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2018年9月6日の北海道胆振東部地震で厚真町を中心に発生した6,000箇所を超える斜面崩壊は、
流域から海域への土砂流出に大きな影響を及ぼす可能性がある。そこで浮遊土砂流出実態を把
握するため、2019年3月より厚真川下流で濁度計観測を開始した。7月までの濁度は融雪・降雨
出水や潮位に伴う水位変動に応答して1000度（カオリン）未満で変動したが、8月以降に1,000
度以上の高濃度の濁度が観測され始めた。
キーワード：浮遊土砂、濁度計観測、斜面崩壊、地震

1. はじめに
流砂系の総合的な土砂管理において、流域から海域へ
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、頻発している豪雨や大規模地震に伴う
「大規模土砂生産現象」1) 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
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わたり大きな影響を及ぼす可能性があると指摘されてお
り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・洪水やその後の流出土砂量
を直接観測した事例は必ずしも多くない3)。
北海道南部の胆振地方を中心に2018年9月6日に発生し
た胆振東部地震では、厚真川流域において6,000か所以
上の斜面崩壊（地すべりも含む）が発生し（図-1上）、
斜面に厚く堆積した火山灰層で構成される森林表土が大
量に谷底に供給され、埋積している（図-2A, B）。その
崩壊面積は40~50 km2と報告されており、厚真川流域にお
ける支川流域ごとの崩壊面積率は4%～35.6%と極めて高
く4)、厚真川流域の地表面は強度にかく乱されている。
また、崩壊裸地斜面では表面流の発生が確認されており
4)
、厚真川では地震直後の降雨に伴い高濃度の濁水が発
生していることが報告されていることから5)、今後、山
地からの土砂流出やそれにともなう濁水の長期化が懸念
される。
本研究は、胆振東部地震による斜面崩壊等、大規模土
砂生産後の浮遊土砂流出実態の把握を目的に、厚真川流
域において濁度計観測を行った。本報では、速報として
2019年の観測結果を報告する。

2. 方法
(1) 研究対象流域
研究対象流域は、北海道南部の厚真川流域とした（図
-1 上）。流域面積及び幹川流路延長はそれぞれ 366.9 km2
及び 52.3 km の二級河川である。陸域から海域へ流出す
る河川水の濁度変化を把握するために、観測地点を河口

水位計
濁度計
図-1 調査対象流域（上）と濁度計の設置状況（下）
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図-2 東和川流域の斜面崩壊の様子

A）斜面からの崩土・倒木で埋積した谷底（2019.7.30 撮影）, B）崩土で埋積し河床上昇した谷底（2019.5.29 撮影）,
C）崩壊斜面に発達したリル・ガリ（2019.7.30 撮影）, D）谷底の水たまり（2019.8.5 撮影）
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図-3 地震発生後の降雨イベントの総雨量と最大時間雨量
表-1 地震発生後の降雨イベントの総雨量及び最大時間雨量の上位 10 位
【総雨量】
順位

【最大時間雨量】
期間

総雨量

順位

[mm]

期間

最大時間雨量
[mm]

1

2019/8/8 14:00 ~ 2019/8/11 11:00

65.5

1

2019/10/4 0:00 ~ 2019/10/4 23:00

19.5

2

2019/9/23 6:00 ~ 2019/9/24 1:00

61.5

2

2019/8/8 14:00 ~ 2019/8/11 11:00

16.5

3

2019/8/16 18:00 ~ 2019/8/17 3:00

58

3

2019/8/16 18:00 ~ 2019/8/17 3:00

4

2019/6/21 21:00 ~ 2019/6/22 20:00

57

4

2018/9/30 15:00 ~ 2018/10/2 7:00

5

2018/9/30 15:00 ~ 2018/10/2 7:00

53.5

5

2019/6/21 21:00 ~ 2019/6/22 20:00

11.5

52.5

6

2019/7/12 20:00 ~ 2019/7/14 18:00

11

49

7

2019/7/1 15:00 ~ 2019/7/2 22:00

10

15.5
13

6

2019/10/4 0:00 ~ 2019/10/4 23:00

7

2018/10/27 1:00 ~ 2018/10/29 11:00

8

2019/10/7 11:00 ~ 2019/10/8 19:00

35.5

8

2019/9/23 6:00 ~ 2019/9/24 1:00

10

9

2019/5/21 7:00 ~ 2019/5/21 19:00

35

9

2018/10/27 1:00 ~ 2018/10/29 11:00

9.5

10

2019/7/12 20:00 ~ 2019/7/14 18:00

29

10

2019/6/4 12:00 ~ 2019/6/5 16:00

8.5
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から 3.9 km上流の浜厚真水位観測所に設定し（図-1 上）、 mg/LのSS濃度の濁水が発生していたことを報告してい
2019 年 3 月に濁度計を設置して濁度計観測を開始した。
る。
濁度計観測期間中では、総雨量50 mm以上の比較的大
(2) 調査・解析方法
きな降雨イベントが6月、8月、9月、10月にあり、加え
濁度計は、十分な計測範囲を確保するために、100,000
て最大時間雨量10 mm/h以上の降雨イベントは7月にも認
度（カオリン）まで測定可能な後方散乱式センサとワイ
められた（図-3及び表-1）。降雨イベントの頻度は5～6
パーを搭載した濁度計（Infinity Turbi, JFEアドバンテック） 月に低く、8月が高い傾向がみられた（図-3）。
を採用した。ロガー・電源一体型の小型濁度計で、流下
物の衝撃や異物からセンサ面を保護するために塩化ビニ
(2) 濁度の変動
ル製の保護管に挿入し、河道内に打設した単管に設置し
観測期間中の濁度変化について全体的な傾向を調べる
た（図-1下）。測定間隔は10分とし、濁度計のデータ回
ため、日降水量（アメダス厚真）、水位とあわせて濁度
収・点検は1カ月に1回程度の頻度で行った。観測期間は
の時系列変化を図-4に示した。水位変動はおおむね降雨
2019年3月19日～12月4日である。
に応答したピークを示しており、8月16日の降雨イベン
回収したデータのスパイクや原因不明のノイズを除去
ト時に最大であったことがわかる（図-4）。濁度は、降
するため、簡易的に以下手順で観測データを処理した
雨イベントに伴う水位変動に対応したピークが認められ、
8月16日の降雨イベント時に最大を示している（図-4）。
（水垣ら, 2020）。
1) 1測定につき、1秒間隔で10回計測（N=10）する。
日平均濁度の変動をみると、ベースラインによって大き
2) 10分間隔で取得した10個の高レンジセンサ（度：カ
く3つの期間（図-4のA、B及びC）で異なるように見え
オリン）の濁度データの統計値（最大値、最小値、
る。すなわち、図中に示したように、A：観測開始から
平均値、中央値）を求め、また正規性の検定を行う。 5月末までは60～90度、B：6月から8月8日降雨イベント
3) 正規性のあるデータ群のみで最小値と平均値の回帰
前までは10～30度、C： 8月8日降雨イベント後から12月
式を構築する。
上旬（観測停止）までは40～60度となっている。
4) 全データの最小値から平均値を推定し、濁度値とす
また、毎正時の濁度変動（図-4の時刻濁度）をみると、
8月8日降雨イベントまでは最大で数百度以下であるが、
る。
また、水位計（S&DL mini; OYO）も濁度計と同じ保護管
それ以降、1000度以上を頻繁に記録するようになったこ
内に設置し、水位変動を10分間隔で記録した。本報では、 とがわかる。このように濁度変動のベースラインや最大
便宜的に水面から水位センサまでの水深（相対水位）を
値の特徴から、流域内の水・土砂流出機構になにかしら
水位として扱った。降雨データは気象庁・厚真観測所
の季節変化や時間変化が示唆される。
（アメダス）の1時間データを利用した（図-1上）。
(3) 降雨イベントごとの濁度変化
降雨流出特性と濁度変化の特徴をより詳細に把握する
ため、降雨イベントごとの濁度変化を調べた。観測され
3. 結果
た降雨イベントのうち、濁度のベースラインが異なるA、
B及びC期間から、高濃度の濁水が発生した事例につい
(1) 地震後の降雨特性
て典型的なものを示す。
A期間の5月21日の降雨イベント（総雨量35 mm、最大
濁度観測期間中の降雨特性を把握するために、2018年
9月6日に地震が発生して以降、濁度計観測を停止した
時間雨量5 mm/h）の例を図-5に示す。水位ピーク（0.586
2019年12月4日までのひと雨（以下、降雨イベントと呼
m）は降雨最大から7時間後に出現し、降雨前より約0.4
mの水位上昇があった。濁度ピーク（249度）は水位ピ
ぶ）ごとの総雨量及び最大時間雨量を整理した（図-3,
ークより2時間前に出現しており、降雨前より約150度の
表-1）。なお、降雨イベントの期間は雨の降り始めから
降り終わりまでとし、降り終わりから次の降雨イベント
濁度上昇があった。
B期間の6月22日の降雨イベント（総雨量57 mm、最大
までの無降雨期間は便宜的に24時間以上とした。
観測期間中、総雨量の最大値は65.5 mm（2019年8月8
時間雨量11.5 mm/h）の例を図-6に示す。水位ピーク
日~11日）、最大時間雨量の最大値は19.5 mm/h（2019年
（1.011 m）は降雨最大から8時間後に出現し、降雨前よ
10月4日）であった。地震直後の2018年9月末及び10月末
り約0.86 mの水位上昇があった。濁度ピーク（660度）は
の2回の降雨イベントでは総雨量53.5 mm（5位）及び49
水位ピークより8時間後に出現しており、降雨前より約
mm（7位）、最大時間雨量13 mm/h（4位）及び9.5 mm/h
640度の濁度上昇があった。5月21日の降雨イベントに比
（9位）を記録し、濁度計観測の期間中と比較してもあ
べて、濁度ピークの水位ピークに対する遅れ時間がかな
る程度大きな降雨であったといえる（表-1）。田中ら5)
り大きい。
B期間とC期間の間に生じた8月8～10日の降雨イベン
によると、地震後のこれらの降雨イベントで数千～1万
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図-6 6 月 22 日の降雨イベントに伴う濁度変化
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図-7 8 月 8 日～11 日の降雨イベント時の濁度変化
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図-5 5 月 21 日の降雨イベントに伴う濁度変化
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図-4 降雨・水位・濁度の時系列変化
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図-8 8 月 16 日の降雨イベント時の濁度変化
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図-9 9 月 23 日の降雨イベント時の濁度変化
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ト（総雨量65.5 mm、最大時間雨量16.5 mm/h）の例を図-7
時間雨量
に示す。降雨継続期間が69時間と比較的長く、3回の小
累加雨量
イベント（それぞれの総雨量は32.5 mm、12.5 mm及び
10/29 20:00
18.5 mm）が含まれている。水位ピークは3回の小イベン
トに応答して出現しており（それぞれ0.693 m、0.620 m及
水位
び0.761 m）、降雨前から0.57～0.74 mの水位上昇があっ
10/30 10:00
濁度
た。降雨の最大を記録してから水位ピークが出現するま
での遅れ時間は、それぞれ11時間、9時間、7時間であっ
た。濁度のピークも3回の水位ピークに応答したものが
認められ、水位ピークからの遅れ時間はそれぞれ9時間
（911度）、8時間（783度）及び7時間（1290度）であり、
降雨前の濁度から760～1270度の上昇であった。6月22日
の降雨イベント同様、濁度ピークの水位ピークに対する
遅れ時間はかなり大きい。
図-10 10 月 29 日の降雨イベント時の濁度変化
C期間の8月16～17日の降雨イベント（総雨量58 mm、
最大時間雨量15.5 mm/h）の例を図-8に示す。水位が降雨
イベント前に急激に上昇しているが、その要因は不明で
ある。降雨に応答するとみられる水位ピーク（1.627 m）
は降雨最大から7時間後に出現し、降雨前より約1.1 mの
水位上昇があった。濁度ピークは降雨前（3310度）、降
雨中（3932度）、降雨後（3930度）と3つの高濃度のピ
気象庁
ークがみとめられ、観測期間中最大を記録し、降雨前よ
厚真観測所
り約3100～3700度の濁度上昇があった。降雨中のピーク
は水位変動の減水時に認められ、その要因は不明である。
降雨流出に対応した濁度ピークは3つ目のピークと考え
浜厚真
られ、水位ピークからの遅れ時間は1時間であった。8月
8～10日の降雨イベントに比べて、濁度ピークの水位ピ
ークに対する遅れ時間はかなり小さくなった。
C期間の9月23日の降雨イベント（総雨量61.5 mm、最
図-11 10 月 29 日 19:50 の降水強度分布
大時間雨量10 mm/h）の例を図-9に示す。水位ピーク
（全国合成レーダーGPV、地理院タイルより作成）
（0.958 m）は降雨最大から10時間後に出現し、降雨前よ
している。降雨前より約1670度の濁度上昇があり、水位
り約0.84 mの水位上昇があった。濁度ピークは1730度と
のなだらかな変動に対して濁度は鋭いピーク形状を示し
高く、水位ピークより1時間前に出現した。8月16日の降
ている。
雨イベントより、濁度ピークの水位ピークに対する遅れ
このように、降雨イベントごとに降雨と水位、濁度の
時間はさらに短くなり、むしろ水位ピークより早く出現
変動におけるピーク出現時間の関係について、濁度のベ

ースラインが異なる3つの期間ごとに特徴を比較した。
その結果、降雨の最大から水位ピークの出現時間差は、
期間に関係なく、概ね7～11時間の範囲であった。一方、
水位ピークと濁度ピークの出現時間差は、A及びC期間
では±2時間程度であったが、B期間は7～9時間と長く、
明らかに異なることがわかった。

き止められて池・水たまりがいたるところで生じている
4)
（図-2B, D）。このような場所では、斜面から流出した
土砂がいったん貯留され、山地斜面から河川への土砂の
連続性を分断していた可能性がある。しかし、時間経過
とともに池から支川まで表面流としてつながっている箇
所も確認されており、徐々に山地斜面から支川、本川へ
と水・土砂が流出しやすい状態に変化してきた可能性も
(4) 特徴的な降雨イベントに伴う濁度変化
考えられる。これらのことが、水位・濁度ピークの出現
小規模な降雨に対して高い濁度が検出された事例とし
時間差が時期によって変化した要因のひとつかもしれな
て、C期間の10月29日の降雨イベント（総雨量10 mm、
い。
最大時間雨量4.5 mm/h）の例を図-10に示す。水位は、降
一方、厚真川流域には厚真ダム（農業ダム）や厚幌ダ
ム（多目的ダム）、農業用頭首工が複数配置されており、
雨前に原因不明のピークが認められたが、その後の水位
中・下流域の3,224 haの農地を灌漑している5)。濁度のベ
変動は極めてなだらかで、降雨に対応した水位ピークを
ースラインが小さく、水位・濁度ピークの出現時間差が
明確に判定するのは困難であった。仮に10月30日15時に
大きかったB期間（図-4）は農業用水の灌漑期にあたる
認められる最大値（0.350 m）を降雨に対応した水位ピー
クとすると、降雨最大を記録してから19時間後であった。 ことから、灌漑期・非灌漑期のダムや頭首工の運用も影
響している可能性がある。
一方濁度は鋭く高濃度のピーク（1830度）を示し、水位
今後、流域末端での濁度計観測を継続して浮遊土砂動
ピークよりも5時間前に出現していることになる。
水位ピークが明瞭でない理由として、総雨量が少なく、 態をモニタリングするとともに、流域内のさまざまな地
点における水文・流砂観測結果や現地調査結果と合わせ
降雨継続時間が短いことが考えられる。全国合成レーダ
ーGPVより1 kmメッシュの10分降水強度を調べたところ、 て、流域の水・土砂流出機構の理解を深める必要がある。
厚真川流域を南北に縦断するような線状降水帯が発生し
謝辞： 本研究は、著者のほか寒地土木研究所・秋田寛
ており、局地的に80 mm/h以上の極めて強い雨が短時間
己氏、伊波友生氏、布川雅典氏、山田嵩氏、山崎秀策氏
に降っていたことがわかった（図-11）。したがって流
及び宮城教育大・古市剛久氏と合同で実施した現地調査
域全体としての降水量は小さく、顕著な水位上昇をもた
の成果である。また寒地土木研究所・田中健二氏及び鵜
らさなかったものの、強い雨によって崩壊後の裸地斜面
木啓二氏には観測結果のとりまとめに際し有益なご意見
で表面侵食が発生し、下流へ輸送された可能性が考えら
をいただいた。北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部及
れる。
び苫小牧出張所の関係各位には濁度計設置・観測にあた
りご協力いただいた。ここに記して謝意を表します。
4. 考察とまとめ
胆振東部地震の発生翌年の1年間、斜面崩壊が多発し
た厚真川流域から海域への浮遊土砂流出実態の把握を目
的に、流域末端において濁度計を用いた濁度の連続観測
を行った。その結果、濁度のベースラインが3つの期間
によって異なることや、水位・濁度ピークの出現時間差
が8月8~10日の降雨イベントの前後で大きく変化するこ
となどがわかった。また、総雨量が小さい降雨イベント
でも、局地的な短時間豪雨によって高濃度の濁水が発生
することも観測された。これらのことは、流域からの水
流出とともに土砂が輸送されやすくなっている可能性が
示唆される。
主要な土砂生産源と考えられる崩壊地では、裸地にリ
ル・ガリが発達している様子を確認でき、降雨ごとに表
面流によって土砂が斜面下方へ流出している様子がうか
がえる（図-2C）。山地の谷底は崩壊土砂や樹木によっ
て埋積することで河床が上昇し（図-2A, B）、河川がせ
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