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第２７回 高知みず工学研究会 
日時：平成２５年１１月３０日（土）１３：３０～１６：５３ 

場所：高知商工会館 ４階 

主催：高知みず工学研究会 共催 （公社）高知県土木施工管理技士会 

内容： 

13:30～13:32 開会 大年                       

・今日は、水文観測の最新の技術について、３名の方に講演いただく。 

・この会も２７回を数え、これまで地震関係のものが多かったが、初心に

かえって、おもしろいテーマでしゃべってもらうことになる。 

 

13:32～14:40 河川砂防技術基準（調査編）の改訂について   

  ～第２章「水文・水理観測」を中心に～    

○講師：国土交通省国土技術政策総合研究所 河川研究部 流域管理研究官 深見和彦 

○はじめに 

・高知に来るのは今回が初めてで、暖かい時期にも来たいと思っています。 

・昨年、河川砂防技術基準が大幅に改定された。第２章の執筆を担当しましたので、第２章を中

心に話します。 

・昨年、技術基準の改定後には全国をキャラバンして説明会を行ったので、四国も私の前任の吉

谷が説明したと思う。その説明会に出られた方は、ダブるところがある。 

 

○河川砂防技術基準 

・水管理・国土保全局が実施している技術的業務のもっとも基本的なマニュアル。 

・昭和３３年にはじめて技術基準書として制定。前書きには、「このような基準は毎年改訂すべき

ものである」とあるが、そうはなっていない。 

・昭和５１年、５２年、６１年、平成９年に改訂され平成９年以降改訂がされていなかった。 

 

○平成２４年調査編の改訂の背景 

・平成９年に調査編が改定されて以来変更がされていなかった。 

・毎年、リアルタイムでの改訂を目指す。そのため、インターネットにより、ｐｄｆ形式で公開。 

・技術基準を標準として、迅速な河川技術開発の推進と体制の構築 

 

○改訂のポイント 

◇降水量観測 

・地球温暖化の進行に伴う気候変化にも対応できるよう、長期にわたる同一品質の観測データ

の確保が必要。 

◇水位観測 

◇流量観測 

・河床変動、局所洗掘、 
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・水利権、正常流量の見直し 

・ダムの計画、見直しにも必須の情報への対応、 

◇適用の位置づけの明確化 

考え方：目的や概念、考え方を記述した事項 

必須：技術的に明確であり遵守すべき事項 

標準：特段の事情がない限り記述に従い実施すべき事項 

推奨：実施することが良い事項 

例示：こういった手法がある 

◇技術基準類の体系化とネット公開 

・ｐｄｆからリンクが張られ、各種マニュアルとの関連づけ 

 

○新たに追加された目次 

・第１章 総論 

・第９章 水害リスク評価 

・第１０章 災害調査 

・第１３章 湖沼・ダム貯水池の環境調査 

・第１４章 汽水域・河口域の環境調査 

・第１６章 総合的な土砂管理のための調査 

・第２３章 調査結果の保存・活用 

 

○現行の水文観測に係る各種技術体系が果たしてきた役割 

・洪水時に流量観測を行っている国は少ない。 

・中国やアメリカでは、日本の河川ほど流速が大きくないので、船を出して流速を観測している。 

・そこで、船を出せない日本では、浮子による観測を生み出した。 

・洪水の流量を観測できていない発展途上国では、治水計画、まちづくりも難しい。 

・日本の観測技術は、昭和の２０～３０年代に確立され、全国規模で長期にわたる一定品質の水

文観測データ収集・蓄積に貢献してきた。 

・これからは、省人化、省コスト化が求められ、精度の確保、リアルタイムでの情報公開が求め

られる。 

・雨量観測にはＸバンドレーダなど技術革新があるが、水文観測は・・・ 

 

○有識者による水文データのチェック体制があり、異常値は出なくなったが、元々のデータの質を

高めることが必要である。 

 

○改訂版の「第２章 水文・水理観測」の構成の変更 

・第５節 水文資料の整理・保存と品質管理（新設） 

・第７節 河川の流れの総合的把握（新設） 

・第８節 河川・流域の水循環の観測（新設） 
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○第１節 総説 

・カテゴリー１：基盤・汎用観測 

・カテゴリー２：特定目的観測 

・カテゴリー３：総合観測 

  カテゴリー３．１：河川の流れの総合的把握 

  カテゴリー３．２：河川・流域の水循環把握 

 

○第２節 降水量観測 

・自記雨量計に加え、レーダ雨量計を「面的な降水量分布を的確に評価するために必要」として

標準化。 

・観測所の維持及び管理を記述：総合点県、定期点検 

 

○標本（抽出）計画法による雨量計設置の必要密度に関する研究 

・グラフは、一雨総雨量に対する傾向線であることに注意。 

・１級河川の広大な流域に対しての話であり、中小河川では、変動計数が大きくなり、より密度

の高い観測密度が必要となる → そのような景気の配置は難しく、レーダ雨量計などの併用

が必要となる。 

 

○注意事項 

・平成１３年の水文観測業務規定の改定で、地上雨量観測は全て無人自動観測に移行。 

・ややもすれば、観測所に木が覆い被さっていたり、そばに大きなビルが建っていたりと・・・  

→ 適切な維持管理が必要 

 

○第３節 水位観測 

・水位の基準面の取り方（新設） 

  1)当該地点独自の基準面を設定 

  2)ある水系独自の基準面を設定 

  3)東京湾平均海面（T.P.）を基準面とする 

・水位観測の方法（新設） 

 自記水位計による観測を標準。 

・水位観測施設が備えるべき設備 

  水位計には検定がない → 試験成績表をしっかりと確認すること 

・データロガー化による弊害 

 自記紙では振れている線の真ん中を読むのが常だったが、データロガーでは、そのふれてい

る瞬間値が使われる弊害があった → サンプリング間隔１秒、平均時間２０秒以上を水位

観測地とする（例示） 

 



H25.11.30 第２７回 高知みず工学研究会 

 - 4 - 

○第４節 流量観測 

・ＡＤＣＰ（超音波ドップラー流向流速計）、非接触型流速計測法を新設 

・可搬型流速計：２点法。精密法は測点１０点が標準。 

・浮子測法：水深１０ｍ以上では、流速分布式やＡＤＣＰ流速分布実測値による構成計数再設定

を推奨 

・Ｈ２５修正予定：可搬型流速計、浮子測法は改訂の予定 

 

○高水流量観測：浮子測法の運用上の課題 

・予算・人力不足、遠隔地での作業のため、洪水ピークをとらえられない、観測回数が確保でき

ない。 ← 浮子測法の技術的な課題ではない 

 

○高水流量観測：浮子測法の技術的課題 

・浮子の異常流下 

・河床断面の洪水中の変化 

・校正計数の変化（断面内深さ方向の流速分布の仮定とのずれ） 

 

○ＡＤＣＰによる洪水流量観測 

 

○洪水流量の無人自動連続観測を可能にする技術 ＝ 非接触型流速計測法 

・洪水表面の速度しか測れない → 流速分布をどう仮定するか、風の影響をどう補正するか 

 

○今後の検討課題 

・画像解析から、洪水表面の流速を出す技術の検証が進んでいる。 

 

○第５節 水文資料の整理・保存と品質管理 

・データの照査の方法について記述した 

 

○第７節 河川の流れの総合的把握 

・水位と流量の関係が、水理学的に理解可能か？ ← データのチェックにもなる 

 

○第８節 河川・流域の水循環の観測 

・水文的な観点から把握しよう 

・水循環のモデル化が重要 ← モデル作成には特殊な観測も必要 

・気候変動への対応 → 渇水や洪水はどう変わっていくのか → 長期的モニタリングが必要 

 

○今後の課題 

・今後、現場での実践を積み重ねつつ、更に記述を充実・具体化させていく必要がある。 
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○水文観測における諸課題の克服へ向けた新しい取り組み（例） 

・異常値のスクリーニングにとどまっていては、本当の品質向上にはならない → 水文観測デ

ータ品質照査プロセスの強化とデータ品質向上等への有効活用 

・職員・観測員の技術力向上への取り組み 

・レーダ雨量計の高度化 

・流量観測、特に、高水流量観測の高度化への取り組み 

 

14:40～14:45 休憩 

 

14:45～15:32 流量観測を行わずに雨量・河川水位データと流出モデルから作成する    

   水位ー流量曲線作成と精度について    

○講師：徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 田村隆雄 

○観測コスト 

            浮子法      可搬式電波式流速計 

観測時必要人員     ５人以上           ２人 

導入費           ０円        １００万円 

消耗品費       ５５０万円          ５万円 

維持費           ０円         ２０万円 

人件費        ５００万円        ２００万円 

合計      約１，０００万円       約３００万円 

問題点  環境問題、人数、危険性、熟練   固定、波、電源 

 

○長所 

・現地に人を張り付ける必要屋、高価な機械を設置する必要がない。 

  ・新たな現場でも必要なものは安価なロガー付き水位計のみ。 

  ・必要な水文データは雨量と河川水位だけで、入手が用意。 

・現地情報（河道断面形）が不明でも作成できる。 

・夜間出水や災害が予想される大規模出水でも対応できる。 

・過去の水文データの活用 

 

○検証 

・雨量観測所の分布が均等でない、 

 

15:32～15:39 質疑  

深見Ｑ：水位ハイドロとＨ～Ｑ 水位ハイドロではピークあたりに合っていないところがあるが、

Ｈ～Ｑではそれほどでもないようで、どう考えるか。 

Ａ：Ｈ～Ｑもズレている。 
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男性Ｑ：タンクモデルかと思うのだが、ピークの時と低水の時と、同じぐらい合うようなモデルな

のか？ 低減部分がズレているような気がするのだが。 

Ａ：タンクモデルで複数のタンクを重ねているので、低水からピークまであわせやすい。一山の洪

水波形だとあわせやすいが、二山はあわせにくい。 

男性Ｃ：タンクモデルでも、ピークと低水部分を合わせるのは難しいと思っている。 

Ａ：タンクモデルでも、両方合わせるのは難しい。ピーク付近で合うことを優先して同定している。 

 

15:39～15:45 休憩 

 

15:45～16:28 ＡＤＣＰを道板洪水時の流量、掃流砂および浮遊砂量計測技術について      

○講師：高知高専環境都市デザイン工学科 岡田将治 

○はじめに 

・土砂動態もあわせて計測できるポテンシャルを持ちつつあることを話す。 

・ＡＤＣＰによる流量、総流砂量、浮遊砂量計測が出来つつある。 

・河幅３００ｍほどの河川であっても１５分ほどで計測が可能。 

・元々は海洋で使われていたもので、河川で使われ始めたのは２０年ほ

ど前。その間に、どんどん性能が向上してきた。 

 

○私が初めてＡＤＣＰを使ったのは 

・平成１６年台風２３号の出水後に、利根川で観測したのがＡＤＣＰの初めての計測。 

・精度がわからなかったので、１，５００トン／秒の流量に対して、利根川から江戸川が分流す

る地点で計測し、分流後の流量の合計値に差がない、精度が高いことを確認。 

・同年、鶴見川でも観測を実施。感潮域 ２０トン／秒規模の平常時の流量も計測できた。 

・２００７年 四万十川でＡＤＣＰを実施。２，０００トン／秒規模の小洪水。赤鉄橋のピアの

後流も観測。 

・２０１１年 ５，４００トン／秒規模 赤鉄橋で観測。不破でも観測。 

 

○洪水観測祭り（新潟県魚野川） 

・多くの研究者、技術者が、自分のボートや計測器を持ってくる。 

・融雪出水（安定した流れが長時間続く） 

 

16:28～16:36 質疑  

大年Ｑ：ＡＤＣＰと浮子法で比較した結果はいかようか。また、芦田・道上式との比較での、摩擦

速度の定義は？ 

Ａ：芦田・道上式はｕ＊＝ｒｏｏｔ（Ｈｇｉ） 流速の深度分布からｕ＊を出すことを提案してい

る。洪水の上昇期と下降期では水面勾配も大きく異なり、Ｈ～Ｑはループし、議論できない。 
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16:36～16:47 全体討議  

男①Ｑ：田村先生 ２５ｐ 手順 常識的なパラメータを入れてタンクモデルを作り、マニング式

から水位～流量モデルを作り、その後は、どのように合わせ込んでいくのか。経験的に近づけ

ていくのか。貯留関数でも、タンクモデルでもかまわないとの話があったが、貯留関数法はあ

る一定大きな流域を対象とすると考えるのだが、あまり気にすることなく合わせることが出来

るのか。 

田村Ａ：双方のモデルに常識的な値を入れスタートし、双方のモデルのパラメータを調整していく。

いずれのモデルでも、出来ないわけではない。 

 

男②Ｑ：レーダ雨量計について教えてほしい。レーダ雨量計のデータも１年遅れぐらいで公表され

ているようだが。Ｘバンドレーダ、昔のものとどれほど、地上観測のデータと比べて同じぐら

いの精度と見なせるのか。どれぐらい昔のレーダ雨量計のデータは信用できるのか。 

深見Ａ：Ｃバンドレーダの精度が悪いとは言いたくないところがある。学識者の委員会で精度の議

論をしている。当初、予算をつぎ込み、短期間でＣバンドレーダを整備してきた経緯がある。

Ｘバンドが６０キロほどの測定性能があるが、３０キロぐらいまでは精度が高い。Ｘバンドで

は、複数のレーダで見るようにして精度を高めるよう考えている。Ｃバンドは１キロメッシュ、

５分間隔、Ｘバンドは２５０ｍメッシュ、１分間隔。 

 

16:47～16:53 閉会 大年会長                               

○大年 

・最後に報告を。この「みず工学研究会」も、今回で２７回、年に２回の開催を重ね、足かけ１

４年、このような形で開催してきた。 

・主として、水に関する話が多かったが、森林の話や地震、液状化や、その時々の社会情勢の要

請も組み入れながら、研究会を進めてきた。今日の回を持って、「みず工学研究会」を終わらせ

ていただきたい。私の個人的な事情で、これ以上続けることは難しい。 

・続けることを前提にして、来年につないでは、みなさまにご迷惑をおかけする。 

・私としても、いろいろな思い、辛い面はあるんですけれども、ご理解ください。 

 

○幹事 

・この回の前に幹事会があり、大年会長からこのような提案があり、会長がこのような結論を出

したということでご理解ください。 

・また、このような会が必要というようなことになるかもしれませんが、長きにわたり続きまし

た本研究会は、本日を持って解散することが決まった。 

・松田誠祐先生、大年先生 幹事団で橋口さんをはじめ、みなさまに御礼申し上げたい。 

 

－ 以上 － 


