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2018年9月6日の北海道胆振東部地震により厚真川流域では山地斜面の崩壊・地すべりが多
数・広域・高密度に発生し、下流河川や沿岸への濁質流出が長期的に継続する可能性がある。
前報では、2019年8月以降、厚真川下流の濁度計観測において濁度1,000度以上の濁水が生じて
いることを報告した。本報では、2020年の濁度計観測により高濁度が記録された積雪期や夏・
秋の降雨出水における浮遊土砂流出実態について検討した。
キーワード：濁度計観測、浮遊土砂、斜面崩壊、地震

では、速報として2020年の観測結果をとりまとめたので
報告する。

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
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地震やその後の河川からの流出土
砂量を直接観測した事例は必ずしも多くない3,4)。
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）、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。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5)、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5)、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6)、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7)。
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ている。前報8）では、2019
年の観測結果から、濁度変動のベースラインに季節的な
変化がみられたこと、1,000度以上の高濁度が夏・秋の
降雨期に頻発し、総雨量が少なくても短時間強雨により
高濁度の濁水を生じる場合があることを報告した。本報

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）。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、観測地点を河口か
ら 3.9 km上流の浜厚真水位観測所に設定し、2019 年 3 月
に濁度計を設置して濁度計観測を開始している。
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図-1 調査地点位置図
（基図に地理院地図を使用）

月日

図-2 降雨イベントの総雨量（厚真）
表-1 降雨イベントの総雨量による上位 10 位
順位

期間

総雨量 (mm)

最大時間雨量 (mm)

1

2020/3/10 13:00 ～ 2020/3/13 9:00

80.0

9.5

2

2020/8/29 18:00 ～ 2020/8/31 3:00

66.0

12.5

(2)

3

2020/4/25 17:00 ～ 2020/4/29 17:00

49.5

6.0

(7)

4

2020/11/19 1:00 ～ 2020/11/22 23:00

39.5

5.5 (10)

5

2020/2/16 16:00 ～ 2020/2/18 18:00

34.0

6.0

6

2020/6/26 21:00 ～ 2020/6/30 6:00

30.5

3.5 (21)

7

2020/9/3 23:00 ～ 2020/9/5 11:00

30.0

8

2020/9/10 4:00 ～ 2020/9/13 20:00

27.0

5.0 (12)

9

2020/9/17 23:00 ～ 2020/9/18 12:00

26.5

7.0

10

2020/10/4 14:00 ～ 2020/10/7 14:00

26.0

2.5 (25)

日降水量・累加雨量 (mm)

(2) 調査・解析方法
濁度計は、十分な計測範囲を確保するために、100,000
度（カオリン）まで測定可能な後方散乱式センサと汚れ
防止ワイパーを搭載した濁度計（Infinity Turbi, JFEアドバ
ンテック）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
に塩化ビニル製の保護管に挿入し、河道内に打設した単
管に設置した。測定間隔は10分とし、濁度計のデータ回
収・点検は1カ月に1回程度の頻度で行った。2020年の観
測期間は2020年3月4日～12月23日であり、冬期の河川が
結氷する期間は、故障防止のため濁度計を撤去し、観測
を停止した。
濁度計の観測データには、スパイクや原因不明のノイ
ズが含まれていることが多く、以下の手順で簡易的に異
常値判定の前処理を実施した9）。
1) 1測定につき、1秒間隔で10回計測（N=10）する。
2) 10分間隔で取得した10個の高レンジセンサ（度：カ
オリン）の濁度データの統計値（最大値、最小値、
平均値、中央値）を求め、また正規性の検定を行う。

3) 正規性のあるデータ群のみで最小値と平均値の回帰
式を構築する。
4) 全データの最小値から平均値を推定し、濁度値とす
る。
その上で、浜厚真の濁度データについては、山地河道に
おける濁度計観測における異常値出現事例10)を参考に、
総雨量 (mm)

また山地流域における地震後の土砂流出実態を明らか
にするため、東和川流域の南支川に水文観測点を設定し、
2019 年 3 月に水位計及び濁度計を設置して観測を開始し
た 7）（図-1）。また地震後の崩壊地からの土砂流出や斜
面変動実態を把握するため、流域内の崩壊跡地 2 箇所を
モニタリング地点として設定し、タイムラプスカメラを
設置した。

16.0

水位（相対水深）(m)

時間水位
日平均水位

濁度 (カオリン）

時間濁度
日平均濁度
欠測期間

図-3 浜厚真の水位・濁度変動
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(1) 2020年の降雨イベント
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
2020年12月23日までのひと雨（以下、降雨イベントと呼
ぶ）ごとの総雨量及び最大時間雨量を整理した（図-2,
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
までの無降雨期間は便宜的に24時間以上とした。
2020年の年降水量は797.5 mm、日最大雨量63 mm、総
雨量5 mm以上の降雨イベントは37回記録された。2019年
（年降水量849 mm、日最大雨量61 mm、降雨イベント39
回）に比べてやや少ないが、1978年以降43年間の年平均
降水量は1,005 mm、平均日最大降水量 79.6 mmと比べて
も小雨だったといえる。
2020年の降雨イベントのうち総雨量が50 mm以上を記

日照時間 (h)

b

3. 結果・考察

累加雨量 (mm)

a

時間雨量 (mm)

濁度の変動パターン、水位（水深）との関係、データ回
収時の現地確認状況（土砂や草木等による濁度計センサ
面の埋積・被覆等）の情報をもとに異常値を判定し、解
析対象から除外することとした。なお東和川の濁度デー
タは、異常値判定の前処理のみを施した、暫定データ
（異常値判定は未実施）を扱うこととした。
浜厚真に設置した水位計（S&DL mini; OYO）は、濁度
計保護ケース内に濁度計ともに挿入し、河川水位及び河
川水温を10分間隔で記録した。本報では、便宜的に水面
から水位センサまでの水深（相対水位）を水位として扱
った。東和川の水温は、濁度計で記録される水温データ
を使用した。気象データは厚真川流域近傍の気象庁アメ
ダスの1時間データを利用することとした（降雨・気
温・日照時間は厚真、積雪深は穂別）。さらに地震後の
斜面変動実態をモニタリングするために東和川流域内の
斜面崩壊地2箇所に設置したタイムラプスカメラ
（TLC200Pro, Brinno）は、撮影間隔を1時間～2時間とし、
1ヶ月に1回程度の頻度でデータを回収した。

異常値）

図-4 積雪期の降雨出水による水位・濁度の変動
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録したのは2回のみで、総雨量が多い順に3月10日～3月
13日の80 mm、8月29日から8月31日で66 mmであった（表
-1）。第7位～第9位の降雨イベントは第2位の降雨イベ
ントに引き続いて3～4日おきに発生しており、あわせて
約150 mmの降雨をもたらしている。

降雨イベント前の期間について、3月5日の降水は降雪
によるもので積雪深が増加したが（図-5a）、3月6日～10
日午前は無降雨期間で、気温は日ごとに上昇し、夜間の
最低気温は7日の-12ºCから3月10日にはプラスに転じ、
日中の最高気温もプラスで推移し、積雪深の減少が認め
られる（図-4b, c; 図-5b,c,d）。東和川の水位・濁度は、気
(2) 浜厚真地点における年間の濁度変動
温の変動や積雪深の減少に対応した日周期的な変動が認
観測期間中の濁度変化について全体的な傾向を調べる
められ（図-4d）、下流の浜厚真でも同様な濁度変動が
ため、日降水量（アメダス厚真）、水位とあわせて濁度
時間差をもって出現している（図-4e）。これらのこと
の時系列変化を図-3に示した。最高水位を記録したのは、 から、厚真川流域全体で、融雪水の斜面から河川への流
3月10日の降雨イベント時で、2.5 mの水位上昇が観測さ
入や、河岸・渓岸の凍結融解による土砂生産が生じてい
れた。地震が発生した2018年9月6日以降、最大規模の出
る可能性が示唆される。
3月10日午後からの降雨イベントでは、降雨、気温上
水となった。
濁度は、3月中旬～6月下旬と9月中下旬に異常値が記
昇による著しい積雪深の減少がみられ（図-4a, b, c）、崩
録される期間が多く、欠測とせざるを得なかった（図壊地の積雪もほとんど見られなくなった（図-5 d, e）。
3）。正常に観測できた期間だけでみると、1,000度以上
東和川の水位は降雨直後から急激に上昇し、濁度は水位
の高濁度を記録したのは上記で述べた3月10日、8月30日、 上昇中（10日19時）に10,000度を超えるピークが現れて
9月5日の降雨イベントと、10月12日～13日の小規模降雨
いる（図-4d）。東和川の水温は、気温の上昇とは逆に、
mm、最大時間雨量4
mm）の計4回
イベント（総雨量13.5
降雨直後から低下し0ºC付近を推移していることから、
であった。前報8)では、2019年の夏・秋に小規模な降雨
顕著な水位上昇に融雪水の流入が大きく寄与しているこ
イベント時でも1,000度以上の高濁度が頻発する傾向が
とが示唆される（図-4c,d,e）。水位ピーク（11日9時）に
見られることが指摘されたが、2020年については10月12
先行して濁度ピークが観測されたことから、河床堆積土
日～13日の降雨イベントが同様のケースだった可能性が
a
d
ある。
(3) 積雪期の降雨出水
積雪期の降雨イベントは、降水だけでなく斜面からの
融雪水が著しい水位の上昇をもたらす場合があり、それ
に伴う河床材料の巻き上げや渓岸・河岸侵食、斜面から
の表面流による土砂流入などが河川の濁度を上昇させる
可能性がある。しかし、積雪期の融雪出水の水・土砂流
出について、夏・秋の降雨出水期に比べて観測事例が少
なく、とくに濁度変化も併せて観測された事例は極めて
少ない。そこで、2020年3月10日の降雨イベントについ
て得られた貴重な観測データをもとに、積雪の融雪現象
に伴う水・土砂流出実態について検討した。
図-4に上から降水量・累加雨量（厚真）、積雪深（穂
別）と日照時間（厚真）、気温（厚真）・水温（東和
川・浜厚真）、東和川の水位（センサからの相対）・濁
度、及び浜厚真の水位（相対水深）・濁度について、そ
れぞれ1時間ごとの変動を示した。なお河川水温は、河
川水の流出成分（降水、表流水、地中水、地下水）の水
温と構成割合、流水表面における大気との熱交換によっ
て影響されるため、気温、積雪深、日射量といった気象
データと合わせて河川水の流出成分の変動を理解する助
けとなる11)。また積雪・融雪現象を確認するため、タイ
ムラプスカメラで撮影した東和川流域の崩壊地における
積雪状況の変化を図-5に示した。これらの情報から、3
月10日の降雨イベントとその前後で、次のような現象の
推移を読み取ることができる。

3月5日 14時

b

3月10日 12時

e

3月7日 12時

c

3月11日 12時

f

3月9日 12時

3月12日 12時

図-5 東和川流域内の斜面崩壊地における積雪状況の変化

3月11日 09時

図-6 東和川南支川におけるはん濫状況
実線白矢印は流向、点線白矢印は上流で氾濫した流れの合
流、黄色矢印は水位計・濁度計の設置箇所を示す。
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c

(4) 夏・秋の連続した降雨イベントに伴う濁度変化
浜厚真において夏・秋に比較的高濁度が観測された8
月29日～30日（総雨量66 mm、最大時間雨量12.5 mm）及
び9月3日～5日（総雨量30 mm、最大時間雨量16 mm）の
２つの近接した降雨イベントについて、気象・水温・水
位・濁度の変動を図-7に示した。8月29日の降雨イベン
トでは、東和川の濁度ピークが3回の降雨ピークに応答
して出現しており、それぞれ300度、1,900度及び8,500度
と急激に濁度が上昇している。その後、濁度は急激に低

日照時間 (h)

b

態で推移していることから（図-4c）、降雨と融雪によ
り地中に浸透した水が継続的に流出していることが考え
られる。東和川の濁度は1,000度以上で推移しているが、
センサ面の埋積による異常値を示している可能性があり、
今後の課題である。浜厚真の水位は、東和川と同様、緩
やかな低減と夜間の気温より高い河川水温が継続してい
ることから、河川水における地中水の寄与が高いと考え
られる。濁度は、12日～13日に異常値が多く、現状では
詳細な検討が困難である。

累加雨量 (mm)

a

時間雨量 (mm)

砂の巻き上げ、河岸・渓岸侵食等が高濁度の主要因とし
て考えられる。一方、水位ピーク時の濁度減少には融雪
水による希釈が考えられるほか、河道外へのはん濫堆積
が流水中の濁度減少に影響した可能性もある（図-6）。
浜厚真では、水位上昇時からピーク付近までの河川水
温は、東和川と同様に0ºC付近と低く、流域全体の融雪
水が寄与していると考えられる。濁度は11日4時に最大
値（2,600度）を示し、水位ピーク（11日6時）よりも早
く出現しているものの、その後ゆるやかに低減し、1000
度以上の高濁度を維持し続けていた（図-4e）。これら
のことから、流域内の支流から高濁度の融雪水が異なる
タイミングで合流・伝搬したものと考えられる。
まとまった降雨が終了した3月12日～13日は、日中・
夜間の気温がプラスで推移し（図-4a, b, c）、斜面の積雪
は、斜面方位によっても異なるが、概ね解けたように見
える（図-5f）。12日以降の東和川の水位はゆるやかに低
減するが、降雨前の低水時に比べて高い状態で推移して
いる（図-4d）。これは、土砂堆積による河床上昇が影
響している可能性がある一方、水温が気温よりも高い状

異常値）

図-7 夏・秋の一連の降雨出水による水位・濁度変化

Mizugaki Shigeru, Murakami Yasuhiro, Fujinami Takeshi
－ 290 －

下し150度前後で推移するが、水位は降雨前より高い状
態を維持している。そのため、9月5日の時間16 mmの強
雨に伴い水位は1時間で6 cm上昇し、その後、緩やかな2
次ピークが見られる。濁度も急激な水位上昇とともに最
大8,800度の高濁度による鋭敏なピークを形成するが、
その後の水位の2次ピークと連動した緩やかな増減が見
て取れる。東和川の河川水温に着目すると、強雨に伴う
一時的な上昇が認められることから、相対的に低温な地
中水よりも、気温を反映する直達雨や表面流の寄与が高
くなったことが示唆される。すなわち、斜面で発生した
表面流による高濃度の濁水が河川に流入した可能性が考
えられる。
一方、浜厚真の水位・濁度の変動は、8月30日に900度、
9月5日には3,200度のピークを記録し、流域下流端のため
降雨に対する応答が鋭敏でないが、東和川と同様の傾向
を示した。これらのことから、上流支川では、短時間の
強い雨に対して水位及び濁度が鋭敏に応答し、それらが
下流端の浜厚真の濁度変化に反映したものと推察される。

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て、流域の水・土砂流出
機構の定量的な把握と理解を深める必要がある。

謝辞： 東和川の濁度計観測について古市剛久氏（森林
総研）との連携により実施したものです。現地調査にお
いて当研究所の伊波友生氏、山田嵩氏にご協力いただき
ました。ここに記して謝意を表します。
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