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1.  はじめに 
六甲山系には９ヶ所の常設の水文流砂観測所があり，ま

た平成23年から仮設水位計も加えて観測を実施している。

上流の小流域では河道に三角堰などを設置して流量観測を

行っているが，流量が多いところでは，砂防堰堤の水通し，

もしくは流路工内などに水位計を設置し，その観測水位か

ら流量に換算している。これらの観測から，山地河川にお

いて，流量（水位）観測を実施するうえでの問題点・課題

について整理した。 

 
図 １ 六甲山系の水文流砂観測所 

表 １ 水文流砂観測所の諸元 

 
2.  観測水位の実態 
2. 1  観測水位の実態調査 
 常設の観測所の多くは水圧式水位計と超音波水位計が併

設されている。出水時のピーク水位を見ると，これらの水

位計でかなりの水位差が生じることがあり，多くの場合で

超音波水位計の水位が高い。この水位差が生じる原因を確

認するために，大谷，大土の両観測所に仮設の水位計とタ

イムラプスカメラを設置し，出水時の状況と水位の把握を

行った。 
2. 2  観測結果 
 観測結果の例として，大谷観測所での水位計設置位置を

図２に，平成 30 年 7 月 4～8 日の水位と平成 30 年 8 月

23～24日の水位とカメラ観測結果を図３に示す。大谷観測

所では３基の仮設水位計を水通しの上流端に設置した。７

月出水時後半の仮設水位計の水位は土砂堆積の影響による

異常値と考えられる。全体的に仮設水位計の水位が高く，

水圧式水位計のピークが他の水位計水位と比べて，やや低

くなっているが大きな違いはない。一方，８月出水時の水

位観測結果には大きな差が生じている。これは写真に示す

ように観測所に流木が堆積し，それが右岸よりに設置され

ている水位計の水位に影響しているものと考えられる。 

  
図 ２ 大谷観測所（住吉川）での水位観測位置 

 

  
図 ３ 水位計とタイムラプスカメラの観測例 

 観測結果から以下の傾向が見られる。 
• 上流側の堆積地や堆積物によって水位は大きく影響を

受け，その影響は出水時に大きい。 
• 大谷観測所では仮設水位計が上流側，水圧式・超音波

水位計がやや下流側に設置されており，これが仮設水

位計の出水時の水位が高い原因と考えられる。結果を

示していないが，大土観測所では超音波水位計が天端

流域 観測所名 流域面積 設置位置 水位計 備考

芦屋川 河原毛 6.91km² 堰堤水通し 水圧式・超音波併用

住吉川 西滝ヶ谷 1.48km² 堰堤水通し 水圧式水位計のみ 流速計なし

住吉川 大谷 7.44km² 堰堤水通し 水圧式・超音波併用

住吉川 安場 3.45km² 堰堤水通し 水圧式・超音波併用

都賀川 大土 4.11km² 床固工水通し 水圧式・超音波併用

宇治川 宇治川 2.98km² 流路工 水圧式水位計のみ

新湊川 平野 7.29km² 堰堤水通し 水圧式水位計のみ

船坂川 船坂 4.00km² 床固工水通し 水圧式・超音波併用

妙法寺川 水野 0.87km² 堰堤水通し 超音波水位計のみ

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

水
位
（
ｍ
）

平成30（2018）年

大谷観測所
7/4〜7/8水位

仮設水位計-左

仮設水位計-中央

仮設水位計-右

水圧式水位計

超音波水位計

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

12:00 0:00 12:00 0:00

水
位
（
ｍ
）

8/23 8/24

大谷観測所
8/23〜
24水位

8/24 10：20撮影 

P-003

- 377 -



中央，水圧式水位計は天端下流端で水圧式水位計の値

は非常に低い。この傾向は非出水時には見られない。 

3.  流量換算方法の問題点 
3. 1  流量換算の方法 
 ほとんどの水文観測所は流速計により表面流速が観測さ

れている。この場合は水位と流速（表面流速×0.85）から

流量を算出し，さらにその算出流量から水位流量関係式

（HQ 式）を作成して水位から流量換算を行った。出水時

の流速データが得られない場合には以下の堰の式 1)もしく

はマニング平均流速式により流速を求めて流量換算をした。 

[堰の式] 
 

23
21 )23(2

15
2

hDBBgCQ   

 Ｑ：土砂含有を考慮した流量（m3/s），Dh：水位（ｍ） 
Ｃ：流量係数，B1：水通し幅（m），B2：水面幅（ｍ） 

[マニング式]  21321 IR
n

AQ   

 Ｑ：流量（m3/s），A：流積（㎡） 
ｎ：粗度係数，R：径深（ｍ），I：勾配 

 砂防堰堤水通しでの流量観測では，満砂した堰堤で観測

を行っている。そのため，流量が増加して流速が速くなる

と堰の式では計算条件に合わなくなると考えられる。また

堰の式では流量係数，マニング式の場合は粗度係数の設定

が必要となる。 
 ここでは，流速観測により HQ 式を作成した水文観測所

の水位から堰の式とマニング式で流量換算を行い，HQ 式

による流量と比較を行った。 
3. 2  流量係数Cと粗度係数ｎの検討 
 図４は HQ 式の流量から堰の式の流量係数 C，マニング

式の粗度係数ｎを逆算したものである。 

 
図 ４ 逆算により求めた流量係数Cと粗度係数n 

流量係数C は水位が高くなるほど値が大きくなる。水通

し設計時に用いられる 0.6 は水位が 0.2m 程度の時の値で

ある。粗度係数は逆に水位が上昇すると値が小さくなり，

堰堤水通しの4 地点では水位0.4m のときに粗度係数ｎは

0.05程度である。 
河原毛，大谷，安場観測所の流量係数・粗度係数の傾向

は非常に近く，大土観測所が他の箇所より係数の変化が小

さい（低水位時を除く）。これは，水通しの幅が河原毛，大

谷，安場では 11～12m であるのに対して，大土観測所は

15m と広いことが影響している可能性がある。 

なお，水位数 cm 程度の低水位時の流速データは得られ

ないことが多く，また信頼性が低いため HQ 式の精度も低

い。この範囲での極端な値の変化は HQ 式による流量の精

度の問題も考えられる。 

4.  考察及び今後の課題 
4. 1  観測水位の実態と水位計の設置位置 
 仮設水位計とタイムラプスカメラによる観測などにより，

観測所の状況と水位計観測結果の把握を行った。その結果

より，今後の水文観測所の計器設置について以下のように

整理される。 
• 観測水位の差は水位の観測方式（超音波か水圧式か）

の問題ではなく，設置位置の問題であると考えられる。 
• 水位計設置位置は上流側に堆積地等のない場所を選ぶ。 
• 出水時には天端の上流端，中央，下流端で水位が異な

っている。流速は天端よりやや上流位置を観測してい

ることから，天端の上流側に水位計を設置することが

望ましい。 
• 水位計設置位置上流の堆積状況の変化の可能性や漂流

物などの影響を考慮すると，2箇所以上の水位観測が

望ましい。また，状況を把握するためにカメラ観測を

併用するとよい。 
4. 2  流量換算方法 
流量係数 C を 0.6 とした堰の式は設計でよく用いられ

る流量算出式であるが，図５ に示すように，実測をベース

としたHQ 式による流量と比較すると，水位が高くなると

かなり差を生じる。粗度係数は低水位のときに値の違いが

大きく，一つの値に決めることは難しい。2.2節で試みたよ

うに，流量係数C や粗度係数ｎを変数として流量を算出す

るか，低水位時は堰の式を用い，ある程度水位が上昇した

場合はマニング式とするなど，水位と流量係数の関係など

を元に，流速データがないときの流量算出方法について検

討を進める必要がある。 

 
図 ５ 各計算方法での流量（C=0.6，n=0.04のとき） 

5.  まとめ 
 より精度の高い観測のために，適切な計器設置位置を考

慮する必要がある。また，複数の水位計での観測，カメラ

との併用が望ましい。今後は，河道の固定などを含めた観

測施設の改良及び具体的な流量の換算方法についても検

討を進める必要がある。 
【参考文献】1)河川砂防技術基準(案) 同解説 設計編 
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