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１．緒 論 

梓川上流域（上高地）は，わが国有数の山岳景勝地であ

り，年間約120万人の登山客・観光客が来訪している．一

方で，急峻な地形と脆弱な地質に加え，厳しい気象条件で

あるため，土砂生産・流出が活発であり，降雨のたびに多

量の土砂が流出するなど，災害の危険性が高い地域である． 

土砂移動の支配条件となる流量特性の把握については，

2014 年度時点で梓川本川に上高地測水所（東京電力），上

高地流量観測所・明神橋（国土交通省）の3箇所に流量観

測施設が設置されているのみであり，梓川上流域（上高地）

全体の流量特性の把握は困難な状況であった．  

このため，流域全体の流量特性を把握し，土砂動態を把

握するため，2015年に梓川本川上流域の横尾大橋，横尾狭

窄部，支川の八右衛門沢、平成 28年度に支川の奥又白谷，

徳沢，白沢に水位観測機器を設置し，流量観測を実施した． 

本研究では，設置した水位観測機器の観測データと既設

の流量観測データをもとに，梓川上流域（上高地）におい

て土砂移動が顕著な出水時における流量特性を考察した． 

２．流量観測体制 
流量観測では，水位観測に併せて流速も観測することが

望ましい．しかし，梓川上流域（上高地）には電源がなく，

観測に必要な電力は，太陽光発電により確保しているため，

消費電力が大きい流速観測機器は設置できていない．この

ため，本研究では，各地点で水位を観測し，自然河道箇所

では，流量と水位の関係（H-Q式）を用いて流量へ換算し，

堰堤水通しにて水位観測する地点では，流水が堰堤天端を

全幅で流下している状況下で流量換算することを基本と

して，マニングの公式を用いて流量換算することにより流

量観測を実施した．ただし，本研究で用いたH-Q式は，平

常時の流量観測により作成したものであるため，暫定値と

して扱うものとした． 

横尾大橋地点は，上高地測水所から約 11.4km 上流の横

尾谷合流点上流に位置し，槍沢流域等の流量特性の把握が

可能である。当該地点は河床変動が活発であり，横尾大橋

へ観測機器設置が可能なため，超音波式水位計を設置した． 

横尾狭窄部は，河幅が狭く，流量観測地点として適した

箇所である．上高地測水所から 10.6km 上流地点であり，

横尾狭窄部における流量観測により，本川上流域及び横尾

谷の流量特性の把握が可能となる。過去の調査から河床変

動が少なく，常時流水があるため，圧力式水位計を設置し

た．しかし、2016 年 6 月 25 日出水時に観測機器一式が流

失し，それ以降欠測となっている． 

支川については，降雨・流量・土砂流出特性を把握する

ことを目的に，土砂の流出が活発な支川を対象に水位観測

機器を設置した．土砂が土石流形態で流入する奥又白谷と

八右衛門沢，掃流形態で流入する徳沢、白沢に設置した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雨量観測所は検討に用いた箇所のみ記載 

図－１ 水位観測機器及び雨量観測機器位置図 

表－１ 出水イベント一覧 

 

 

 

 

 

 

 

奥又白谷と八右衛門沢、白沢については、超音波式水位

計を設置した。徳沢については圧力式水位計を設置した． 

水位観測機器の設置箇所と設置箇所地点の流域面積を

図－１に示す． 

３．出水時における流量観測結果 

本研究では， 表－１に示す 5 出水を対象に流量特性を

把握した（表－１）． 

観測データのうち，超音波式水位計による水位観測デー

タについては，部分的に異常値が検出されたため．監視カ

メラ映像から現地の出水状況を確認し，前後の観測値から

突出して上昇，低下しているデータを異常値と判断し，欠

測として整理した．横尾大橋では，異常値を欠測とするこ

とで，明瞭な流量波形を描けずピーク流量が不明となった

ため，暫定的に，出水期間内に観測された最大流量をピー

ク流量として整理した． 

 観測期間中で最大流量を観測したのは2015年6月25日
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2015/10/2 46.7 32.7 69.3 - - - 1> 26.0
(涸沢ヒュッテ)

167.5
(涸沢ヒュッテ)

21
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出水であり，各地点の最大流量は本川上流から横尾大橋で

61.6m3/s，上高地測水所で 127.7m3/s であった．支川では，

奥又白谷で 24.1m3/s，徳沢で 2.3m3/s，白沢で 3.0m3/s であ

った．横尾狭窄部については，この出水時に観測機器が流

失したため，欠測である．また，八右衛門沢については，

流量が少なく，明瞭な観測結果を得ることができなかった． 

この時の降雨は涸沢ヒュッテで最大値を観測しており，総

雨量158mm，最大時間雨量29.0mm/hrであった．上高地雨

量観測所では，総雨量 83.5mm，最大時間雨量 16.5mm/hr

が観測された（表－１）． 

本川のピーク流量に関して，対象とした5出水では，横

尾狭窄部が流失する2016年6月25日出水以前の3出水す

べてにおいて，横尾狭窄部のほうが流域面積が大きいにも

関わらず，ピーク流量は横尾大橋よりも小さい値となって

いた． 

梓川本川上流域の横尾大橋，横尾狭窄部と上高地測水所

におけるピーク流量観測時刻の時間差は，2015年 7月 1日

出水時は約2時間，2015年10月 2日出水時及び2016年 5

月 11 日出水時は 1.5 時間，2016 年 6 月 25 日出水時は 0.5

時間であった（表－２）． 

梓川本川の流量波形については，横尾大橋の観測値が異

常値の補正により明瞭な流量波形を描くことができなか

ったが，横尾大橋，横尾狭窄部，上高地測水所と下流の観

測地点ほど，中間流出の影響により平滑な波形となってい

た．また，梓川本川の減水期間は 2 日から 3 日であった． 

支川の流量波形については，奥又白谷は，通常時表流水

はなく，降雨開始後ある程度の降雨継続時間が経過した後

に降雨に対応して短時間流量が増加し，降雨終了後に急激

に流量が低下する傾向が見られた．2016 年 6 月 25 日出水

時の近傍の雨量観測地点である涸沢ヒュッテの降雨波形

は二山形となっており，流量波形についても降雨に応答す

るように二山形となっていた．この傾向は奥又白谷で出水

が観測された9月 18日出水でも確認され，表流水が発生 

表－２ 本川のピーク流量とピーク流量観測時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 流量波形（2015年7月1日出水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 流量波形（2016年6月25日出水） 

上段：奥又白谷，中段：白沢，下段：徳沢 

するまでの降雨継続時間は，6月 25日出水時が10時間（累

加雨量55mm），9月18日出水時が11時間（累加雨量63mm）

であった．白沢では，近傍の降雨観測地点である明神池の

二山型の降雨波形に応答するように流量波形も二山型と

なっていた．減水期については，中間流出の影響により緩

やかに減水していた．徳沢では，中間流出により平滑な一

山型な流量波形となっており，減水期間についても緩やか

な波形となっていた． 

４．流量特性の把握 
本研究による流量観測結果より，梓川上流域（上高地）

における流量特性として，以下の点が考えられた． 

●今回の観測した出水時の降雨パターンの場合，梓川本川

の横尾大橋地点と上高地測水所のピーク流量観測時刻

の時間差は概ね1.5時間程度となる（表－１）． 

●横尾大橋地点よりも流域面積が大きい横尾狭窄部地点

のピーク流量が少なかった．この点について，梓川本川

と横尾谷合流点地点の土砂堆積箇所において，伏流水の

滞留が生じている可能性が考えられる（図－２）． 

●土砂が土石流形態で本川へ流入する奥又白谷では，累加

雨量が55mm程度以上となると表面流が発生し，その後

降雨に対して高い応答を示す（図－３）． 

●白沢や徳沢では，本川に比べて降雨に対する応答性は高

いが，中間流出の影響により，減水期の流量波形は緩や

かな波形となる．（図－３）． 

●八右衛門沢では，今回観測された降雨程度では，流水の

増加は発生しない（表－１）． 

５．おわりに 
今回の5出水時の流量観測結果により梓川上流域（上高

地）の流量特性について新たに把握することができたが，

今回の観測結果は発生する出水パターンの一部であるこ

とや中小洪水程度の出水における流量特性であることか

ら，今後も継続的な観測が必要である．

出水日 観測地点 ピーク流量(m
3
/s) 観測時刻

横尾大橋 51.3 2015/7/1 10:55

横尾狭窄部 41.5 2015/7/1 13:00

上高地測水所 100.7 2015/7/1 15:00

横尾大橋 46.7 2015/10/2 3:30

横尾狭窄部 34.7 2015/10/2 3:30

上高地測水所 69.5 2015/10/2 5:00

横尾大橋 48.0 2016/5/11 10:30

横尾狭窄部 43.4 2016/5/11 10:30

上高地測水所 114.7 2016/5/11 12:00

横尾大橋 61.6 2016/6/25 5:30

横尾狭窄部 - -

上高地測水所 127.7 2016/6/25 6:00

横尾大橋 32.4 2016/9/18 16:00

横尾狭窄部 - -

上高地測水所 - -
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