
１．はじめに

従来の土砂動態調査は治水ダムの堆砂計画や砂防ダム

計画のための上流部，河床低下や河床堆積に対処するた

めの中下流部，河口閉塞や河岸侵食問題に関する河口・

海域部などと，それぞれの事業に合わせた調査が各領域

で行われてきた。これらの解決にあたっては，個別の領

域の問題として対策を行うだけでは十分ではない場合が

あり，流砂系の問題として解決を図るべきである。しか

し，流砂系の土砂動態の実態が充分に解明されておらず，

土砂の量及び質に関する流砂系一貫したモニタリングを

組織的・体系的に実施する必要がある。

石狩川流域では総合的な土砂管理計画の策定を目指し

て，山地から河口に至る流砂系の土砂モニタリングに取

り組んでいる。流域を網羅した流砂系の土砂動態調査と

して�生産土砂の主たる発生源である山腹斜面，�山地
の小河川である渓流，�渓流が合流した後の扇状地・中
間地・デルタ地を縫流する河道，�河口および河口周辺
の海域，の各空間毎移動する土砂の実態について調査を

行っている。

ここでは，このうち河川区間を対象とした流砂量調査

の概要について紹介したい。

２．石狩川の流砂量観測の概要

２．１ 観測地点

流砂系の土砂動態を面的に把握できるように本川及び

合流する支川に調査地点を設けた。土砂の動態は河道内

の水理量，とりわけ河道流量と密接に関係しているため

流量観測が行われている箇所から選定した。

流砂量観測は図－１に示すように，石狩川本川，８つ

の主要支川（上流より忠別川，美瑛川，雨竜川，空知川，

幾春別川，夕張川，千歳川，豊平川）において実施した。

石狩川本川の観測地点として，最上流にある大雪ダム

の流入部と放流部，図－２に示す各セグメントの代表地

点，各支川との合流後の地点を対象として１０箇所を選

定した。各支川については基本的に最下流部の観測所を

観測地点として選定した。流域全体では計１９箇所で流

砂量の調査を行っている。

２．２ 調査概要

流域全体の流砂量調査は平成９年（１９９７年）度から実

施しており，現在では本支川１９箇所の地点で観測が行
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図－１ 調査位置図
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われている。

調査項目は�流量調査，�浮遊砂調査，�掃流砂調査，
�水質調査の４項目とした。調査は融雪出水以上を対象
として，上昇期・ピーク時・下降期にそれぞれ観測を行

うこととした。

平成１２年（２０００年）度に実施した調査は融雪出水が１

出水，夏期出水が２出水であり，ほぼ全観測地点で調査

を行うことができた。ここでは石狩川本川の上・中・下

流にそれぞれ位置する伊納地点（上流 KP２００．３９），奈

井江大橋地点（中流 KP７６．８０），石狩大橋地点（下流 KP

２６．６０）の３地点における調査結果を例として示す。

図－３に伊納地点における平成１２年（２０００年）度の流

砂量調査実施状況を示す。４月中旬から５月中旬にかけ

て積雪地域特有の融雪出水が周期的に発生しているが，

同規模の出水のため一出水を選定して調査を行った。夏

期には台風または前線の影響による出水が２回あり観測

を行っている。ピーク流量を表－１に示す。出水規模と

しては平均年最大流量程度であった。

� 流量調査

流砂量とそのときの水理量の関係を調べるために，採

水時（上昇期・ピーク時・下降期）には同時に流量観測

を行った。

� 浮遊砂調査

横断面の浮遊砂分布を調査するため，図－４に示すよ

うに川幅に応じた測線上で２点法または４点法の水深で

採水を行い，室内試験により浮遊砂量と粒径の測定を

行った。採水はバンドーン採水器（写真－１）を用いた

が，流速が速く採水器を用いることが困難な場合につい

ては採水バケツを用いて表層のみの採水を行った。

一般的に河川で輸送される土砂は移動形態により掃流

砂，浮遊砂，ウォッシュロードの３つに区分される。現

観測地点 伊納 奈井江大橋 石狩大橋

融雪期 ５月１６日 ６３９m３／S １４４７m３／S １６９６m３／S

夏期
７月２９日 １４８５m３／S ２６７７m３／S ３７８０m３／S

９月２日 １５２９m３／S ３０９７m３／S ３５５８m３／S

図－２ セグメント区分図

図－４ 採取位置横断図

図－３ 流砂量調査の実施状況（伊納地点）

表－１ 採水時のピーク観測流量

写真－１ バンドーン採水器
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地で採水した試料の中には，河床を構成する細粒の土砂

が浮上して通過する浮遊砂と上流域から流水と共に浮遊

してくる微粒子のウォッシュロードが混入しており区分

が困難なため，採水で得られた土砂は全て浮遊土砂とし

て扱った。

各地点の表層から採水した浮遊土砂の粒度分析結果を

図－５に示す。粒径（D５０）は伊納地点２６．１９���，奈
井江大橋地点１０．２６���，石狩大橋１２．０３���であり，
下流地点ほど粒径は小さくなる傾向にある。奈井江大

橋・石狩大橋ではシルト分のみで分布幅も小さいが，上

流の伊納地点では粒度の分布が大きくなっている。これ

は，上流では流れが激しく粒子が巻き上げられて浮遊砂

となる限界の粒径が大きくなるためと考えられる。

河川流量と浮遊土砂通過量との関係を図－６に示す。

全ての地点で流量と浮遊土砂の間には比例関係があり，

上流の地点ほど流量当たりの浮遊土砂量が大きい傾向が

認められる。

また，大きな出水時には流れの抵抗が大きいため採水

器による表層以下の採水が困難となる。そのため，中流

にある砂川大橋取水塔（写真－２）では，図－７のよう

に橋の直下流にある取水塔に取水高さが異なる複数の採

水用の管を予め設置し，出水時に水中ポンプにより任意

の水深の採水を行っている。支川豊平川の雁来地点（写

真－３）では，図－８のように予め低水護岸上に取水位

置の異なる採水管を複数設置し，トラックに搭載した真

空ポンプにより採水を行っている。

� 掃流砂調査

掃流砂調査は，出水時に土研式掃流砂採取器を河床ま

で吊り下げて開口部から流入する掃流砂を一定時間スク

リーンで捕捉した後に採取器を引き上げ，その捕捉量か

ら単位時間及び単位川幅当りの掃流砂量を算出する。

伊納地点とさらに５２km上流の上川地点において掃

流砂調査を実施したときの流量と掃流砂通過量の関係を

図－９に示す。また，掃流量は掃流力と密接な関係があ

図－５ 浮遊砂粒径加積曲線図

写真－２ 砂川大橋取水塔の全景

図－６ 浮遊土砂と流量の関係図（H１０～１２観測値） 図－７ 砂川大橋取水塔の施設概念図
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り，単位川幅当り掃流砂量と掃流力を無次元化し関係を

示したものが図－１０である。河床粒径が一様で，採取

された掃流砂と河床の粒径が等しい場合の掃流砂量式

（Mayer Peter Muller式，佐藤・吉川・芦田式）による計

算値もあわせて示した。傾向としては実測値と計算値は

同じような変化を示すが，無次元掃流砂量は１０１から１０３

程度実測値が低い。このことは，掃流砂採取機の採取効

率が低いことも原因に考えられるが，実際の河川の河床

は粒径範囲の広い混合砂礫で構成され，粗粒の遮蔽効果

も大きく理論上は移動可能な粒径であっても移動しない

ことも考えられ，掃流砂量の推定にあたっては現地の河

床状態を把握し実測値と計算値から総合的に行う必要が

ある。

昨年度の出水時に採取した掃流砂の粒径分布を図－１１

に示す。伊納地点に比べて上川地点の粒径は明らかに大

きく，採取された掃流砂毎の粒径のばらつきも大きい。

上川地点では図－１２に示すように掃流力に対して掃流

図－１０ 無次元掃流力と掃流砂量の関係

写真－３ 雁来地点採水施設の状況

図－８ 雁来地点採水施設の概念図 図－１１ 掃流砂粒径加積曲線重ね図

図－９ 流量と掃流砂通過量の関係
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砂の粒径のばらつきが大きいことから掃流力の差による

粒径の違いではなく，流水の圧力や河床形状の影響など

外的要因により捕捉される掃流砂に差が生じるものと考

えられる。

� 水質調査

水質調査の試料水は浮遊砂調査用の試料水と同時に採

水したものを用いる。分析項目は SS，濁度，T―N，T―P，

強熱減量としている。

流量と SS輸送量，T―N輸送量，T―P輸送量について

の関係をそれぞれ図－１３，１４，１５に示す。図からは上

流の地点ほど流量当たりの各輸送量が大きくなることが

わかる。T―Nや T―Pの栄養塩類が洪水時に流下する際

には浮遊物質に吸着された形で流下していることが他の

研究でも指摘されており，石狩川においても栄養塩類の

輸送に対して浮遊物質が大きく関わっていると考えられ

る。しかしながら，栄養塩類はその発生・流出過程が SS

に比べて複雑であり，同規模の流量であっても輸送量の

値のばらつきが大きい。

濁度と SSの関係について図－１６に示す。融雪期と夏

期の出水毎の明確な違いは認められない。上流の伊納地

点が他の地点に比べて，同じ SS値のときには濁度が小

さい。これは，同時に調査している強熱減量から石狩川

では SSの殆どが無機物であることが確認されており，

図－１１に示したように伊納地点の浮遊土砂の粒径が比

較的大きいため，シルトのような粒径の小さな浮遊土砂

からなる中下流地点よりも濁度として換算される試料水

図－１２ 掃流力と粒径（D６０）の関係

図－１４ T―N輸送量と流量の関係

図－１３ SS輸送量と流量の関係

図－１５ T―P輸送量と流量の関係
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中の光の散乱度が小さいため濁度が低く検出されるため

と考えられる。

濁度計は連続的な観測が可能であるため，流砂量の推

定を行う上で有効なデータであり１５地点で観測を行っ

ている。使用している濁度計は４，０００ppmまで測定で

き，出水時に想定されるピーク時の濃度でも測定が可能

と考えている。流砂量として扱うときには，濁度から SS

への換算が必要である。濁度は流水中の有機物質量や土

粒子の粒径などにより換算率が変化するため，水質調査

結果から地点毎に換算式を求めて流砂量を推定する。

出水時に５つの測線上で表面採水した試料から分析し

た濁度と，採水を行った時間に濁度計に記録されていた

濁度を対比させたものが図－１７である。河川を流下す

る浮遊物質の断面分布は均一ではないため，片側の河岸

に１箇所設置して計測されている濁度計の値は必ずしも

断面全体の濁度を代表していない。観測地点毎に断面分

布特性が異なるため，濁度計観測値と含砂量の関係及び

濁度計上の河岸測線の含砂量と断面全体の含砂量の関係

についてデータを積み重ねていくことが必要である。

また，伊納地点では全体的に分析濁度に比べて濁度計

の値が高い値を示しているが，原因として洪水初期に濁

度計のセンサー表面に細粒土砂が付着したり，センサー

周辺に土砂が堆積したため過大な値を検出したことが考

えられる。今後の濁度計の連続観測にあたっては，濁度

計への土砂付着防止対策を併せて行う必要がある。

石狩大橋地点で過去に観測された一出水における濁度

計観測値，流量の時間変動量（��／��）の関係につい
て図－１８に示す。濁度のピークは流量ピークより速い

時期に現れており，流量の時間変動量（��／��）とピー
クが一致している。同じ流量でも増水期の濁度は減水期

の濁度よりも大きく，濁度は流量規模のみをもって表す

ことが難しく，浮遊砂量への換算等にあたってはその点

を考慮しなければならない。

３．おわりに

ここでは，石狩川流域における河川の浮遊土砂の動態

調査の現状について述べた。流砂系の適正な土砂管理を

行うためには，土砂動態の現状の把握と土砂対策を実施

するうえでの予測モデルの構築が必要である。その基礎

となる土砂動態の観測データには流砂系全体を対象とし

て土砂移動についての量的・質的及び時間的に把握でき

るような精度が求められる。しかし，土砂移動現象は不

確定・不連続であり，長時間に及ぶ観測となるため，規

模が大きなものとなる流域全体の調査にあたっては観測

項目を吟味して計画的に観測を実施することが必要である。

（原稿受理 ２００１年１２月７日）

図－１８ 一出水における濁度の時間的変化

図－１６ 濁度と SSの関係図

図－１７ 濁度計と分析濁度の比較
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