
報　文

2 北海道開発土木研究所月報　№628　2005年９月

物質輸送に与える大規模洪水の影響
Influence of Large-Scale Flood

given to Material Transportation

吉川　泰弘 ∗ 渡邊　康玄 ∗∗

Yasuhiro YOSHIKAWA and Yasuharu WATANABE

物質 (SSおよび栄養塩類)の輸送は主に出水時に多く行われる。また、栄養塩類は生態系に影響を
与えるため、その挙動の把握は河川環境を維持および管理する上で重要である。本研究の目的は大き
く分けて 2つあり、大規模洪水が物質輸送に与える影響を把握する事、洪水規模による河道内への影
響の違いを把握するために、洪水後に堆積する SSおよび栄養塩類量を推算する事である。対象流域
を沙流川として研究を 3つの手順で進めている。1つ目は、洪水と融雪出水を含む 4出水における物
質輸送の相違の把握を目的に観測データを精査した。2つ目は、洪水による高水敷への栄養塩類堆積
量を推算するために観測データから推定式を導出した。3つ目は、洪水規模の違いによる高水敷への
SSおよび栄養塩類堆積量の相違を明らかにするために計算を行った。結果として、1つ目は河道内
からの物質供給量は流量と関連があり、ある一定の流量を超えると流水中の物質が飽和濃度に達する
と推測された。また、大規模出水後の融雪出水において流量に対する物質の濃度が上昇する事が分
かった。2つ目は栄養塩類推定式を導出しシルトと粒子性水質成分との相関が良いことが分かった。
3つ目は洪水規模の違いにより河川環境へ与える影響は場所的に異なる事が計算により分かった。
�キーワード : 洪水、融雪、高水敷、SS、窒素、リン、沙流川�

Transport of Materials ( suspended solids (SS) and nutrient salt ) increases during floods. Nutri-
ent salts transported in river water are important in terms of river ecosystems. Understanding of
nutrient salt behavior in the river environment is important in the maintenance and management of
the rivers. To better understand the influence of flooding on the river environment, this study aims
to clarify the influence that a large-scale flood gives to the material transportation, and to estimate
the amount of SS and nutrient salts deposited on the flood plain as a result of flood. The study
area was the Saru River basin, and the study was conducted in three steps. First, toward under-
standing the differences in material transport in four floods (two rainfall floods and two snowmelt
floods) observation data were examined. Second, equations were derived from the observation data
in order to estimate the amounts of SS and nutrient salts deposited on the flood plain as a result of
flooding events. Third, calculation for unsteady flow in a compound cross-section was performed
to clarify how the amounts of nutrient salts deposited in the high-water channel differ by the flood
scale. The following were found: 1) The volume of material supplied from the channel relates
to the discharge, and we could hypothesize that when the discharge reaches a certain threshold,
the material being transported reaches a saturation concentration. Moreover, in the snowmelt
flood before and behind the Large-scale flood, the thing that the density of the material in the
stream rises has been understood. 2) From the estimation equation that we derived for nutrient
salts, we found a close correlation between the amount of silt deposition and the amount of water
quality components in particulate form. 3) The calculations revealed that the influence of floods
of different scale on the river environment varies by location.

�Key Words : large-scale flood, snowmelt flood, flood plain, SS, nitrogen, phosphorus, Saru
River�
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1. はじめに

河川における流水中の物質の輸送は平常時よりも洪
水時に多く行われる。流水中の物質として SSおよび栄
養塩類があり、その主な由来は上流、支川、樋門、河道
内である。また、流水中の SSおよび栄養塩類は、河道
内の河床において浮上および沈降を繰り返しながら流
下している。
　本研究の目的は、大規模洪水が物質輸送に与える影
響を把握する事、洪水後の栄養塩類堆積量を推算する
事であり、対象流域を沙流川として 3つの手順で進め
ている。1つ目は、規模の異なる 2つの洪水と大規模
洪水前後の 2つの融雪出水の 4出水において、物質輸
送の相違の把握を目的に観測データを精査した。2つ目
は、SSから栄養塩類を推定する式を導出した。3つ目
は、準二次元不定流複々断面で混合粒径河床変動計算
により、洪水規模の違いによる高水敷への栄養塩類堆
積量の相違を明らかにした。

2. 対象とする流域と出水

(1) 流域

対象流域は、日高地方の最西端に位置する沙流川と
し、流域面積 1,350km2、幹川流路延長 104km、河床勾
配は 1/500～1/800で道内でも屈指の急流河川であり沖
積地を形成している。著者らは、図–1中の丸印で示し
た複数の地点で水位および SS採水観測1)2)を平成 13年
から継続的に実施している。
　対象区間は新平取大橋 (KP16.0) から沙流川橋
(KP2.8) の 14.2km とした。対象区間内における物質
の由来について、対象区間では河道からの供給、対象
区間上流については貫気別水位観測所付近の貫気別お
よび沙流川とタウシナイ川の合流付近の幌毛志であり、
支川については、比較的大きなシラウ川 (約 KP6.5)、
小さいものは平取第 2川 (約 KP7.5)および福満川 (約
KP5.5)であり、樋門については富川D樋門 (約KP3.5)
である。

(2) 出水

対象とする出水は 4つあり、2つの洪水 (2001年 9月
と 2003年 8月)と 2つの融雪出水 (2003年 8月洪水前
後の 2003年 5 月と 2004年 5月)である。4 つの出水
において観測した沙流川橋とシラウ川でのピーク流量
を表–1に示す。なお、表–1において 2003年 8月洪水
は、安全性の問題によりピーク時は未観測であるため、
H-Q式より求めた確定値 (毎正時)を載せている。
　表–1より、沙流川橋のピーク流量において、洪水間
では約 2.2倍異なり、融雪出水間では約 1.6倍異なって

表–1 4出水のピーク流量 (単位:m3/s)

10km

図–1 沙流川の流域図と観測場所

いる。支川のピーク流量については、洪水間および融
雪出水間で同程度であった。
　流量の経年変化を見るために 1969～2004年の沙流川
橋付近 (富川観測所)における年最大流量を図–2 に示
す。図–2より 2001年 9月洪水は 3番目に大きな出水
である。2003年 8月洪水は既往最大で、計画規模を上
回る大規模出水であった。
　 4出水について、どの程度河道が冠水したかを把握す
るために、横断図 (2003年 8月洪水後測量)と 2001年 1
月～2004年 12月の観測水位を、新平取大橋 (KP16.0)
において図–3 a)b)に、沙流川橋 (KP2.8)において図–

4 a)b)に示す。図–3 a)b)および図–4 a)b)において、
2洪水時には高水敷が冠水した事がわかり、その水深に
も相違があるという事が分かる。
　 4出水の観測期間は、過去から順に 2001年 9月 11
日 04:00～13日 15:00の計 60時間、2003年 4月 30日
00:00～5月 1日 08:00の計 32時間、2003年 8月 9日
10:00～11日 09:00の計 48時間、2004年 5月 3日 20:00
～2004年 5月 5日 09:00の 37時間である。
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a) 横断図 (2003年 8月洪水後測量) b) 毎正時水位
図–3 新平取大橋における 2001年 1月～2004年 12月の水位変化

a) 横断図 (2003年 8月洪水後測量) b) 毎正時水位
図–4 沙流川橋における 2001年 1月～2004年 12月の水位変化

図–2 1969年から 2004年の年最大流量 (富川観測所)

3. 物質輸送の相違

4出水における物質輸送の相違を把握するために、3
つの方法により観測データを整理した。1つ目は出水時
の流水を主な要素に分けて各出水時における各要素間
の関係について、2つ目は各地点の物質の通過量につい
て、3 つ目は観測地点による物質の挙動についてであ
る。この事により、大規模洪水が物質輸送に与えた影
響を見る事とする。

(1) 各要素間の関係

各出水時の流水中の主な要素を、図–5に示す通り流量
(Q)と浮遊砂濃度 (SS)および栄養塩類濃度 (TN,TP)に
分け、各要素の関係をA(Q-SS)、B(Q-TN,TP)、C(SS-
TN,TP)と呼称した。新平取大橋・荷菜大橋・沙流川橋
の観測データを基に、関係 A、B、Cを図–6,図–7 a)

b),図–8 a) b)に示す。

SS[mg/l]   TN, TP[mg/l]

  Q[m3/s]
A B 

C
図–5 流水の要素と関係図

　図–6より、融雪出水間において 2003年 8月洪水後
では、洪水前に比べてQに対する SSが高くなり、洪水
時のQと SSの関係に近くなっている事が分かる。同様
のことが図–7 b)についても言える。この事は、2003
年 8月洪水がQと SS、QとTPの関係に影響を与えた
事を示唆するものである。洪水間では、関係 A、B、C
のどの関係にも大きな相違は見られなかった。
　図–8 a)より、SSと TNの関係は SSがある一定の
値に上昇するまでは、TNは上昇せずにある一定の値で
保たれている事が分かる。図–8 b)より、SSと TPの
関係は出水規模に依存せずに、その関係は安定してい
る事が分かる。
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図–6 各出水時の関係 A

a) Q-TN

b) Q-TP

図–7 各出水時の関係 B

(2) 物質の通過量

流域全体において物質がどのように輸送されてい
るかを把握するために、出水期間中の各地点における
SS,TN,TPの通過量を観測値から算出した。
　物質の通過量:W[t]は、観測された物質濃度:Mc[mg/l]
と流量:Q[m3/s]および通過時間:T[s]を用いて、
W = McQT

1,000,000 で求める事が出来る。
　 4出水において、貫気別・幌毛志、新平取大橋、沙流
川橋の SS通過量を図–9a),b),c),d)に示し、TN,TP通
過量を図–10a),b),c),d)に示す。図–9の縦軸は図–10

a) SS-TN

b) SS-TP

図–8 各出水時の関係 C

の縦軸の 1,000倍である。この時の各地点における観測
開始時間および終了時間を表–2に示す。なお、支川・
樋門の通過量が小さいため図–9,10には載せていない。
　図–9,10において、出水間で比較しやすいように流量
の倍率とほぼ同等になるように縦軸を、c)は a)の 2倍、
d) は b) の 1.5倍とした。この事は流量と SS,TN,TP
は相関があるため出水規模の相違による通過量の相違
をある程度除く事を目的にしている。つまり、出水間
で図の形状が異なることは、物質濃度の変化があった
という事となる。
　図–9,10の河道内収支とは、SS,TN,TP通過量にお
いて沙流川橋 (KP2.8)の値から支川、樋門、新平取大
橋 (KP16.0)の値を減じたものである。河道内収支の値
について、SS,TN,TPで正の値となっており、出水時
に河道内から物質が供給された結果となっている。ま
た、貫気別・幌毛志については、対象区間より上流に
位置するため参考値 (貫気別と幌毛志を足した値)とし
て載せている。なお、貫気別・幌毛志と新平取大橋の
間には二風谷ダムが存在する。このため、以下で述べ
る SS,TN,TPの通過量の検討は、ダムの影響を除くた
めにダム下流の新平取大橋と沙流川橋間の河道内収支
について行った。
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表–2 出水期間中における各地点の観測期間

a) 2001年 9月 洪水

b) 2003年 5月 融雪出水

c) 2003年 8月 洪水

d) 2004年 5月 融雪出水
図–9 各出水期間中の SS通過量

a) SS通過量

図–9a),c)より、河道内収支について、洪水間におい
て見てみると貫気別・幌毛志からの SS通過量は約 4.5

a) 2001年 9月 洪水

b) 2003年 5月 融雪出水

c) 2003年 8月 洪水

d) 2004年 5月 融雪出水
図–10 各出水期間中の栄養塩類通過量

倍異なり、前述した通り沙流川橋のピーク流量は約 2.2
倍異っているのに対して、河道内収支は約 0.9倍とほぼ
1倍に近く洪水間で同様な値となっている。この事は、
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河道内収支は、貫気別・幌毛志からの SS通過量の違い、
流量の違いの影響を受けない事を示唆するものである。
　図–9b),d)より、河道内収支について、融雪出水間
では上流からの SS通過量は約 15.0倍異なり、沙流川
橋のピーク流量では約 1.6倍異っている。河道内収支
は約 1.6倍となっており、流量の倍率と同様となってい
る。この事から、河道内収支は、貫気別・幌毛志からの
SS通過量の違いよりも、流量の違いによる影響の方が
強いと推測される。
　以上より、河道内からの SS供給量 (河道内収支)は、
融雪出水間の比較から流量と関連があり、洪水間の比
較からある一定の流量を超えると流水中の SSが飽和濃
度に達すると推測出来る。この事は、洪水が河道内収支
に与える影響として考えると、流量が上昇するに従い
ある流量までは河道内からの SS供給量は上昇するが、
ある一定の流量に達すると河道内からの SS供給量は上
昇しないと言える。
　各地点の SS通過量を図–9b),d)で見てみると、2003
年 8月洪水後の融雪出水の方が SS通過量が多い。この
事は、2003年 8月洪水後に流量に含まれる SSの量が
増えた事を意味し、洪水前後で Qに対する SSが変化
した事が分かる。

b) TN,TP通過量

図–10a),c)より、河道内収支について、洪水間では
約 0.5倍 (TN,TP)であり、洪水規模が大きくなると河
道内収支は小さくなる結果であった。図–10b),d)より、
河道内収支について、融雪出水間では約 1.7倍 (TN)、
約 1.5倍 (TP)であり、融雪出水規模が大きくなると河
道内収支も大きくなる結果であった。
　以上より、SS通過量同様に河道内からの TN,TP供
給量 (河道内収支)は、飽和濃度があり流量が上昇する
に従いある流量までは河道内からの TN,TP供給量は
上昇するが、ある一定の流量に達すると河道内からの
TN,TP供給量は上昇しないと言える。
　各地点の TP 通過量を図–10b),d) で見てみると、
2003 年 8 月洪水後の融雪出水の方が TP 通過量が多
い。SS通過量の場合と同じでこの事も、2003年 8月
洪水後に流量に含まれる TPの量が増えた事を意味し、
洪水前後で Qに対する TPが変化した事が分かる。

(3) SSの挙動

出水の違いにより物質の挙動がどのように異なるか
を把握するために、観測地点において SSの時間的変化
について検討を行った。
　 4出水において、上流の新平取大橋と下流の沙流川橋
で、縦軸に SS、横軸に Qをとり時系列で図–11 a),b)

に示す。融雪出水時は流量が小さいため、図中には拡
大図を載せている。また、図–11の上部の表には各出

2001/09 2003/05 2003/08 2004/05

出水 洪水 融雪 洪水 融雪
時系列 反時計回り 時計回り 反時計回り 反時計回り

a) 新平取大橋

b) 沙流川橋
図–11 4出水の SSの挙動

水における SSの時系列を、時計回り・反時計回りとい
う言葉で表現した。なお、1つの出水では新平取大橋と
沙流川橋の時系列は同じであった。観測間隔は、2001
年 9月洪水が約 1時間、2003年 8月洪水が約 2時間で
ピーク時は未観測、2003年融雪出水が約 1時間、2004
年融雪出水が約 3時間である。
　図–11より、SSの時系列は、洪水間ではどちらも反
時計回りであり、融雪出水間では 2003年 8月洪水前で
は時計回りであったものが、洪水後では反時計回りへ
と変化した結果であった。
　この融雪出水間の違いについて、出水時の Qに対す
る SSの挙動について考えると、2003年 8月洪水前は
降雨始めに SSが高くなりピーク過ぎから降雨終わりに
近づくに従って SSが低くなる挙動であったものが、洪
水後では降雨始めは SSが低くピーク過ぎから降雨終わ
りに近づくに従って SSが高くなる挙動であり相違があ
る事が分かる。つまり、洪水後は洪水前に比べてピー
ク過ぎから降雨終わりに近づくに従い SSが高くなる事
から、SSの量が多くピーク過ぎに出やすくなっている
事が分かる。この事は図–9b),d)の貫気別・幌毛志に
おける SS通過量が約 15倍異なっている影響であると
推測出来る。
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表–3 SSと栄養塩類の区分
粒径 mm 窒素：N リン：P

粘土 0.000～0.005 総 TN TP
シルト 0.005～0.075 粒子性有機態 PON POP
細砂 0.075～0.250 粒子性無機態 - PPO4-P
中砂 0.250～0.850 溶解性有機態 DON DOP
粗砂 0.850～2.000 溶解性無機態 DIN DPO4-P

4. 栄養塩類推定式の導出

洪水による高水敷への栄養塩類堆積量を推算するた
めに、2001年 9月と 2003年 8月の洪水時に採水され
た流水の水質および粒度分析に基づき、栄養塩類の推
定式の導出を行う。
(1) 流水分析

推定式の導出に必要な観測データは、流水中の SS・
粒度分析・詳細な水質分析、洪水後の高水敷の底質試
験である。詳細な水質分析とは、粒子性・溶解性・有機
態・無機態へと区分できる分析のことである。
　 SS・粒度分析は、両洪水ともに観測している。詳細な
水質分析は、2001年 9月のみ実施している。洪水後の
高水敷の底質試験は、2001年 9月で洪水１ヵ月後に観
測しているがデータ数が少ないため解析が行えず、2003
年 8月については強熱減量のみ観測しており、栄養塩
類のみを抽出することは困難である。
　このため、洪水中の SSと洪水後の高水敷の堆積物に
同一の割合で栄養塩類が付着し両者が同一のものであ
る事が報告3)されているため、流水中の SSと高水敷の
堆積物を同一のものと仮定した。また、先の報告は鵡
川における事例のため、沙流川と鵡川の観測データの
比較を行った。
　以上より、観測データのある 2001年 9月洪水での SS
と栄養塩類の解析結果を基に、栄養塩類推定式の導出
を行う事とした。

(2) SSと栄養塩類

SSと栄養塩類を区分別に解析するために、表–3に
示す区分で行った。SSおよび粒度分析と、TN・DTN・
NH4-N・NO2-N・NO3-N、TP・DTP・DPO4-P・IP(PO4-
P)の水質分析から足し引きにより、各区分別に算出し
た。ただし、栄養塩類の無機態窒素は、ほとんどが溶
解性なので粒子性は無視している。

a) SS

両洪水におけるQと SSの関係は、図–6より正の相
関がありほぼ直線上に乗る事から Qと SSの関係は洪
水規模に依存しないと言える。
　両洪水におけるQと区分別 SSの関係を図–12 a),b)

に示す。両洪水とも Qと区分別 SSとの間に正の相関
がある。また、SSに対する区分別 SSの百分比につい
て、2001年 9月で粘土 (26％)、シルト (61％)、細砂
(11％)、中砂 (2％)、粗砂 (0％)、2003年 8月で粘土

(24％)、シルト (58％)、細砂 (14％)、中砂 (4％)、粗
砂 (0 ％) であり、両洪水間で SSの構成比は同程度と
なっていると言える。
　以上より、正の相関があるQと SSの関係および SS
の構成比は洪水規模に依存しない事が分かる。

b) 栄養塩類

両洪水におけるQとTNの関係を図–13 a)に、Qと
TPの関係を図–13 b)に示す。図–13より両洪水とも
QとTN,TPの間に正の相関があり、その関係を単回帰
式で表した。単回帰式を見るとほぼ同程度である事か
ら、少なくとも対象とした洪水における Qと TN,TP
の関係は、洪水規模に依存しないと言える。
　 2001年 9月洪水のQと区分別 Nの関係を図–14 a)

に、Qと区分別Pの関係を図–14 b)に示す。図–14よ
り粒子性成分については正の相関があり、溶解性成分に
ついては相関が無いことが分かる。また、TNに対する
区分別Nの百分比は PON(88％)、DON(3％)、DIN(6
％)であり、TPに対する区分別 Pの百分比は POP(37
％)、PPO4-P(60％)、DOP(2％)、DPO4-P(1％)であ
り、TNの 88％、TPの 87％が粒子性成分で構成され
ていると言える。
　以上より、正の相関がある Qと TN,TPの関係は洪
水規模に依存しない事が分かる。また、栄養塩類のほ
とんどが、Qとの相関係数が高い粒子性成分で構成さ
れている事が分かる。

(3) 相関係数

Qと区分別 SSおよび Qと区分別 N,P(粒子性成分)
との間に正の相関がある事が分かった。このため、区分
別 SSと区分別N,Pとの間に相関があると推測できるた
め、それぞれの濃度間で相関係数を求めた結果を表–4

に示す。表中の総 SSは、区分別 SSと判別するため呼
称したものである。表–4からシルトが区分別栄養塩類
と相関がよく、粒子性成分 (PON、POP、PPO4-P)が
区分別 SSに対して相関が良いことが分かる。この事か
ら、栄養塩類の粒子性成分のその多くが、SS成分のシ
ルトに輸送または吸着された形で洪水時に流下してい
ると推定出来る。
　表–4は、2001年 9月洪水の観測データである。2001
年 9月洪水と 2003年 8月洪水において、Qと SSの関
係、SSの構成比およびQと TN,TPの関係について同
様の傾向がある事から、2003年 8月洪水においても、
表–4に示される相関関係があると推測出来る。



北海道開発土木研究所月報　№628　2005年９月  9

a) 2001年 9月 b) 2003年 8月
図–12 2001年 9月洪水と 2003年 8月洪水の流量と区分別 SSの関係

a) TN b) TP

図–13 2001年 9月洪水と 2003年 8月洪水の流量と総窒素、総リンの関係

a) N b) P

図–14 2001年 9月洪水の流量と区分別栄養塩類の関係

(4) 鵡川と沙流川

図–1に示す鵡川 (一級河川、流域面積 1,270km2、幹
川流路延長 135km)において、洪水中の SSと洪水後の
高水敷の堆積物に同一の割合で栄養塩類が付着し両者
が同一のものである事が報告3)されている。この報告を
受け後述する通り、本研究では沙流川において洪水中
における SSおよび栄養塩類の関係から栄養塩類推定式
を導出し、この式より高水敷への栄養塩類堆積量を求
めている。
　鵡川と沙流川の比較として 2つの比較を行った。1つ

は、流水中における SSと栄養塩類の粒子性水質成分の
関係で、もう 1つは流水中の SSと高水敷堆積物の関係
である。
a) 流水中における SSと栄養塩類 (粒子性水質成分)

流水中における SSと栄養塩類の関係について、2つ
の融雪出水時 (1998年 4月鵡川および 2003年 5月沙流
川)について図–15に示す。図–15より、沙流川の方が
鵡川に比べて、SSに対する粒子性水質成分の値が高く
なっているが、SSの増加に伴う粒子性水質成分の増加
の割合 (勾配)は同程度と判断できる。



10 北海道開発土木研究所月報　№628　2005年９月

表–4 区分別の栄養塩類と浮遊物質の相関係数 (2001年 9月)

粘土 シルト 細砂 中砂 総 SS

TN 0.19 0.83 0.65 0.65 0.83

PON 0.19 0.82 0.65 0.65 0.83

DON 0.34 0.51 0.33 0.22 0.52

DIN -0.37 -0.25 -0.09 0.03 -0.26

TP 0.28 0.73 0.79 0.69 0.83

POP 0.27 0.72 0.82 0.71 0.82

PPO4-P 0.29 0.71 0.75 0.66 0.80

DOP 0.38 0.66 0.47 0.43 0.69

DPO4-P 0.16 0.38 0.27 0.31 0.39

b) 流水中の SSと高水敷堆積物
流水中の SSと栄養塩類の関係は、融雪出水時の関係

から同程度と判断できるため、洪水中においても同程
度と仮定すると、鵡川では洪水中の SSと洪水後の高水
敷の堆積物に同一の割合で栄養塩類が付着しているこ
とから、沙流川での流水中の SSに占める栄養塩類の割
合と鵡川での高水敷の堆積物に占める栄養塩類の割合
が同程度と仮定できる。このため、2001年 9月沙流川
洪水時のデータと 1997年 8月鵡川洪水後の高水敷堆積
物のデータにおいて、粒子性総窒素、粒子性総リンを
SSで無次元化し平均粒径で整理したものを図–16に示
す。図–16より、鵡川における単回帰式に沙流川のデー
タが重なる結果であった。
　この事は、鵡川と沙流川において流水中の SSと栄養
塩類の関係は、洪水中においても同程度である事を示
し、沙流川においても洪水中の SSと洪水後の高水敷の
堆積物に同一の割合で栄養塩類が付着している事を示
唆するものである。

(5) 栄養塩類推定式
区分別栄養塩類濃度Lm[mg/l]と区分別SSj [mg/l]と

の間で、式 (1)に示す単回帰式を導き α、β を求めた。
また、SSは二価性を持っており4)、各区分毎に 2本の
相関式を導出する必要があるが、簡単のため 1本とし
単回帰式で相関関係を表している。

Lm = αmjSS
βmj

j (1)

α、β:区分別の栄養塩類と SSに係る乗数および指数、
m:栄養塩類区分、j:土砂 (SS)区分
　高水敷に堆積した栄養塩類を量的に推定するために、
式 (1)の Lm を区分別栄養塩類量Wm[t]に、SSj を区
分別堆積量Wj [t]に置き換えた式 (2)を用いる。また、
区分別堆積量Wj を求めるために、区分別体積 Vj [m3]、
土粒子の密度 ps[t/m3]、空隙率 λから式 (3)を用いてい
る。また、式 (1),(2)における α、βおよび r2値を表–5

に示す。なお、区分別体積 Vj [m3]は計算により求める
事となる。

Wm = αmjW
βmj

j (2)

Wj = ps (1 − λ)Vj (3)

図–15 SSと粒子性水質成分の関係

図–16 平均粒径と粒子性成分が占める割合

図–17 計算断面モデル (複々断面)

5. 数理モデルとその計算法

本論文では、洪水時における高水敷の流速を適切に
表現するために準二次元5)とし、洪水時の非定常性を考
慮および SSの二価性を再現するために不定流とし、高
水敷および河岸からの土砂の巻き上げを考慮するため
複々断面で、混合粒径の掃流砂および浮遊砂の河床変
動計算を行った。
　計算断面は、一般断面から平均河床高をとり矩形断
面とした。計算断面モデルを図–17に示す。図–17に
おいて、河岸の影響を考慮するために低水路と高水敷
の間に中水敷を設けている。設定方法は、一般断面に
おいて平水流量を与え、不等流計算を行い求めた水深
を低水路と中水敷間の高さとし、求めた水面幅を低水
路幅とし各断面毎に設定した。
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表–5 栄養塩類推定式における係数 (2001年 9月洪水の観測データより)

r2 r2 r2 r2 r2

TN 0.14593 0.53475 0.15 0.01101 0.80364 0.78 1.41030 0.23761 0.33 4.40227 0.11352 0.33 0.00317 0.90645 0.77
PON 0.06844 0.62602 0.16 0.00394 0.91872 0.78 1.00733 0.27237 0.33 3.73659 0.12716 0.32 0.00095 1.03535 0.78
DON 0.00221 0.63605 0.21 0.00108 0.65062 0.50 0.06247 0.17072 0.17 0.15111 0.04951 0.06 0.00041 0.72917 0.49
DIN 2.21113 -0.32661 0.09 1.10815 -0.19779 0.08 0.29507 -0.03613 0.01 0.23391 0.01169 0.01 1.34874 -0.20971 0.07
TP 0.01076 0.81112 0.27 0.00263 0.89465 0.76 0.53815 0.27865 0.35 2.07427 0.12610 0.32 0.00043 1.06131 0.83

POP 0.00105 1.00364 0.28 0.00019 1.10117 0.77 0.13982 0.33657 0.35 0.71725 0.14967 0.30 0.00002 1.30300 0.84
PPO4-P 0.01121 0.72962 0.25 0.00294 0.81379 0.71 0.36381 0.25748 0.34 1.26319 0.11749 0.31 0.00056 0.96571 0.78

DOP 0.00078 0.60133 0.32 0.00058 0.56539 0.64 0.02146 0.13405 0.17 0.04116 0.05966 0.15 0.00024 0.63971 0.64
DPO4-P 0.00965 0.16315 0.10 0.00714 0.18223 0.29 0.02146 0.05387 0.12 0.02759 0.02911 0.16 0.00529 0.20775 0.30

SS

(1) 流れの基礎式
連続の式および非定常項、移流項を含めた dynamic

wave modelの運動の方程式は、それぞれ式 (4),(5)で表
される。数値計算ではリープフロッグ法で解いている。

∂A

∂t
+

∂Q

∂x
= 0 (4)

1
g

∂

∂t

(
Q

A

)
+

∂

∂x

(
β

2g

(
Q

A

)2
)

+ (β − 1)
1

gA

(
Q

A

)
∂Q

∂x

= −∂ (H + Z)
∂x

− If (5)

β =
∫

v2dA

V 2A
(6)

Q:全断面流量、A:全断面流積、t:時間、x:距離、H:水
深、Z:河床高、β:運動量補正係数、If :抵抗項、g:重力
加速度、V :横断面平均流速、v:各横断分割断面での平
均流速式 (5)を展開すると式 (7)となる。

1
gA

(
∂

∂x

(
β

Q2

A

)
+

∂Q

∂t

)

= −∂ (H + Z)
∂x

− If (7)

準二次元 　準二次元の計算法は、横断面内流速分布
の計算および縦断水位の計算の 2つの計算からなる。横
断面内流速分布の計算では、横断分割断面での平均流
速を求める。縦断水位の計算では不等流計算の場合、先
に求めた横断流速分布を用いて、河床・河岸、樹木群
による抵抗すなわち式 (7)における抵抗項を算出し、式
(7)より縦断水理量を計算する。
横断面内流速分布の計算 1)横断分割断面での平均流

速 (v)を求めるために、v̂ = v√
ie
の形で横断面内流速分

布の計算式5)を整理する。2) v̂を線形化 (v̂ = v̂′ + Δv̂′)
する。この時の v̂′ は連続の式およびマニングの平均
流速式より与えた。3) ガウスの消去法で Δv̂′ を求め、
(v̂2 − v̂′

2 − 2v̂′Δv̂′) ∼= 0となるように、v̂ を更新しな
がら収束計算を行う。4) 求められた v̂から、横断面内
のエネルギー勾配 (ie)を一定とし ie を次式で求める。
ie = ( Q∑

Av̂
)2 5) 求めた ie より、横断分割断面での平

均流速 (v)を求める。

縦断水位の計算 不等流計算の場合は前述した通り
である。不定流計算の場合は、式 (7)における抵抗項は
時間の関数を含んでおり未知数である。よって不定流
計算を行う本研究での計算法を示す。まず、抵抗項は
式 (8)で表せる。本研究では簡単のため樹木群による抵
抗を無視しており、河床・河岸の抵抗を考慮している。
この場合の T は縦断水位の計算式5)を展開すると式 (9)
で表せる。また、流積 Aは式 (10)で表せる。

If =
T

ρgA
(8)

T =
∑
m

ρgAmie (9)

A =
∑
m

Am (10)

T :横断面内の全せん断力、ρ:水の密度、ie:エネルギー
勾配、添え字mは横断分割断面毎を表す。
　式 (8),(9),(10)より、If=ieと出来る。ieは時間の関
数を含んでおり未知数のため、式 (11)から求めた。こ
の式のQ’はΔt後の値で未知数となる。横断面内流速
分布の計算の影響は、横断分割断面の各平均流速の算
出に伴う全断面流量の変化となる。

ie =
|Q|(∑

m
AmR

2/3
m

Nm

)2

(
Q + Q′

2

)
(11)

　また、式 (11)は式 (12)にマニングの平均流速式 (13)
を代入したものである。

Q =
∑
m

Amvm (12)

vm =
1

Nm
R

2
3
mi

1
2
e (13)

(2) 河床変動の基礎式
a) 流砂の連続式
低水路については、掃流砂と浮遊砂を考慮した式 (14)
の流砂の連続式を適用した。中・高水敷については、樹
木、草地を考慮し掃流砂は出現しないものと仮定して
式 (15)の流砂の連続式より求めた。

∂Z

∂t
= − 1

1 − λ

× 1
B

[
∂

∑
i (qbiB)
∂x

+
∑

i

(qsui − WfiCbi)

]
(14)
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∂Z

∂t
= − 1

1 − λ

[∑
i

(qsui − WfiCbi)

]
(15)

λ:河床材料の空隙率 (=0.4)、qb:単位川幅当りの掃流砂
量、qsu:単位時間単位面積当りの河床からの浮遊砂浮上
量、Wf :浮遊砂の沈降速度、Cb:河床付近の浮遊砂基準
点濃度、B:低水路幅、添え字 iは各粒径毎を表す。

掃流砂量 qbi:単位川幅当りの各粒径毎の掃流砂量は式
(16)に示す芦田・道上11)の式を適用した。

qbi = pi17τ
′ 3
2

∗i

(
1 − τ∗ci

τ∗i

) (
1 − u∗ci

u∗

) √
sgd3

i (16)

piは、ある粒径範囲の土粒子が河床 (交換層)に占める
割合 (全粒径の値の総和は 1)である。交換層とは流砂
との間で土粒子を交換する層で、この交換により河床
変動と粒径分布の変動が行われる。このため交換層は
場所的な違いと水理量の変化に伴う時間的な違いがあ
る事が考えられる。
τ

′
∗iは、粒径別の無次元有効河床せん断力で河床形態に
応じた河床波等の影響を控除した値であり、後述する方
法で求める。なお、有効摩擦速度 u

′
∗は、u

′
∗ =

√
sgdiτ

′
∗i

である。
τ∗ci は、粒径別の無次元限界河床せん断力で τ∗ci =
u2
∗ci/sgdi である。

τ∗i は、粒径別の無次元河床せん断力で τ∗i = u2
∗/sgdi

である。
u∗ciは、粒径別の限界摩擦速度で式 (17)の Egiazaroff・
浅田12)の式を適用した。
u∗は、摩擦速度で u∗ = (gRie)

1/2で、Rは径深であり
RはH とほぼ等しいと与えた。また、ieが負の場合つ
まり逆勾配となる場合では u∗は複素数となり計算は出
来ない。
sは、砂の水中比重であり、diは、区分分けした土粒子
の粒径である。

u2
∗ci

u2∗cm

=

{
log 23

log(21 di

dm
+ 2)

}2
di

dm
(17)

dmは、河床材料の平均粒径で dm =
∑

i pidiで求めた。
u∗cmは、dmの限界摩擦速度であり式 (18)に示す岩垣の
式より求めた。なお、式 (18)は、標準的な値 s = 1.65、
動粘性係数 ν = 0.01cm2/s(20.3℃)、g = 980cm/s2を
使用したものであり、単位は cm-secである。
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0.3030cm ≤ d u2
∗c = 80.9d

0.1180cm ≤ d ≤ 0.3030cm u2
∗c = 134.6d31/22

0.0565cm ≤ d ≤ 0.1180cm u2
∗c = 55.0d

0.0065cm ≤ d ≤ 0.0565cm u2
∗c = 8.41d11/32

d ≤ 0.0065cm u2
∗c = 226.0d

(18)

浮遊砂浮上量 qsui:単位時間単位面積当りの河床から
の各粒径毎の浮遊砂浮上量は、式 (19)で表される板倉
の式7)を適用した。

qsui = piK

(
α∗

ρs − ρ

ρs

gdi

u′
∗

Ωi − Wfi

)
(19)

Kは、大きくなると浮遊砂浮上量が大きくなる値でK =
0.008とした。α∗は、0.14で、ρsは浮遊砂粒子の密度、
ρは水の密度である。u

′
∗は前述している。Ωiは式 (20)

で表される。

Ωi =
τ

′
∗i

B∗i

∫ ∞
a′ ξ 1√

π
exp

(−ξ2
)
dξ∫ ∞

a′ 1√
π

exp (−ξ2) dξ
+

τ
′
∗i

B∗iη0
− 1 (20)

B∗i は、揚力算定の際の速度に摩擦速度を適用するた
めの換算係数であり、粒径毎による遮蔽効果を考慮し
式 (21) の沖・黒木の式を用いる。単一粒径の場合は
B∗i=0.143 の一定値が用いられる。a

′ は式 (22) の通
りである。η0 は 0.5である。

B∗i = ξiB∗0

ξi =
τ∗ci

τ∗ci0
=

u2
∗ci

u2
∗ci0

(21)

B∗0 = 0.143、 τ∗ci0は粒径 diの単一粒径の場合の無次
元限界河床せん断力で τ∗ci0 = u2

∗ci0/sgdiである。u2
∗ci0

は粒径 diの単一粒径の場合の限界摩擦速度で式 (18)よ
り求める。

a
′
=

B∗i

τ
′
∗i

− 1
η0

(22)

　式 (20)の Ωについて詳しく説明を行う。式 (20)の
積分項は次のように与えられる。
i)　分子の積分項
　　

∫ ∞
a′ ξ 1

π1/2 exp
(−ξ2

)
dξ = 1

2(π)1/2 exp
(
−a

′2
)

ii)　分母の積分項
　　

∫ ∞
a′ 1

π1/2 exp
(−ξ2

)
dξ

　　 0 ≤ a
′の時

　　　　 (分母の積分項) = 1
(2π)1/2 exp

(
−a

′2
)

AA

　　 0 > a
′の時

　　　　 (分母の積分項) = 1 − 1
(2π)1/2 exp

(
−a

′2
)

AA

　　 AA = α1BB + α2BB2 + α3BB3

　　 BB = 1
1+0.33267·(2)1/2·a′

　　

⎧⎪⎨
⎪⎩

α1 = 0.4361836
α2 = −0.1201676
α3 = 0.9372980

　式 (20) について、Ω と τ
′
∗i の関係を見る事とする。

B∗i = 0.143として τ
′
∗iを 0.001～100.0の範囲の値を式

(20)に代入し Ωを求めた結果を図–18に示す。図–18

より、τ
′
∗i が増加すると Ωが増加する。よって、τ

′
∗i が

増加すると浮遊砂浮上量が増加する事が分かる。
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図–18 τ
′
∗i と Ωの関係

浮遊砂沈降速度 Wfi:各粒径毎の浮遊砂の沈降速度は、
低水路については式 (23)の Rubey8)の式を適用した。
高水敷については、高水敷の河床材料調査より低水路
よりも細かい粒径が多いことから、細かい粒径の沈降速
度を考慮している式 (24)で表される島田・渡邊らの沈
降速度式13)を適用した。適用範囲は 0.025cm以下であ
り、本研究では粘土・シルト・細砂の範囲となる。粒径
0.025cm以上のものについては式 (23)より求めている。⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

di ≤ 0.1cm

Wfi =
(√

2
3 + 36ν2

sgd3
i

−
√

36ν2

sgd3
i

)
(sgdi)

1/2

di > 0.1cm

Wfi = 32.8d
1
2
i

(23)

{
di ≤ 0.025cm

Wfi = 1
34

sgd2
i

ν

(24)

浮遊砂基準点濃度 Cbi:各粒径毎の河床付近の浮遊砂基
準点濃度について、本研究では低水路・中水敷・高水
敷を考慮した複々断面で計算を行っている。ここでは、
解説の簡素化のため低水路・高水敷を考慮した複断面
の場合についての計算法について説明を行う。なお、単
断面における低水路の Cbiは式 (25)で求めることが出
来る。

Cbi =
Ciβ

1 − exp(−β)
(25)

Ci：各粒径毎の浮遊砂濃度、 記号の上線は水深平均値
を表す。Y を水深とすると、β = WfiY /ε。εは渦動粘
性係数 (�拡散係数)で ε = ku∗Y /6と表され kはカル
マン定数で 0.4を与えた。
計算法 横断面内の水深 Y min から Y max 間の平

均浮遊砂濃度を求める式を式 (26)に、濃度分布式を式
(27)に示す。式 (27)は、基準点濃度 Cb を用いてある
水深 Y における浮遊砂濃度 C を求める式である。

C =
1
Y

∫ Y max

Y min

CdY (26)

C = Cb exp
(
−Wf

ε
Y

)
(27)

Cb

C’b

C’’b

Y’’ 

Y’

Y’’-Y’ 

図–19 浮遊砂濃度分布図

　浮遊砂濃度分布図を図–19に示す。図–19のCbは低
水路の基準点濃度、C

′
bは高水敷の基準点濃度、 C

′′
b は

水面の浮遊砂濃度であり、Y
′ は低水路底面から高水敷

高までの距離、Y
′′ は水深である。

　図–19のC
′
b、C

′′
b は、低水路の基準点濃度Cbを用い

て式 (27)より、以下の様に表せる。

C
′
b = Cb exp

(
−Wf

ε
Y

′
)

= Cb · X ′
(28)

C
′′
b = Cb exp

(
−Wf

ε
Y

′′
)

= Cb · X ′′
(29)

　高水敷の平均浮遊砂濃度を C ′、低水路平均浮遊砂濃
度をC ′′ とすると、式 (26),(27)より以下の様に表せる。

C ′ =
1

(Y ′′ − Y ′)

∫ Y
′′

Y ′
CdY

=
εCb

(
X

′′ − X
′
)

Wf (Y ′′ − Y ′)
= Cb · Z ′

(30)

C ′′ =
1

Y ′′

∫ Y
′′

0

CdY

=
εCb

(
1 − X

′
)

WfY ′′ = Cb · Z ′′
(31)

　浮遊砂濃度は断面水深平均を与えたため、横断方向
の拡散も考慮する必要があるが、本研究では横断方向
の拡散は瞬時に生ずるものとして式 (32)を常に満たす
と仮定した。式 (32)の添え字 tは低水路に、添え字 k

は高水敷に既定される値を表す。

CA = C ′′At + C ′Ak (32)

　式 (32)を式 (30),(31)で置き換えると、式 (33)とな
り低水路の基準点濃度 Cb を求めることが出来る。ま
た、求めた Cb を、式 (28)に代入すると高水敷の基準
点濃度 C

′
bを求めることが出来る。

Cb =
CA

Z ′′At + Z ′Ak
(33)
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図–20 計算断面モデル (複断面)

b) 粒径別流砂の連続式
混合粒径における粒径別の流砂の連続式14)15)は式

(34)で表される。各粒径毎に、河床変動に伴う土粒子
が交換層に占める割合を求めるため、掃流砂と浮遊砂
の影響および洗掘堆積による新たに加わる土粒子が交
換層に占める割合の影響を考慮している。各粒径毎に
土粒子が交換層に占める割合を求めることにより、次
の時間の掃流砂と浮遊砂に影響を与える事となる。

δ
∂pi

∂t
= −p∗i

∂η

∂t

− 1
1 − λ

{
1
B

∂(qbiB)
∂x

+ qsui − Wficbi

}
(34)

　　　　　
{

p∗i = pi : ∂η/∂t ≥ 0
p∗i = pi0 : ∂η/∂t < 0

δ は交換層 (m)で、場所的な違いと水理量変化に伴う
時間的な違いがある事から、各断面において時間毎に
粒径分布の最大粒径を計算し交換層として与えている。
pi0は各粒径毎の土粒子が原河床に占める割合で、原河
床とは洗掘された際の下層を想定している。また、現
地での柱状図を用いて下層を区分する事も出来る。
c) 浮遊砂濃度の基礎式
各粒径毎の縦断方向の浮遊砂濃度の連続式は、非定

常・拡散を考慮し、高水敷での浮上沈降量が浮遊砂濃
度及び土砂量に影響を与えることを表す式 (35)を用い
た。なお、本研究では複々断面で計算を行っていが、こ
こでは、簡単のため複断面の場合についての式を示し、
この時の計算断面モデルを図–20に示す。

∂
(
Ci (HtBt + HkBk)

)
∂t

+
∂

(
Ci (VtHtBt + VkHkBk)

)
∂x

=
∂

∂x

(
ε
∂

(
Ci (HtBt + HkBk)

)
∂x

)

+Bt (qsuit − WfiCbit) + Bk (qsuik − WfikCbik)(35)

H:水深、 B:幅、 V :流速、 添え字 tは低水路に、添え
字 kは高水敷に既定される値を表す。

図–21 河床形態の分類

d) マニングの粗度係数

マニングの粗度係数 N[s/m1/3]は、河床の粗さを表
し河床の粗さは河床形態により異なる。
　流水下の河床には様々な形態が出現するが、これら
は一般に図–21の河床形態に分類される。小規模河床
形態では主として流水抵抗、流砂量、河床変動に支配
的な影響を与え、中規模河床形態では主に流路変動に
支配的な影響を与える。小規模河床形態は低水流領域
(lower regime)、遷移領域 (transition)、高水流領域 (up-
per regime)に分類され、特に低水流領域から遷移領域
へと変移する過程では抵抗係数が大きくなる、つまり
マニングの粗度係数が大きくなる。
　水理量の変化・河床変動を伴う洪水では、河床形態が
変化する。そのためマニングの粗度係数も変化し、こ
の時の抵抗は移動床流れの抵抗と呼ばれている。一方、
計算では水理量の算出は重要であるため、水理量に支
配的な影響を与えるマニングの粗度係数の設定は非常
に重要である。よって、移動床流れの抵抗を考慮した
岸・黒木10)の方法を用い、河床形態に応じたマニング
の粗度係数をエネルギー勾配、水深、粒径により算出
し、場所的・時間的に変化させて計算を行った。また、
流水の栄養塩類の取込速度は、流速に比例する9)ことか
ら、水理量の算出は重要であることも付け加える。
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図–22 河床形態の分類・φと τ∗ との関係

河床形態の分類 　河床形態の分類は、無次元掃流力
τ∗と流速定数 φ(V/u∗)の関係から図–22のように分類
される。τ∗ が増加するに従って φが変化するが、その
過程は２通りあり、図–22に示す抵抗則１、抵抗則２
と呼ぶ事とした。抵抗則１では遷移河床・平坦河床が
存在するのに対し、抵抗則２ではある一定の τ∗に達す
ると φが急激に上昇する特性がある。なお、φが大き
くなるとマニングの粗度係数は小さくなる。
計算法 図–22 の区分１.２.３.の交点は式 (36)で、
区分４.５.６.の交点は式 (37)で表される。

τ∗ = 0.02 (R/d)1/2 (36)

τ∗ = 0.07 (R/d)2/5 (37)

Rは径深、dは粒径で dm:低水路の平均粒径を与えた。
　河床形態に応じた式 (48)で表される φを求めるため
に各河床形態別の式 (38),(40),(42),(44),(46)を用いた。

また、河床形態に応じた河床波等の影響を控除した無
次元有効河床せん断力 τ

′
∗ は式 (39),(41),(43),(45),(47)

に示す。
１.砂堆河床 

φ = 2.4 (R/d)1/6
τ
−1/3
∗ (38)

τ
′
∗ = 0.21τ

1/2
∗ (39)

２.砂堆河床 

φ = 8.9 (40)

τ
′
∗ = 1.49 (R/d)−1/4 τ∗ (41)

３.遷移河床 

φ = 1.1 × 106 (R/d)−3/2
τ3
∗ (42)

τ
′
∗ = 6.5 × 107 (R/d)−5/2

τ
11/2
∗ (43)

５.平坦河床 (k:カルマン定数を一定とした場合)

φ = 6.9 (R/d)1/6 (44)

τ
′
∗ = τ∗ (45)

６.反砂堆河床

φ = 2.8 × (R/d)3/10 τ
−1/3
∗ (46)

τ
′
∗ = 0.264 (R/d)1/5

τ
1/2
∗ (47)

一方、φは式 (48)で表される.

φ = V/u∗ (48)

また、V :平均流速及びu∗:摩擦速度は式 (49)で表される.{
V = R2/3i1/2

e

N

u∗ = (gRie)
1/2

(49)

　式 (48),(49)より、移動床流れを考慮したマニングの
粗度係数を式 (50)で表す。

N =
R

1
6

φg
1
2

(50)

6. 高水敷への栄養塩類堆積量の推算

規模の異なる 2つの洪水 (2001年 9月、2003年 8月)
による高水敷への栄養塩類堆積量の相違を把握するた
めに計算を行う。洪水後に高水敷に堆積する SSを算出
し、式 (2)の栄養塩類推定式から求める事とする。
　計算の期間は観測期間を含む 60時間、区間はKP0.4
～KP21.2とし、準二次元不定流複々断面の混合粒径河
床変動計算を行う。

(1) 計算の妥当性
数理モデルおよび計算の妥当性を確認するために、痕
跡水位および SSについて観測値と計算値の比較を行っ
た。痕跡水位については、2003年 8月洪水で観測値と計
算値を図–23に示す。SSについては、SSのピーク観測
を行っている 2001年 9月洪水の沙流川橋における観測
値と計算値を、SSについては図–24に、区分別 SS(粘
土・シルト)については図–25に示す。図–23,24,25よ
り、痕跡水位および洪水時の SSの挙動を概ね再現でき
る結果であると言える。
a) 栄養塩類堆積量の相違

2洪水の計算結果を、高水敷において縦断範囲 200m
の SSの洗掘量と堆積量を足し合わせたものを変動量 [t]
として図–26に示す。図–26より、両洪水を比較する
と、堆積量について上流においては 2001年 9月洪水の
方が多く、下流においては 2003年 8月洪水の方が多い。
原因は水理量の違いであると推測される。上流におい
ては 2001年 9月の方が 2003年 8月よりも流量が少な
くピークが顕著でないため、高水敷での流速が遅く SS
が高水敷に堆積しやすくなっていると推測される。下
流においては、下流端のピーク水位の差が約 30cm程度
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図–23 2003年 8月洪水の痕跡水位と計算水位

図–24 2001年 9月洪水の SSの時間的変化

図–25 2001年 9月洪水の区分別 SSの時間的変化

あり、2003年 8月の方が高水敷に水が乗りやすくなっ
ているため、流速が遅くなり SSが堆積しやすくなった
と推測できる。この事から、高水敷の堆積量は洪水規
模特に水理量の違いによる影響が大きいと計算から推
定できる。
　次に、上流端流量および下流端水位の影響を控除す
る意味で、着目区間を新平取大橋 (KP16.0) から沙流
川橋 (KP2.8)とした。この区間を任意に三区間に分け
区間毎の計算堆積量を図–27に示す。図–27より 2001
年 9月洪水では下流へ行くほど高水敷の堆積量が増加
しているのが分かり、2003年 8月洪水では KP11.6～
KP16.0で多く堆積し KP7.2～KP11.6の区間ではほと

図–26 2洪水における高水敷変動量 (計算結果)

図–27 2洪水における高水敷堆積量の相違 (計算結果)

図–28 2洪水における高水敷堆積量の相違 (計算結果)

んど堆積せず KP2.8～KP7.2では若干堆積しているの
が分かる。この事により、2洪水間で高水敷の堆積量が
区間毎に異なる事がわかる。
　図–27の堆積量は、計算における総 SSの堆積量であ
る。この総 SSを式 (2)に代入し、高水敷の栄養塩類堆積
量を推算した結果をTPについて図–28に示す。図–27

と同様に 2洪水間で堆積量の相違がある。着目区間全
体で見ると推算した高水敷の栄養塩類堆積量は、2001
年 9月、2003年 8月の順で TNが 13.3t、12.0tで TP
が 3.8t、3.7tであり、着目区間全体で見た場合の堆積
量は相違がないと言える。
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7. おわりに

(1) 物質輸送の相違

4出水で比較を行いその結果、河道内からの物質供給
量は流量と関連があり、ある一定の流量を超えると流
水中の物質が飽和濃度に達すると推測された。また、大
規模洪水後の影響として考えられる事は、2003年 8月
洪水後の融雪出水において、流量に対する物質の濃度
が上昇した事であった。

(2) 栄養塩類推定式の導出

2001年 9月洪水時に観測された SSと栄養塩類を区分
別に分け、栄養塩類推定式を導出した。この結果、シル
トと粒子性水質成分との相関が良いことが分かった。ま
た、鵡川と沙流川の比較において、流水中および堆積中
の SSと栄養塩類の関係は同程度である事が分かった。

(3) 高水敷への栄養塩類堆積量の推算

2洪水の計算において、高水敷の栄養塩類堆積量は全
体では相違がないものの、区間で分けると異なること
が分かった。この事は、洪水規模によって河川環境へ
与える影響は場所的に異なる事を示唆するものである。
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