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湖沼をはじめとした閉鎖性水域では、流入する濁質の動態把握が水質保全策の検討上重要であ
る。本研究では汽水湖である網走湖を研究対象域として、超音波多層式流速計を用いた湖内の
濁度動態モニタリングを行い、同手法の精度及び適用性を検討した。その結果、網走湖では水
域の閉鎖性及び塩分濃度により、濁度再現精度に違いがあることを確認した。また流入濁質の
湖内での輸送・拡散について数値シミュレーションにより予測し、出水時や平水時の濁度動態
について検討を行った。
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1. はじめに

2. 現地概要

湖沼等の閉鎖性水域では、有機物や栄養塩類を多く含
む底質が形成される。これらの汚濁負荷を多量に含む底
質からは、風による巻上げあるいは溶出によって栄養塩
類が湖水に再供給され、水質に大きく影響を及ぼすこと
が知られている1)。ゆえに水質保全には底質環境の適切
な管理が重要であり、底質の性状把握が必要となってく
る。これら水質・底質性状を把握するためには、流入す
る懸濁物の沈積過程の把握が重要である。そのためには、
濁度の時空間分布を把握することが基礎データとして不
可欠である。
著者らは、閉鎖性水域・感潮域における流速と濁度鉛
直分布データの同時取得技術の開発を目的として、超音
波多層式流速計（以下、「ADCP」と呼ぶ）を用いた濁
度の時空間分布推定を行ってきた2)。ADCPを用いた流
速・濁度の同時推定は、濁度挙動に大きく影響を及ぼす
流れ場の状況を同時に把握可能な手法として、河川3), 4)
や湖沼5)、海域6)で数多く試みられている。
本研究は、汽水湖である網走湖の中でも閉鎖性の強い
内湾域である女満別湾の濁質動態の特性把握を目指して
いる。今年度は昨年度に引き続きADCP観測結果から濁
度鉛直分布の時系列変化を算出して、濁度動態とその影
響因子（流況・気象条件、観測位置）の関係を検討した。
また、出水時の流入河川水による濁質の湖内輸送や拡
散状況、ならびに湾内への影響を推定するため、濁水流
入予測計算を行い、その特性を検討した。

本研究で対象としている網走湖は網走川の河口から約
7km上流に位置する、面積32.3km2、最大水深16.1mの汽
水湖である1)。網走湖の上流端で網走川の流入口付近に
位置する女満別湾は、最深部で水深3ｍ前後の浅い水域
である。また、女満別湾は内湾のため、網走湖において
閉鎖性の強い水域であり、栄養塩を多く含む底質が堆積
し、湖内の水環境に影響を及ぼすことが懸念されている。
そこで網走湖内の水質・底質環境を把握するため、
2011年及び2012年の2か年にかけて、湖内で定点連続観
測（流速流向・水質）、移動観測（流速流向・水質）及
を実施した。調査実施地点は図-1に示すとおりである。
以下、実施内容の概略について示す。
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(1)定点連続観測
定点連続観測は、網走湖上流の内湾である女満別湾の
入り口にあたるSt.A2で実施した。図-2に定点連続観測
における観測機器の設置状況を示す。
ADCP（RD Insturments 製Workhorse Sentinel 1200kHz）を
湖底より上向きに設置し、流速流向連続観測を行った。
ADCPによる観測期間は、2011年6月30日～11月8日、
2012年5月30日～10月31日である。設置地点の水深は平
水時において概ね3mであった。
観測期間中は10分間隔でデータ収集（1分計測（60デ
ータ平均値）・9分休止）しており、鉛直方向測定間隔
は0.2mである。
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(2)縦断観測
網走湖内全域での流動特性の把握ならびに濁度推定の
ためのデータ収集を目的として、縦断観測を行った。観
測は、2011年10月15日・10月24日の計2回行っている。
観測では、 作業船に ADCP（RDI Workhorse sentinel
1200kHz）を下向きに設置している。観測は、網走湖上
流端の女満別湾に位置するSt.A1を起点、下流部の呼人
浦に位置するSt.A8を終点とし、概ね1ノット以下の低速
で移動しながら観測した。ADCPでの測定層厚は鉛直方
向に0.2m間隔とし、概ね10秒間隔でデータ取得を継続し
て行うように設定した。途中、St.A1～St.A8の計8地点に
おいては、船を5～10分間程度ほぼ停止させ、その間に
多項目水質計による水質鉛直観測（2011年：JFEアレッ
ク製AAQ-1182、2012年：ハイドロラボDS-5）を行った。

下層部（河床上1m）
自記塩分計・濁度計
※2012年のみ

図-2 観測機器の設置状況

また計測地点の水質特性把握及び後述するADCP反射
強度データからの濁度推定を目的として、ADCP設置期
間中の水温・塩分（アレック電子Compact-CT）、濁度・
クロロフィル（2011年：アレック電子製Compact-CLW、
2012年：JFEアドバンテック製Infinity-CLW）の連続計測
を行った。両観測機器は、2011年は水面下約1mの1層、
2012年は水面下約1m及び河床上約1mの2層に設置した。
観測期間中には、2011年は概ね半月に1回、2012年は
概ね2ヶ月に1回の頻度で、多項目水質計（JFEアレック
製AAQ-1182）による水質鉛直観測を行い、現地水質の
把握のほか、後述するADCPからの濁度算出のための較
正データ取得を進めた。
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(1)手法概要
まず、現地観測結果から濁度を算出し、現地での濁質
の時空間変化を把握する手法の概要を説明する。
計測機器から水中に発射された超音波が水中懸濁物に
反射することで得られる反射強度と懸濁物濃度の間には、
一定の相関があることが知られている。代表的な相関は
ソナー方程式により記述され、前述した既往手法もこの
方程式に基づいた分析が行われている3)~6)。
観測によるADCPデータは、昨年度までの研究と同様、
新井らの提案した濁度算定手法6)に基づいた専用ソフト
ウェア（ハイドロシステム開発：Visual ADCP Tools
ver3）を用いて濁度算出を行った。具体的な手法は、橘
田らによる報告8)を参照いただきたい。
(2)定点観測
次いで、女満別湾口であるSt.A2に設置したADCP観測
データによる超音波濁度の算出結果を示し、考察を行う。
図-3は、St.A2に設置した2012年7月1日から31日までの
1か月間におけるADCP観測結果から算出した超音波濁
度である。図-3には現象考察のため、St.A2に最も近い
気象庁観測所である女満別での風速風向9)、流入河川で
ある網走川本郷地点の水位10)、ADCPによる水面下約1m、
河床上約1mの流速流向、自記式濁度計による同深度で
の濁度観測結果も併せて示す。
図-3から、2012年7月には、期間内に顕著な濁度上昇
が前半（6～8日）と後半（19～21日）の2回確認される。
前半の濁度上昇は、その前日に本郷地点の水位が上昇し
ていることから、出水による濁質流入と考えられる。一
方、後半の濁度上昇では、本郷地区の水位は上昇してい
ないこと、吹送距離の長い風向きである北風が2日にわ
たり継続していることから、風による底質の巻上げが一
因と推測される。また実測濁度をみると、濁度上昇時以

図-3 定点観測による超音波濁度算出結果(2012年7月)

図-4 定点観測による超音波濁度の鉛直分布
（2012年7月11～18日）

外には表層と下層に大きな差はないことがわかる。
図-3をみると、7月の超音波濁度は、前述した2回の顕
著な濁度上昇期間を除くと、ほぼ実測濁度と適合してい
る。また超音波濁度は、低濁度時の実測値の変動に対し
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ても良好に追従していることがわかる。
図-4は、2回の濁度上昇の合間にあたる7月9日から18
日までの濁度鉛直分布を示したものである。7月14日か
ら16日にかけては風速が小さいために流速も低減し、濁
度が全層にわたって低下している。また7月10日、13日
のように北向きの風が一定以上の風速を保ち1日以上継
続している場合には、底面付近でも濁度が若干増加して
いる。なお、正午から夕方にかけての数時間に表層部の
濁度上昇がみられる日が散見されるが、これは表層部で
の藻類増殖による影響も可能性として考えられる。
一方、実測濁度が上昇している7月の超音波濁度の再
現性は、十分ではない。昨年度も実測濁度が短期間に変
動する場合には、超音波濁度は実測濁度をほとんど再現
できておらず、今年度も同様の状況が確認された。
そこで、実測濁度が急激に変化する期間中における超
音波濁度の算出の元データとなるADCP反射強度の特性
について、改めて検証した。
図-5は、実測濁度の急速な変動期である7月6～7日及
び7月19～20日のADCP反射強度と濁度連続観測から得ら
れた実測濁度をプロットしたものである。両ケースにつ
いて反射強度と実測濁度の相関をみると、その特徴には
差がみられることがわかる。
まず風による巻上げで濁度が上昇していると推測され
る7月19～20日については、表層及び下層ともに反射強
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図-5 定点観測による濁度急変時の反射強度と実測濁度の関係
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図-6 移動観測による超音波濁度再現性の比較

度と実測濁度に正の相関が確認できる。同様の現象は、
石狩川において濁度が10～20ppm前後でのADCP観測に
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おいても確認できている。この場合には、実測濁度が取
得できていれば、実測濁度と反射強度の間で回帰式を作
成し、濁度を推定することが可能となる。
一方、出水による濁度上昇である7月6～7日について
は、7月19～20日のケースと比べて濁度ピークは2倍以上
である。表層では、反射強度と実測濁度の間に、非常に
弱いものの負の相関がうかがえる。これは、表層部は超
音波の発射部から距離が離れており、濁度が高くなると
超音波の水中での減衰が顕著となり、反射強度が濁度上
昇とともに低下しているためと考えられる。なお同様の
特徴をもつ現象が、二瓶らがH-ADCPを用いて河道断面
内の濁度分布を推定する際にも発生している11)。なお、
下層では反射強度と実測濁度の間には相関はほとんどみ
られない。さらに実測濁度が80ppm以上になると、反射
強度は逆に低下している。よって、この場合には前述し
たような回帰式からの推定も困難である。
ここまでの結果をまとめると、平水時の濁度について
は、現地自記式濁度計を複数層入れることにより、連続
で再現精度を向上させることが可能なことが示唆された。
また濁度上昇時についても、濁度が数十ppmまでであれ
ば、実測濁度と反射強度の間で直接相関をとることで、
濁度変動特性を推測することも手法の１つになりうる。
高濁度の超音波濁度の再現性向上には、今回の定点観
測での濁度上昇時にみられたADCP反射強度～実測濁度
の相関が普遍的な現象であるか否か、確認作業が必要で
ある。これについては現在室内実験で検討しているとこ
ろであり、機会を改めて報告したい。
(3) 移動観測
ここまで定点における超音波濁度の鉛直分布の時系列
変化を算出し、再現性の検証を行ってきた。本節では網
走湖内全域で計測したADCP観測データを対象に超音波
濁度を算出し、本手法が湖内全体での濁度の平面的分布
をどの程度再現可能か検証する。
図-6は、2011年10月24日に観測を行った超音波濁度の
算出結果である。場所によって、超音波濁度の再現性に
明らかな差がみられる。閉鎖性の強い女満別湾に位置す
るSt.A1では超音波濁度と実測濁度はほぼ適合しており、
縦断観測において最も良好な再現性が得られている。
St.A3（水深約8m：うち上層約6mが淡水層、下層2mが塩
水層）については、淡水層では超音波濁度は実測濁度を
概ね再現してものの、塩水層ではほとんど再現していな
い。最深部であるSt.A4（水深16m：うち上層約6mが淡
水層、下層10mが塩水層）では、超音波濁度は淡水層、
塩水層ともに実測濁度をほとんど再現できていない。流
出部に近いSt.A7では、超音波濁度は実測濁度に近い値
を再度示している。
これらの結果をまとめると、淡水層における超音波濁
度の再現性は、流出入河川に近い場所では再現性は高い
が、湖心に近くなると低下する。また塩水層では、超音

波濁度は実測濁度と完全に乖離している。
この原因の1つに、網走湖の懸濁物の性状が縦断的に
一様ではないことが考えられる。流出入河川に近い地点
は水深も浅いため、懸濁物中に河川あるいは底質からの
再懸濁成分が多く含まれる一方、湖中心部では自生性の
ものがより高い割合となることも推測される。今後、こ
の仮説が妥当かどうか、今後懸濁物の由来の分析により
明らかにする必要がある。
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（流出）

5. 流入河川水動態予測
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(1)計算手法及び条件
前節までにおいて、網走湖内の濁度モニタリング手法
について述べてきた。しかしながら、流入する濁質が湖
内の水環境に及ぼす影響を検証するには、流入濁質の輸
送・拡散ならびに沈降過程を把握する必要がある。その
ため、水質予測モデルによりその特性を検証することを
以下で試みる。
まず計算モデルの精度検証の対象とする期間を設定す
る。計算は、出水時の流入河川からの濁質輸送・拡散過
程を対象とすることから、流入河川に近い場所の濁度連
続観測データが得られており、かつ洪水規模の大きいも
のを選定することが望ましい。ここでは、一連の網走湖
観測期間中では最大規模の洪水である2011年9月2日～5
日の出水を対象に選定した。
次いで計算モデルを選定する。今回の計算では、平面
及び鉛直の両方向への輸送・拡散現象の把握が必要であ
る。そこで、静水圧近似による3次元流動・物質輸送拡
散を計算できるMECモデル12)を採用した。ただし土砂輸
送に関する部分は修正している。図-7 は今回の流動計
算に用いた地形データである。計算は東西・南北各50m
四方で、鉛直方向には1m間隔で計算格子を分割した。
網走川の流出入流量は、網走開発建設部による水位流
量曲線（暫定値）から算出している（図-8）。流入懸濁
物量は、2009年及び2010年の平水時・出水時の治水橋に
おけるSS濃度と同時刻の本郷流量について相関式を作
成して付与した（図-9）。
水温・塩分の条件は以下のとおり考えて設定した。網
走湖の過去の塩淡境界層動態をみると、融雪後から秋季
にかけて強固な塩分成層が存在する。塩淡境界層の位置
は若干の変動はあるものの、大規模な出水でも消失する
ことはない。塩淡境界層では濁質の沈降が非常に遅くな
り、そのために濁度の高い層が形成されることが確認さ
れている。以上から、今回の計算では水温・塩分分布は
計算期間中は変化しないものとして仮定した。
SSの沈降速度は、他の富栄養化湖沼の事例も参考に、
淡水中は3m/dayとした。塩淡境界層以深は沈降速度を
0.1m/dayとし、塩水層はほとんど沈降しない設定とした。
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図-9 SS・流量相関式（流入河川）

(2)予測結果
図-10は、定点観測地点であるSt.A2の水面下1mに設置
された自記式濁度計によるSS濃度の実測値と計算値の
比較である。流入河川流量はピークが2つあり、懸濁物
濃度の実測値についても同様の変動傾向がみられる。計
算値では、実測に比べるとSS濃度は小さいものの、増
減傾向については実測値とほぼ同様の傾向が得られてい
る。なお、今回の沈降速度は仮値であるため、現地観測
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図-10 SS 濃度（St.A2）の計算値・実測値比較

ら濁度鉛直分布の時系列変化あるいは空間方向の特性変
化を推定した。
・定点観測においては、濁度が大きく変動しない平水時
は実測濁度をほぼ良好に再現できた。しかしながら濁度
が急激に増加する場合の再現性は前年度までの検討と同
様、再現は困難な状況がみられた。
・濁度が高い条件において、反射強度の特性を検討した。
その結果、ある程度の濁度（本検討では数十ppm）まで
は反射強度と濁度の間で回帰式が作成可能であった。そ
れを上回る濁質濃度では、回帰式の作成は困難であった。
・移動観測では、空間方向に超音波濁度の算出精度に違
いがみられた。内湾部では超音波濁度の再現性は良好で
ある一方、湖心付近や塩水層では実測濁度をほとんど再
現不可能であった。これは濁質の性状が場所等により変
化することが一因と推測された。
(2) 網走川流入濁質の拡散状況について
・上流から流入する濁質の拡散、輸送形態の特性を解析
可能な3次元モデルを作成した。モデルは、実測SS濃度
の変動傾向をほぼ再現できた。
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