報 文

平成28年8月北海道豪雨に伴う鵡川及び沙流川からの浮遊土砂流出
Suspended Sediment Load from the Mukawa and Saru Rivers During
the Extreme Rainfall Events in August 2016 in Hokkaido
水垣

滋

MIZUGAKI Shigeru

平成28年8月、北海道に4つの台風が来襲・接近し、豪雨による大規模な土砂生産・洪水が発生した。本報では、
鵡川及び沙流川を対象とした水文観測や濁度計観測、出水時の多地点水質調査により、大規模土砂生産が生じた豪
雨出水期間の水収支、浮遊土砂の流出量及び収支を評価し、流域の浮遊土砂動態を検討した。その結果、両河川の
流域全域に300 mm～400 mmの降雨をもたらした台風第7号、第11号及び第9号による出水期間は、C-Q式と濁度計
観測により浮遊土砂流出量と収支を評価できた。一方、その後の流域内の一部地域に特に激しい雨が降った台風第
10号に伴う出水期間について、沙流川上流域での斜面崩壊や渓岸・河岸侵食に伴う土砂流出が示唆され、濁度計観
測でのみ浮遊土砂流出量を推定できた。濁度計観測による豪雨期間中の浮遊土砂流出量は、鵡川（鵡川観測所）で
148万t、沙流川（富川観測所）で248万tと推定された。
《キーワード：濁度計；土砂流出観測；流砂系》
In August 2016, four typhoons hit or approached Hokkaido, causing large-scale sediment production and
flooding due to torrential rains. In this report, hydrological observations, a field campaign of water quality survey,
and turbidity observations were conducted in the Mukawa and Saru Rivers to evaluate the water balance,
suspended sediment discharge and balance, and suspended sediment dynamics in the watersheds during the
heavy rainfall-runoff period. As a result, the amount and balance of suspended sediment load could be evaluated
by the C-Q equation and turbidity observation during the runoff period caused by the low-pressure system and
typhoons No. 7, No. 11, and No. 9, which brought 300 mm - 400 mm of rainfall over the entire area. On the other
hand, during the subsequent runoff period due to regional heavy rainfall associated with Typhoon No. 10, it was
suggested that sediment runoff had occurred due to large-scale sediment production in the upper reaches of the
Saru River. Annual suspended sediment runoff in 2016 based on turbidity observations was estimated to be 1.48
million tons in the Mukawa River and 2.48 million tons in the Saru River.
《Keywords：Turbidity Probe；Sediment Runoff Monitoring；Sediment Routing System from Source to Sink》
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用語として使用し、水質試験で分析されるSS（粒径2

１．はじめに

mm未満の浮遊物質）と同義として扱う。
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

２．方法

である。近年、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「大規模土砂生産現象」1)
が豪雨や大規模地震に伴い流域内のいたるところで生

２．１

研究対象流域の降雨状況

研究対象流域は、北海道中央部～南部で隣接してい

じ、
渓流・河川・ダム等へ大量の土砂を供給している。

る鵡川及び沙流川流域とした（図－1）。流域面積及

このような大規模土砂生産現象は、流域の土砂動態・

び幹川流路延長はそれぞれ鵡川流域で1,270 km2、135

環境に長期間（数年～数十年、場合によっては100年

km、沙流川流域で1,350 km2、104 kmであり、ともに

以上）にわたり大きな影響を及ぼす可能性があるた

一級河川である。

め 、流域の土砂流出特性を把握するには長期間にわ

図－2は、鵡川及び沙流川流域の雨量観測所（北海

たって土砂流出量を観測する必要がある。しかし、大

道開発局、気象庁）で観測された、2016年8月の台風

規模土砂生産現象が生じた出水・洪水において、流出

来襲時（2016年8月16日～31日）の時間雨量と累加雨

土砂量を直接観測した事例は必ずしも多くなく 、そ

量である。累加雨量は、台風第7号で103 mm～161

の後のモニタリング継続事例も少ない。

mm、台風第11号及び第9号で151 mm～252 mmと広

2)

3)

平成28年（2016年）8月17日～23日に相次いで北海

範囲で大雨となった。引き続く台風第10号に伴う降

道に上陸した台風第7号、第11号、第9号や8月29日か

水量は31 mm～414 mmと地点によるばらつきが大き

らの前線と台風第10号の接近による大雨は、道内の広

く、流域の最上流域（トマム及びウェンザル）では大

範囲に大規模な水害・土砂災害をもたらした4), 5)。とく

雨となったが、中・下流域の降水量は小さかった。最

に台風第10号による日高山脈周辺の地形性降雨により、

も降水量が多かった沙流川上流域のウェンザルでは、

日高山脈東側斜面で土石流・土砂流出が多発したほ

降雨強度が指数関数的に増加しながら2日間にわたっ

か 、西側に源頭部をもつ鵡川・沙流川水系でも大規

て降雨が継続し、累加雨量が414 mmに達した。一方、

模な出水が生じた。沙流川では法面・斜面の崩壊や土

鵡川上流域のトマムでは降雨が24時間継続したが、累

砂流出、河道の洗掘・侵食が多数確認されており

加雨量で107 mmであった。

5)

6), 7)

、

相当量の土砂が海域まで流出したと推察される。

このように、2016年8月の台風第7号、第11号、第9

寒地土木研究所は国土交通省北海道開発局室蘭開発

号及び第10号に伴う一連の降雨は、鵡川、沙流川流域

建設部の協力を得て、鵡川及び沙流川流域の水・浮遊

及びそれぞれの上、下流域で大きな分布の違いが認め

土砂・物質動態を把握するために、2011年以降、合同

られた。この豪雨時の降雨分布の空間的な偏りは、流

で出水時の水質調査を実施してきた8), 9), 10), 11)。具体的

域の土砂生産・流出にも影響を及ぼしたものと推察さ

には、融雪出水時及び降雨出水時に多地点において同
一出水イベント時に水質調査を実施しており、2016
年8月豪雨時のデータも取得している。水垣ら 11)は、
2016年8月の台風第9号に伴う出水時に高濃度濁度計に
よる連続観測データを取得し、1万mg/Lを超える極
めて高いSS濃度が観測されたことを報告したが、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平成28
年8月北海道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。な
お、本報告は、筆者らによる既報12), 13)をもとに加筆・
修正・再構成し、とりまとめたものであることを付記
する。また、ここでいう浮遊土砂は、出水中に河川水
中を浮遊形態で輸送される微細土砂のことを意味する
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図－1

調査地位置図
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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 パンケヌーシ川上流の斜面・渓岸・渓床の荒廃状況
（左・中：2017年10月6日 防災ヘリ「ほっかい」より撮影、右：2018年8月9日撮影）

れる。北海道開発局防災ヘリコプター「ほっかい」に

ピーク時

よる山地上流域の現地調査を実施したところ、ウェン

採水

ザル雨量観測所に近い沙流川支川パンケヌーシ川にお
いて、実際に他では見られないような表層崩壊や顕著
な河道のかく乱を確認している（写真－1）
。
２．２

水
位

調査・分析・解析方法

上昇時

浮遊土砂流出量の観測地点は鵡川流域に5地点、沙

時 間

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

図－3

出水時の水位変動と採水タイミングのイメージ

ppm）である。

時、逓減時を網羅するように3回ないし7回行った（図

流量から浮遊土砂濃度を推定するために、出水時

－3）。採取した水試料について、SS濃度を測定した。

に採水した河川水のSS濃度と流量との関係を調べた。

SS濃度の測定にはポアサイズ1 μmのフィルターを用

SS濃度（C）やSS流出量（LまたはQs）とは、一般に

いた。濁度観測は後方散乱式濁度計を用いて、鵡川流

rating curveと呼ばれる流量Qの累乗関数によって回

域で3地点（M01 洋光、M02 中島橋、M03 富内）、沙

帰されることが多く、わが国ではC-Q式やL-Q式（Q-Qs

流川流域で3地点（S01 富川、SB 平取、S09 幌毛志）、

式）として、流域からの土砂流出プロセスや流出土砂

合計6地点で実施した。用いた濁度計の機種によって

量の推定に広く用いられている。累乗関数によるC-Q

測定限界が異なり、1,000度～100,000度（カオリン；

式やL-Q式の累乗指数は、おおよそ2～3程度とされて
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表－1

非線形回帰分析によるC-Qモデルの最適解

コード

水系

河川

観測所名

M00

鵡川

鵡川

穂別

M01

鵡川

鵡川

鵡川（洋光）

M02

鵡川

穂別川

中島橋

M03

鵡川

鵡川

MSK

鵡川

鵡川

S01

沙流川

沙流川

富川

S07

沙流川

額平川

額平橋

S09

沙流川

沙流川

幌毛志

SB

沙流川

沙流川

平取

閾値

Cmax

Km

Lmt

RMSE
0.9823*

8.7047

78.5

-4.7

Q<1990.0

8.7793

132.7

28.6

Q>1990.0

14.4470

1521.5

28.6

8.8839

13.3

0.6

富内

9.7513

138.6

12.1

0.5963*

栄

8.8128

93.1

-10.0

0.3753*

9.7965

162.9

29.1

0.7389*

8.3283

16.1

0

Q<132.9
Q>132.9

0.7185**
1.0157*

9.6796

40.3

0

0.4259**

10.2175

123.3

26.2

0.8478†

Q<313.5

15.9128

430.1

67.0

Q>313.5

10.0317

130.5

67.0

0.6759**

*：C-Qモデルの解、**：閾値C-Qモデルの解、†：2003年及び2006年の600 m3/s以上のデータを追加した解

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
Ln(Css)

示すことが知られている14)。
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、2次関数や3次関数で近似し
た事例 9)や、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ために回帰式を構築

流量 [m3/s]

図－4

C-Qモデルの非線形回帰分析の例（SB 平取）
点線は閾値を示す。

析的に求めることとした。

する必要がある。とくにべき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。

Ln�𝐶𝐶�� � �

𝐶𝐶��� �� � ����
𝐾𝐾� � � � ���

(1)



そこで、流量によるSS濃度のモデルを構築するた

ここに、CssはSS濃度、Qは流量（m /s）、CmaxはSS濃

めに、観測地点毎に非線形回帰分析（統計解析ソフト

度の上限値に関する係数、K mはSS濃度の増加率に関

JMP 11.2.1）を行い、最適解を調べた。なお、用いた

する係数、LmtはSS濃度に影響する流量の下限値に関

2016年の流量データは暫定値である。また、濁度計の

する係数である。

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

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（平取）地点の例を図－4に示した。SB（平
取）は、幅広い流量範囲で十分な推定精度を得られず、

３．水文観測による水・浮遊土砂収支

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

３．１

C-Qモデルの構築

果、313.5 m3/s を閾値とすることで最適解が得られ、

流量とSS濃度の関係を調べたところ、いずれの地点

流量規模が大きいときのSS濃度の推定精度を高める

においても流量に対してSS濃度の自然対数（Ln(Css)）

ことができた。M01（鵡川・洋光）地点やS07（額平橋）

が上限値に漸近する傾向が見られた。そこで、下記の

地点についても同様に閾値を変量に加えた非線形回帰

ような関数で近似を試み、非線形回帰分析により、式

分析で最適解を得た（表－1）。またS09（幌毛志）地

(1)の3つの変量（Cmax、Km、Lmt）の最適解を数値解

点では、出水時の水質調査で取得できたSS濃度デー
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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

記号

x

a

b

c

d

e

f

z

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 2017/1/1
0:00
0:00

857.9

124.3

68.1

141.7

58.2

100.9

76.2

373.2

1800.5

9.8

11.8

13.3

25.4

11.3

8.6

6.9

9.5

25.4

期間降水量

[mm]

最大時間
⾬量

[mm/h]

低気圧 9/17-1/1

年間
total

図－5 豪雨期間中の流量変動と期間区分
（上：M01 鵡川・洋光、下：S01 沙流川・富川）
図－6

鵡川水系における期別の流出水量

タは流量が約600 m /sまでであった。これらのデータ
3

でC-Qモデルを構築した場合、2016年8月豪雨期間中
の最大流量（8/31 2247 m3/s）を記録した時のSS濃
度を外挿で推定せざるを得ず、信頼度 が低下すると
考えられる。そこで、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い、
2016年8月豪雨期間中の最大流量時のSS濃度を内挿で
推定可能なC-Qモデルを構築した。なお、追加した既
往の観測データは2003年及び2006年の豪雨出水時の土
砂生産・流出特性を反映しており、2016年8月豪雨出
水とは流域内の土砂生産・流出特性が異なる可能性が
あるが、本研究では、それらの影響については無視す
ることとした。

図－7

沙流川水系における期別の流出水量

の上流M03（富内）と穂別川M02（中島橋）の流出水量
３．２

水収支

の合計と収支があうと仮定できる（図－6;ただし残流

各観測地点における浮遊土砂流出量及びその収支を

域の面積が相対的に小さく、その影響を無視できると

算出することで、流域の浮遊土砂動態を把握できる。

した場合）。M00（穂別）の期別の総流出水量は、M03

しかし、浮遊土砂流出量は流量に大きく依存するた

（富内）と穂別川M02（中島橋）の総流出水量の合計に比

め、あらかじめ水収支の妥当性を確認しておく必要が

べて、期別では-64%～+20%の値を示したが、全期間

ある。そこで、解析対象期間（表－2、図－5）におけ

では-5.3%程度であった（図－6）。流量推定に一定程度

る流出水量の収支を鵡川水系及び沙流川水系のそれぞ

の誤差が含まれることを考慮すれば、全期間では概ね

れについて検討した。

収支が成立していると考えられる。同様にM00（穂別）

鵡川水系について、M00（穂別）の流出水量は、そ
32

～MSK（栄）間及びMSK（栄）～M01（鵡川・洋光）
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間では、それぞれ上流から下流へと14%及び18%増加

ける水収支は、おおむね降雨流出を反映し、それぞれ

しており、観測地点間で支流域や残流域の寄与を無視

整合性があるものと考えられ、C-Qモデルによる土砂

できないことがわかる。

収支の検討が可能であると判断された。

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－

３．３

C-Qモデルによる鵡川水系の浮遊土砂収支

7）
。なお、額平川の流量は貫気別観測所の観測データ

鵡川水系の5地点における浮遊土砂（SS）流出量を

に欠測が生じたので、二風谷ダム貯水池への流入量

期別に評価した（図－8）。SS流出量は、流量とC-Qモ

（NBD_in）から沙流川（S09 幌毛志）の流量を差し引

デルから推定したSS濃度の積を期別に積算して求め

いて額平川（S07 額平橋）の流量を推定した。その際、

た。期別のSS流出量はいずれの地点でもc期間（台風

二風谷ダム貯水池への流入量と幌毛志の流量のピーク

第9号）で最も大きかった。鵡川下流端M01（鵡川・

遅れ時間と沙流川のダム流入口地点（長知内橋）にお

洋光）のSS流出量は85万tであり、M00（穂別）及び

ける流域面積比を考慮して、以下の式で推定した。

MSK（栄）ではそれぞれ34万t及び51万tと下流ほど

𝑄𝑄������

𝐴𝐴�
� 𝑄𝑄���_����� � 𝑄𝑄��������
𝐴𝐴

大きく、M00（穂別）～MSK（栄）間及びMSK（栄）


(2)

～M01（洋光）間でそれぞれ16万t（M00（穂別）比
+48%）及び34万t（MSK（栄）比+68%）の増加が見

ここに、Qobs(t)は観測地点（obs）の時間 t における流量、

られた。一方M00（穂別）の上流では、穂別川M02（中

A及びA'はそれぞれ幌毛志（765.2 km ）及び沙流川ダ

島橋）は9万t、鵡川M03（富内）は34万tのSS流出量

ム流入口（長知内橋; 784.5 km ）における流域面積で

があり、鵡川・穂別川が合流したM00（穂別）のSS

あり、流量が負になるときはゼロとして扱った。

流出量が34万tと、これらの合計に比べて9万t（21%）

2

2

二風谷ダムに流入する沙流川と額平川の水収支を見

小さかった。この期間の水収支は概ね整合しているこ

るために、ダム貯水池流入量（NBD_in）に対する沙

とから（図－6）、観測誤差に加えて、M03（富内）～

流川本川（S09 幌毛志）及び額平川（S07 額平橋）の

M00（穂別）間において河道内・高水敷等への堆積の

流量の比を期別に検討した。沙流川本川（S09 幌毛志）

可能性が示唆された。次いで出水規模の大きいb期間

について、a～d期間（台風第7号、第11号、第9号及び

（台風第11号）も同様の傾向が認められた（図－8）。

低気圧）で60%～68%であったが、e期間（台風第10号）

一方、e期間（台風第10号）では、総流出水量が同程

で104%、f期間では86%であり、全期間では77%であ

度のb期間（台風第11号）に比べて（図－6）、SS流出

った（図－7）
。一方、額平川（S07 額平橋）の二風谷

量は小さかった（図－8）。C-Qモデルは、流量に応じ

ダム貯水池流入量に対する比はd～eの期間（低気圧、

てSS濃度が指数的に増加するため、ピーク流量の違

台風第10号）では極めて小さかった（図－7）。このよ

いが総SS流出量に大きく影響する。b期間（台風第11

うに、二風谷ダム流域における沙流川本川の寄与が大

号）では上流～下流まで全域で降雨があった一方、e

きかったのは、沙流川本川の流域面積が額平川の2倍

期間（台風第10号）では降雨が上流のみに限定された

程度大きいことに加え、台風第10号に伴う降雨が沙流

ため（図－2）、期間日数は比較的長いもののピーク流

川本川の上流域に集中し、額平川（図－2；幌尻、旭）

量が小さくなり（図－5）、総SS流出量が小さくなっ

で少なかったことを反映したものと考えられる。
二風谷ダムより下流の水収支について見てみると、
ダム貯水池流入量（NBD_in）とダム貯水池流出量
（NBD_out）、ダム直下流の平取（SB）の流量はほぼ
同等であり、ダムへの流入水がほぼ全量、平取を流下
していることがわかる（図－7）。沙流川下流端の富川
（S01）では、とくにb期間（台風第11号）、c期間（台
風第9号）及びd期間（低気圧）で平取（SB）に対し
て23%～30%増加していた（図－7）。これは、鵡川下
流域の水収支（図－6）と同様、下流域での相当量の
降雨による流出を反映したものと考えられる（図－2）。
以上、鵡川・沙流川水系の2016年8月豪雨期間にお
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図－8

鵡川水系における期別の浮遊土砂流出量
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濁度計による濁度観測値とSS濃度の関係

たものと考えられる。また、e期間（台風第10号）の
SS流出量はM00（穂別）からMSK（栄）、M01（鵡川・
洋光）と下流に向かって若干の減少傾向がみられたこ
とから、河道内での堆積が示唆された。
以上のことから、鵡川水系では流域全体に降雨をも
たらした台風第9号に伴う出水時（c期間）にSS流出
量が大きく、とくに下流域での土砂生産・流出が顕著
であったと推察された。一方、上流域に降雨が限定さ
れた台風第10号に伴う出水時（e期間）はSS流出量が
少なく、一部が河道内に堆積したことが示唆された。
このように、豪雨期間中の降雨分布の変化を反映した
土砂生産があきらかとなり、とくに台風第9号に伴う
出水時（c期間）には下流域での土砂生産・流出が大
きく寄与していることが特徴的であったといえる。
３．４

C-Qモデルによる沙流川水系の浮遊土砂収支

沙流川水系では、二風谷ダムに流入する沙流川（S09

図－11

C-Qモデルと濁度計観測によるSS濃度

幌毛志）
と額平川
（S07 額平橋）、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

志）からダム貯水池に108万tのSS流入がある一方、額

た（図－9）。なお、額平川からのSS流出量は、式（2）

平川からは3千tと相対的に極めて少なかった。SB（平

で推定した流量とS07（額平橋）地点のC-Qモデルを

取）からは56万tのSS流出があったことから、ダム貯

用いて算出した。

水池には52万tのSSが堆積したことになる。またS01（富

台風第9号による豪雨時（c期間）のSS流出量はS09

川）からは47万tの流出があったことから、SB（平取）

（幌毛志）とS07（額平橋）でそれぞれ45万t及び44万t

～S01（富川）間の河道内に9万tのSSが堆積したこと

でほぼ同程度であり、これらが二風谷ダム貯水池に流

になる。ただし、台風第10号の影響により上流域で大

入したと考えられる（図－9）。ダム下流のSB（平取）

規模な土砂生産が生じており（写真－1）、C-Qモデル

では127万t、最下流のS01（富川）では若干少ない120

によるSS濃度やSS流出量の信頼性を検討する必要があ

万tが流出した（図－9）。これらのことから、ダム貯

る。

水池からは上流からのSSに加えて、堆積土砂から38
万tのSSが流出したことになる。一方、SB（平取）～

４．濁度計を用いた流砂量観測による浮遊土砂流出量

S01（富川）間の河道内では7万tの微細土砂が堆積し
たことになる。
台風第10号による豪雨時（e期間）には、S09（幌毛
34

４．１

濁度計によるSS濃度の変動

構築してきたC-Qモデルは、台風第9号（c期間）の
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流量ピーク時及び減水時のデータが含まれているが、

4地点（Ｍ01 鵡川・洋光、Ｍ02 穂別川・中島橋、

上流域に豪雨が集中した台風第10号に伴う出水時（e

Ｍ03 鵡川・富内、Ｓ01 沙流川・富川）の総SS流出量

期間）の採水を実施できなかったため、それ以降のデ

について、C-Qモデルと濁度計（Tb）とで期別に比較

ータは含まれていない。したがって、台風第10号に

したところ、台風第9号による出水時（c期間）までは

伴う豪雨により上流域で大規模土砂生産が生じた場

同程度であったが、それ以降はC-QモデルによるSS流

合（写真－1）、それより前のデータで構築したC-Qモ

出量が濁度計のそれに比べて過小となっている（図－

デルではSS濃度を正確に推定できない可能性がある。

12）。とくにS01（富川）地点では、d期間（低気圧）

一方濁度計観測では、河川水の濁度を連続観測してお

では34万t（-78%）、台風第10号（e期間）では84万t

り、洪水中の河川水の濁度とSS濃度の関係は極めて

（-64%）、その後の低気圧（f期間）では8.8万t（-89%）

相関が高いことから（図－10）、流量に関係なくより

の過小評価となっている。このようなd期間（低気圧）

確からしいSS濃度の連続データを得ることができる。

及びe期間（台風第10号）におけるC-Qモデルの総SS

そこで、C-QモデルによるSS濃度推定値の信頼度を濁

流出量の過小評価は、鵡川水系のM03（富内）、M02

度計によるSS濃度推定値と比較することで検証した。

（中島橋）、M01（鵡川・洋光）でもみられ、M03（富

鵡川水系及び沙流川水系において濁度計観測を実施

内）ではe期間（台風第10号）で9万t（-67%）、M01（鵡

した地点のうち、欠測なくデータを取得できた4地点

川・洋光）ではe期間（台風第10号）で16万t（-89%）

（M01 鵡川・洋光、M02 穂別川・中島橋、M03 鵡川・

と顕著であった（図－12）。全期間では、C-Qモデル

富内、S01 沙流川・富川）について、濁度計とC-Qモ

による総SS流出量が濁度計による値に比べて10%～

デルから推定したSS濃度の変動を図－11に示した。

38%の過小評価であったが、とくに総SS流出量が多い

鵡川水系のM03（富内）及びM01（鵡川・洋光）では、

M01（鵡川・洋光）では49万t、S01（富川）では125

台風第9号による出水時（c期間）まではC-Qモデルと

万tもの過小評価と極めて差が大きいものとなった。

濁度計によるSS濃度は概ね一致しているが、台風第

このような総SS流出量における顕著な差が生じた

10号による出水時（e期間）では濁度計によるSS濃度

要因として、台風第10号にともなう上流域に限定され

に比べてC-QモデルのSS濃度はかなり小さい値となっ

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（図－11）
。鵡川水系穂別川M02（中島橋）では、

流量 [m3/s]

すが、台風第9号による出水後の減水期から濁度計に

SB 平取

濁度 [ppm]

ている。沙流川水系のS01（富川）も同様の傾向を示

流量
SS濃度

に伴うSS濃度の上昇が見られた。

3

-38%

2

1

a
b
c
d
e
f

-32%

-10%

Tb

Tb
CQ

Tb
CQ

-19%

Tb
CQ

CQ

0

流量
SS濃度: 補完前
SS濃度: 補完後

図－13 豪雨出水時の流量・SS濃度
網がけ部分はS01
（富川）
地点のSS濃度の異常値が疑われる期間
S01 SS濃度 [mg/l]

総SS流出量 [×106 t]

期間

S01 富川

同時刻

同時刻のSB濁度 [ppm]

図－12

SS濃度 [mg/l]

濃度の上昇は見られないが、C-Qモデルでは流量増加

流量 [m3/s]

台風第10号による出水時（e期間）に濁度計によるSS

C-Qモデルと濁度計（Tb）による期別SS流出量
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図－14

1時間前

1時間前のSB濁度 [ppm]

S01（富川）のSS濃度（濁度計）とSB（平取）の濁度との関係
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た豪雨量の土砂生産をもたらしたことにより（図－2；

否かを判定し、必要に応じて適切に補間することが望

写真－1）、中・下流域でのC-Q関係に変化が生じたこ

ましい。そこで、S01（富川：KP 2.70）の約13 km上流、

とが考えられる。したがって、C-Qモデルから得たSS

SB（平取）地点の高濃度濁度計の濁度データとの関

流出量とその地点間の収支（図－8, 9）は、台風第9号

係を調べた。

（c期間）までは信頼しうる値であるが、d期間以降（低

図－14は、図－13で示した観測期間のうち、S01（富

気圧、台風第10号）については過小評価していること

川）の濁度計データに乱れのない期間のみを対象に、

に留意する必要がある。なお、S01（富川）については、

SB（平取）の濁度データとS01（富川）のSS濃度（濁

d期間以降（低気圧、台風第10号）の濁度計観測値に

度計データによる推定値）との関係を調べたものであ

異常値が含まれている可能性があり、異常値処理や補
間方法について検討した上で評価する必要がある。

る。S01（富川）のSS濃度は、同時刻に記録されたSB
（平取）の濁度値に対して正の相関を示すもののバラ
ツキが大きく（図－14左）、一方、1時間前のSB（平

濁度データの異常値処理とSS流出量の再解析

取）の濁度値に対してはバラツキが小さいことがわか

沙流川S01（富川）地点における2016年8月豪雨時

った（図－14右）。ちなみに、2時間前、3時間前のSB

の濁度（SS濃度）データには、台風第9号と台風第10

（平取）の濁度値との関係も調べたが、バラツキは大

４．２

号による2つの出水の間（8/25～8/30）と台風第10号

きくなる一方であった。S01（富川）地点のSS濃度は、

出水後（9/3～9/6）に、水位と連動しない乱れが認

かなり高濃度（17,000 mg/l）の範囲まで、SB（平取）

められた（図－13）。この期間の流量は約150 m /s～

地点の濁度と線形関係が認められた。このことから、

650 m /s、SS濃度は約1,400 mg/l 以上で、SS流出量

SB（平取）地点の濁度の変動は、下流のS01（富川）

としても無視できない量となる。SS流出量を確から

地点まで途中で大きく変化することなく伝搬するもの

しく推定するためには、この期間のデータが異常値か

と考えられる。また、図－13で確認されたS01（富川）

3

3

地点のSS濃度の乱れは、従来の観測事例における濁
度計の埋積等に起因する異常値パターンと類似してい
た15)。以上のことから、S01（富川）地点のSS濃度の
乱れは、断面を通過する河川水のSS濃度を代表して
おらず、異常値が観測されたものと判定した。
S01（富川）地点のSS濃度について、図－13におい
て乱れが確認された期間は、図－14から得た1時間前
のSB（平取）地点の濁度データとの回帰式（べき乗式）
により補間した（図－13）。補間後のSS濃度を用いて
平成28年8月豪雨時の期別のSS流出量を算定したとこ
ろ、補間前に比べてc～f期間のSS流出量が小さくなり、
濁度計の異常値によるSS流出量の過大評価を改善でき
図－15

沙流川（S01 富川）におけるモデルによる
SS流出量の比較
C-Qモデル及び濁度計（補間前）は図-12のS01と同じ
C-Qモデル
濁度計

た（図－15）。その結果、沙流川（S01 富川）におけ
る豪雨期間中の総SS流出量は248万tと推定された。
S01（富川）地点におけるC-Qモデルと補間後の濁
度計によるSS流出量を期別に比較したところ、a～d
期間（台風第7号、第11号、第9号と低気圧）では大き
な誤差は認められないが、e期間（台風第10号）とf期
間（低気圧）では顕著な差が認められた（図－16）。
このことから、C-Qモデルが適用できるのはa～d期間
のみであり、e期間（台風第10号）以降に、C-Q関係
が変化するような土砂生産が生じたことを示唆してい

台風7号 11号

9号

10号

図－16 S01
における平成富川）における平成28年8月
28 年 8 月豪雨時の SS 流出量
図－16
沙流川（S01
豪雨時のSS流出量
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る。
沙流川流域における豪雨期間中の土砂生産源の変化
は、降雨分布（図－2）や水収支（図－7）、浮遊土砂
寒地土木研究所月報

№834

2022年８月

0

0

C-Qモデル
濁度計

SS濃度 [mg/l]

平均流量 [m3/s]

1000

50

2.0

10000

2000

100

1000

100

10

1

7

6

20
1

5

20
1

4

20
1

3

20
1

2

20
1

1

20
1

100
50

C-Qモデル
濁度計

図－18

1000

1

10

100

流量 [m3/s]

1000

点）におけるSS流出量の経年変化を調べた（図－17、
の傾向を見るために、本研究で構築したC-Qモデルに
よる推定値も同時に示した。いれずも、結氷による影
響や濁度計観測の欠測が少ない4月～11月について集
計したものである。
鵡川のSS流出量は、C-Qモデルによると2010年（65
万t）は2016年（125万t）の約52%であり、2016年を
除いて、ゆるやかな減少傾向を示し、2017年で最小（5.5
万t）となった（図－17）。この傾向は、濁度計によ
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2017年の出水規模が最も小さいことは、平均流量や最

沙流川（S01 富川）のSS流出量の経年変化

収支（図－9）からも示唆されており、大規模な土砂

大流量の結果からも伺える。
沙流川のSS流出量は、本研究で構築したC-Qモデ

生産
（写真－1）
が台風第10号による豪雨と出水（e期間）

ルによると2010年（170万t）は2016年（226万t）の約

により生じたことを示している。ちなみに、e期間（台

75%程度であり、比較的規模が大きかったと推察され

風第10号）の濁度計によるSS流出量はc期間（台風第

る（図－18）。2016年を除いて、指数関数的に減少し、

9号）とほぼ同量（約100万t）であったが（図－16）、

2017年で最小（9.7万t）となった。2011年以降の濁度

e期間（台風第10号）の流出土砂のほとんどが二風谷

計観測によるSS流出量も同様の傾向を示しているが、

ダムより上流の沙流川本川からのものであると考えら

2017年は年最大流量が最も小さかったにもかかわら

れる。ただし、水文観測は沙流川本川上流域では実施

ず、2013年（38万t）と同程度であった（図－18）。こ

されておらず、
詳細な土砂生産源の把握は困難である。

れは、2016年の豪雨に伴い上流域で大規模に生産され

さらに水文観測点を追加するか、トレーサ手法 等に

た土砂の一部が、その後も継続して流出したことが影

よる検討が必要であり、今後の課題である。

響したと推察される。

４．３

浮遊土砂流出量の経年変化と豪雨の影響

大流量）によって左右されるため、豪雨に伴う大規模

これまでの検討により、豪雨期間中のSS流出量は、

土砂生産の影響がどれくらいの期間、下流への土砂

16)

このようなSS流出量の経年変化は、出水規模（最

濁度計観測による推定値がもっともらしいことがわか

流出に影響を及ぼしているかを見いだすことは難し

り、鵡川（M01 洋光）
及び沙流川（S01 富川）
からの豪

い。むしろ、平水時や小規模出水時のSS流出について、

雨期間中のSS流出量は148万t（図－12）及び248万t（図

同一流量でのSS濃度を比較する必要がある。

－15）と推定された。これらの豪雨時のSS流出量が

そこで、濁度計観測から推定したSS濃度と流量と

過去に比べてどの程度の規模であったかを把握するた

の関係について、経年変化を調べた（図－19）。鵡川
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（M01 洋光）では2016年に10,000 mg/l程度の高いSS

謝辞：国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部治水

濃度が見られるが、流量100 m /s未満ではそれ以前と

課、二風谷ダム管理所（当時）及び沙流川ダム建設事

同じ範囲に分布しており、全体として年ごとに明確な

業所（当時）には出水時の合同水質調査や水文観測・

違いは見られなかった（図－19左）。一方、沙流川（S01

濁度計観測データの使用、現地調査等において多大な

富川）では流量に対するSS濃度の関係において、鵡

るご協力をいただいた。また、寒地土木研究所水環境

川に比べて年による違いが明瞭であった（図－19右）。

保全チーム及び寒地河川チーム、道央支所（当時）の

流量100 m /s未満のときのSS濃度に着目すると、2016

関係各位には多大なるご支援、ご協力をいただいた。

年のSS濃度はそれまでの年に比べて高い範囲に分布

ここに記して深く感謝の意を表す。

3

3

し、2017年はさらに高くなっていることが見て取れる
（図－19右）。これらのことから、沙流川では2016年8
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