ（2003年及び2006年のQ > 600 m3/s）を

追加して回帰分析を行うことで、2016年8月豪雨時の最

大流量（8/31 2247 m3/s）を記録した時のSS濃度も内挿

で推定できるモデルを構築できた。 

 

(2)  水収支 

各観測地点における浮遊土砂流出量及びその収支を算

出することで、流域の浮遊土砂動態を把握できる。しか

し、浮遊土砂流出量は流量に大きく依存するため、あら

かじめ水収支の妥当性を確認しておく必要がある。そこ

で、解析対象期間（表-2）における流出水量の収支を鵡

川水系及び沙流川水系のそれぞれについて検討した。 

鵡川水系について、M00の期間毎の総流出水量は、そ

の上流M03と支川M02の総流出水量の合計に比べて-64%

～20%大きい値を示したが、全期間ではその差が-5.3%程

度と、ほぼ収支が成立している（図-4）。同様にM00～

表-1 非線形回帰分析によるC-Qモデルの最適解 

 

 

図-3 C-Qモデルの非線形回帰分析の例（SB） 

   点線は閾値を示す。 

コード ⽔系 河川 観測所名 閾値 Cmax Km Lmt RMSE
M00 鵡川 鵡川 穂別 8.7047 78.5 -4.7 0.9823*
M01 鵡川 鵡川 鵡川（洋光） Q<1990.0 8.7793 132.7 28.6

Q>1990.0 14.4470 1521.5 28.6 0.7185**
M02 鵡川 穂別川 中島橋 8.8839 13.3 0.6 1.0157*
M03 鵡川 鵡川 富内 9.7513 138.6 12.1 0.5963*
MSK 鵡川 鵡川 栄 8.8128 93.1 -10.0 0.3753*
S01 沙流川 沙流川 富川 9.7965 162.9 29.1 0.7389*
S07 沙流川 額平川 額平橋 Q<132.9 8.3283 16.1 0

Q>132.9 9.6796 40.3 0 0.4259**
S09 沙流川 沙流川 幌⽑志 10.2175 123.3 26.2 0.8478†
SB 沙流川 沙流川 平取 Q<313.5 15.9128 430.1 67.0

Q>313.5 10.0317 130.5 67.0 0.6759**

* C-Q modelの解, ** 閾値C-Q modelの解, † 2003, 2006年の600m3/s以上のデータを追加した解

流量 [m3/s]

Ln
(C
ss
)
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MSK間及びMSK～M01間では、それぞれ上流から下流

へと14%及び18%増加しており、観測地点間で支流域や

残流域の寄与を無視できないことがわかる。 

沙流川水系の水収支の整合性を確認するため、観測地

点ごとに期別の総流出水量を算出し比較した（図-5）。

なお、額平川の流量は貫気別観測所の観測データに欠測

が生じたので、二風谷ダム貯水池への流入量（NBD_in）

から沙流川（S09 幌毛志）の流量を差し引いて額平川

（S07額平橋）の流量を推定した。その際、二風谷ダム

貯水池への流入量と幌毛志の流量のピーク遅れ時間と沙

流川のダム流入口地点（長知内橋）における流域面積比

を考慮して、以下の式で推定した。 
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ここに、Qobs (t)は観測地点（obs）の時間tにおける流量、

A及びA'はそれぞれ幌毛志（765.2 km2）及び沙流川ダム

流入口（長知内橋; 784.5 km2）における流域面積であり、

流量が負になるときはゼロとして扱った。 

期別に見ると、ダム貯水池流入量に対する沙流川

（S09）の比はa～d期間で60%～68%であったが、台風10

号のd期間で104%、e期間では86%であり、全期間では

77%であった（図-5）。額平川の寄与はd～eの期間では

極めて小さいが、これは、台風10号による降雨分布を反

映したものである（図-2）。ダム貯水池流入量とダム貯

 

図-6 鵡川水系における期別の浮遊土砂流出量 

 

図-7 沙流川水系における期別の浮遊土砂流出量 

 
図-4 鵡川水系における期別の流出水量 

 
図-5 沙流川水系における期別の流出水量 

表-2 二風谷ダム流域平均雨量に基づく期間区分 

 

区分 1/1-8/16 台⾵7号 台⾵11号 台⾵9号 低気圧 台⾵10号 低気圧 9/17-1/1 年間

記号 x a b c d e f z total

始期 1/1
1:00

8/16 
17:00

8/21
4:00

8/22
11:00

8/25
21:00

8/28
23:00

9/5
17:00

9/17
0:00

終期 8/16
17:00

8/21
4:00

8/22
11:00

8/25
21:00

8/28
23:00

9/5
17:00

9/17
0:00

2017/1/1
0:00

期間降⽔量 [mm] 857.9 124.3 68.1 141.7 58.2 100.9 76.2 373.2 1800.5
最⼤時間
⾬量 [mm/h] 9.8 11.8 13.3 25.4 11.3 8.6 6.9 9.5 25.4
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水池流出量（NBD_out）、ダム直下流の平取（SB）はほ

ぼ同等であり、下流端の富川（S01）で10%～23%増加し

ている。沙流川水系においても2016年8月豪雨による水

収支はおおむね成立していると考えられる。 

以上、鵡川・沙流川水系の2016年8月豪雨期間におけ

る水収支がおおむね妥当であることから、C-Qモデルに

よる土砂収支が検討可能であると判断された。 

 

(3)  C-Qモデルによる鵡川水系の浮遊土砂収支 

 鵡川水系の5地点における浮遊土砂（SS）流出量を期

別に評価した（図-6）。SS流出量は、流量とSS濃度の積

を期別に積算して求めた。期別のSS流出量はいずれの

地点でも台風9号で最も大きかった。下流端M01のSS流

出量は85万 tであり、M00及びMSKではそれぞれ34万 t及

び51万 tと下流ほど大きく、M00～MSK間及びMSK～

M01間でそれぞれ16万 t（M00比+48%）及び34万 t（MSK

比+68%）の増加が見られた。一方M00の上流では、穂

別川M02は9万 t、鵡川M03は34万 tのSS流出量があり、鵡

川・穂別川が合流したM00（穂別）のSS流出量が34万 t

と、これらの合計に比べて9万 t（21%）小さかった。こ

の期間の水収支は概ね整合していることから（図-4）、

観測誤差に加えて、M03～M00間において河道内・高水

敷等への堆積の可能性が示唆された。次に規模の大きい

台風11号に伴う出水時も同様の傾向が認められた（図-

6）。以上のことから、鵡川水系では台風9号に伴う出水

時にSS流出量が大きく、降雨の分布を反映した下流域

での顕著な土砂生産が特徴的といえる。 

 

 (4)  C-Qモデルによる沙流川水系の浮遊土砂収支 

二風谷ダムに流入する沙流川（S09 幌毛志）と額平川

（S07）、ダム下流の平取（SB）、最下流の富川（S01）

におけるSS流出量を期別に評価した（図-7）。なお、額

平川からのSS流出量は、式（2）で推定した流量とS07地

点のC-Qモデルを用いて算出した。台風9号時によるSS

流出量はS09とS07でそれぞれ45万 t及び44万 tでほぼ同程

度であり、これらが二風谷ダム貯水池に流入した。ダム

下流のSBでは127万 t、最下流のS01では若干少ない120万 

tが流出した。これらのことから、ダム貯水池からは上

流からのSSに加えて、堆積土砂から38万 tが流出したこ

とになる。一方、SBからS01の河道内では7万tの微細土

砂が堆積したことになる。 

台風10号による豪雨時には、S09から108万 tのSS流入

がある一方、額平川からは3千 tと極めて少なかった。SB

からは56万 tの流出があったことから、ダム貯水池には

52万 tのSSが堆積したことになる。またS01からは47万 t

の流出があったことから、SBとS01の河道内に9万 tのSS

が堆積したことになる。ただし、台風10号の影響により

上流域で大規模な土砂生産が生じており（写真-1）、C-

QモデルによるSS濃度やSS流出量の信頼性を検討する必

要がある。 

 

(5)   濁度計による浮遊土砂流出量との比較 

構築してきたC-Qモデルは、台風9号（c期間）の流量

ピーク時のデータが含まれているが、それ以降のデータ

は含まれていない。そのため、台風10号に伴う大規模土

砂生産が生じた場合、それより前のデータで構築したC-

QモデルではSS濃度を正確に推定できない可能性がある。

一方濁度計観測では、SS濃度の変動が流量に依存しな

い場合でも、より確からしいSS濃度の連続データを得

ることができる。そこで、C-QモデルによるSS濃度の信

頼度を濁度計によるSS濃度と比較することで検証した。 

鵡川水系及び沙流川水系において濁度計観測を実施し

図-8 C-Qモデルと濁度計観測によるSS濃度 

 
図-9 C-Qモデルと濁度計（Tb）による期別SS流出量 
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た地点のうち、欠測なくデータを取得できた4地点

（M01、M02、M03、S01）について、濁度計とC-Qモデ

ルから推定したSS濃度の変動を図-8に示した。鵡川水系

のM03及びM01では、台風9号による出水時まではC-Qモ

デルと濁度計によるSS濃度は概ね一致しているが、台

風10号による出水時では濁度計によるSS濃度が極めて高

い値を示しており、それに比べてC-QモデルのSS濃度は

かなり小さい値となっている。沙流川水系のS01も同様

の傾向を示すが、台風9号による出水後の減水期から濁

度計によるSS濃度にいくつかの高濃度のピークが観測

されている。鵡川水系穂別川M02では、台風10号による

出水時に濁度計によるSS濃度の上昇は見られず、C-Qモ

デルが過大評価している。 

SS流出量について、S01のC-Qモデルと濁度計（Tb）

とで比較したところ、台風9号による豪雨（c期間）まで

は同程度であったが、それ以降はC-QモデルによるSS流

出量が濁度計のそれに比べてかなり過小評価となってい

る（図-9）。とくにd期間では34万 t（-78%）、台風10号

（e期間）では84万 t（-64%）、その後の低気圧（f期間）

では8.8万 t（-89%）の過小評価となっている。このよう

なC-Qモデルの過小評価は、鵡川水系のM03、M02、

M01でもみられ、M03では台風10号（e期間）で9万t（-

67%）、M01では台風9号（c期間）で35万 t（-33%）及び

台風10号（e期間）で16万t（-89%）と顕著であった（図-

9）。全期間では、C-QモデルによるSS流出量が10%～

38%の過小評価であったが、とくにSS流出量が多いM01

では49万 t、S01では125万 tもの過小評価と極めて誤差が

大きいものとなった。 

このような誤差が生じた要因として、上流域のみに限

定された豪雨が大量の土砂生産と河川への土砂供給をも

たらし、それらが下流へと輸送される過程で流量の増加

がみられなかったことにより、これまで構築してきたC-

Q関係よりも高いSS濃度が生じた可能性が考えられる。

したがって、前節でC-Qモデルから得たSS流出量とその

地点間の収支は、台風9号（c期間）までは信頼しうる値

であるが、d期間以降については過小評価していること

に留意する必要がある。 

 

4. おわりに 

 

鵡川及び沙流川流域では、2016年7月下旬にそれまで

の数年間において比較的規模の大きい程度の出水が生じ

ており、合同水質調査を実施した。その後、本研究で取

り扱った一連の台風が来襲し、大規模な土砂生産・流出

を伴う出水イベントとなったが、予算や労力的な観点か

ら、追加の合同水質調査は台風9号のピーク時のみに限

定された。引き続く台風10号の影響は鵡川・沙流川流域

の山地上流部にのみ限定されたため、流量規模の予測が

困難で、さらなる追加調査の機会を逸した。一方、高濃

度濁度計を設置していた鵡川水系の3地点と沙流川水系

の1地点では、数千～2万 mg/L以上の極めて高いSS濃度

を連続データとして得られており、自記計として極めて

有効に機能したといえる。欠測が生じた2地点について

は、濁度計の測定範囲の上限を超えたことが要因であり、

高濃度濁度計に転換することで対応可能であろう。 

流砂系の総合的な土砂管理において長期的な流砂観測

を行う場合は、観測期間中に数～数十年に1回程度の生

起確率の出水が生じる可能性があり、流域の平均的な土

砂生産・流出量を決定づけてしまう。したがって、大規

模出水時の流出土砂量を評価することが極めて重要とな

る。今後も出水時の合同水質調査を連携して継続すると

ともに、高濃度濁度計を流域内の主要な地点に配置して

流域内の土砂動態を観測することが必要である。 
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