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 旭川市を貫流する石狩川上流域において、近年河床低下の進行による護岸機能の低下や橋脚

への影響が懸念されており、対策工について模型実験を行い効果を検証してきた。 
 過年度の実験結果から効果検証には、岩盤露出後の洗掘現象の把握が必要であることが判明

した。岩盤を固定床とした実験では岩盤洗掘の影響把握が困難なことから、全国的にも例の少

ない岩盤洗掘を再現できる河床を制作して実験を行い、対策工の効果について検証した。 
 

キーワード：河床低下対策、水理模型実験、岩盤洗掘  
 

1.  はじめに 

 近年、石狩川上流のKP157～166区間（図-1）では河床

低下が進行しており、既設護岸の機能喪失や橋脚の安定

性低下が懸念されている1)、2)。さらに河床低下の進行に

伴い河床砂礫が流出し、岩盤の露出が確認されている

（図-2）。当該区間においてはサケの遡上が確認されて

いる3)ことから、河床低下により岩盤露出面積が増大す

るとサケの産卵適地が減少することも懸念される。その

ため、当該区間では河床低下を抑制し、砂礫床河川を復

元することが課題となっており、現在その対策手法につ

いて検討を行っているところである。 

 河床低下の対策手法については、河床変動計算などを

行い、低水路拡幅及び土砂を利用した岩盤被覆による対

策が効果的であることを確認したが4)、2次元流れや河床

変動、様々な流況などの場合について、より明確に現象

を把握するため、平成24年度から大型模型実験を実施し

ている(表-1)。 

平成26年度の大型模型実験5）は、対策工による露岩減

少効果をみることが主目的だったので、岩盤を模した固

化モルタル上に砂を敷いて行った。このため岩盤洗掘は

再現出来ず、以下の点が課題として残った。 

・岩盤洗掘が進行し、澪筋化(露岩が拡大)するか否か 

・岩盤洗掘後に砂礫が露岩部に再堆積するか否か 

・露岩しても流砂が流れず岩盤洗掘が進行しないか否か 

平成27年度実験では、岩盤に貧配合モルタル（以下、

｢軟岩モルタル｣という。）を用いて洗掘条件とし、上記

課題を明らかにし、平成25年度実験4)及び平成26年度実

験5)において選定された対策工の有効性について再検証

するものである。 

 

 

図-1 河床低下区間の位置 

図-2 河床に岩盤が露出している様子(KP162.2付近左岸） 

表-1 過年度の実験計画 

石狩川上流域 

石狩川流域 

条件項目 目的 検証内容

H24 模型製作
模型の検証

・模型設計および模型製作

H25
模型の再現性の再検証
複合対策の効果検証
対策工の洪水時安全性の検証

・H24年度実験における課題（固定砂州の再現）の解消
・複合対策（低水路拡幅＋岩盤被覆＋帯工の組み合わせ）
としての効果・影響での検証

・定常流および非定常流での効果の違いを検証

H26
河岸際露岩対策の選定
河川環境及び洪水時安定性検証
段階施工時の効果検証

・河岸際対策（巨礫、ネット、水制）の選定
・適切な河川環境となるか検証
・洪水時安定性の検証
・対策工か2年目までに完成した段階の変動状況を検証
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2. 平成27年度大型模型実験について

 

(1)軟岩モルタルの配合を決める予備実験について

 大型模型実験による検証上、現地における軟岩洗掘

再現性確保が重要となる。軟岩モルタルの配合比を選定

するため、セメントと砂の配合比を2種類制作して予備

実験し、平成23年度に行われた現地の

（以下、｢現地軟岩実験｣という。）と比較した。

a)予備実験条件 

 予備実験条件は、大型模型実験を参考にして

す通りとしたが、単位幅流砂量は、現地軟岩実験と同様

に平衡流砂量の50%とした。セメントと砂の配合比につ

いては1：150と1：200の2パターンで実験を行

b)予備実験結果 

実験状況の写真を図-3に示す。時間の経過とともに複

数の筋が縦断的に発達し、ある程度深く洗掘した筋には、

筋の底部が砂礫によって被覆されていることが確認でき

た。 

洗掘速度Dについては井上ら6)により流砂の粒径

砂量qb、及び流速Vとの関係が明らかになっており、今

回予備実験の結果を、現地軟岩実験の関係図

し図-4に示す。 
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表-2 予備実験条件 

予備実験ケース1(1:200)

予備実験ケース2(1:150)

図-4 現地水路実験と予備実験の洗掘速度関係

通水前 

図-3 実験状況（配合比

（m4/s

条件 大型模型実験

水路幅B 3.2m

単位幅流量q 11.1ℓ/s/m

水深h 3.0cm

粒径d 1.18mm

河床勾配I 1/300

単位幅給砂量qb 平衡流砂量

実験時間 15時間

軟岩条件
（セメント：砂の比）

予備実験で選定
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について 

予備実験について 

現地における軟岩洗掘の

軟岩モルタルの配合比を選定

種類制作して予備

の軟岩洗掘実験6) 

比較した。 

を参考にして表-2に示

現地軟岩実験と同様

セメントと砂の配合比につ

で実験を行った。 

に示す。時間の経過とともに複

数の筋が縦断的に発達し、ある程度深く洗掘した筋には、

筋の底部が砂礫によって被覆されていることが確認でき

により流砂の粒径d、流

との関係が明らかになっており、今

関係図にプロット

 

これによると配合比1:150の実験結果が現地

掘速度に近い値を示していることから、軟岩モルタルの

セメントと砂の配合比を1:150
うこととした。 

  

(2)大型模型実験条件について

a)実験ケースについて 

平成26年度実験で効果的な対策工

幅および砂礫による岩盤被覆と併せて覆礫土砂に巨礫

(D=150～350mm)を35％混合し、河岸から

する案「低水路拡幅＋覆礫50cm
岩盤洗掘を考慮した場合の対策工としての

を行った(以下、｢基本ケース｣

また、巨礫の有無による事象の相違を確認するため、

KP161付近の左岸側に巨礫を配

いても実験した(以下、｢左岸側巨礫無し

b)軟岩モルタルの範囲と形状について

軟岩モルタルの打設範囲は、

で連続した露岩が確認された

所的な岩盤洗掘を検証する範囲として設定した。

軟岩モルタルの模型断面のイメージを

さは、既往の現地横断測量より、今後

程度の岩洗掘が予想されること

ｍ)を基本に設定した。また、低水路法尻は、岩

による護岸基礎の安全度を評価出来るように

とした(図中赤丸)。 
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図-5 対策工のイメージ（基本ケース）

図-6 対策工のイメージ（左岸側巨礫無し）

図-7 軟岩モルタルの模型断面

現況岩盤高

軟岩モルタル（

固定床

巨礫敷設箇所
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現地水路実験と予備実験の洗掘速度関係図 
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の実験結果が現地軟岩の洗

掘速度に近い値を示していることから、軟岩モルタルの

1:150として大型模型実験を行

について 

年度実験で効果的な対策工案とされた低水路拡

による岩盤被覆と併せて覆礫土砂に巨礫

混合し、河岸から30m幅で施工

50cm＋巨礫」(図-5)について、

岩盤洗掘を考慮した場合の対策工としての有効性の検証

｣という。)。 

巨礫の有無による事象の相違を確認するため、

付近の左岸側に巨礫を配置しない場合(図-6)につ

左岸側巨礫無し｣という。)。 

軟岩モルタルの範囲と形状について  

軟岩モルタルの打設範囲は、平成26年度大型模型実験

確認されたKP160.2～161.8における局

する範囲として設定した。 

軟岩モルタルの模型断面のイメージを図-7に示す。厚

現地横断測量より、今後概ね30年間で2.0m
ことから、厚さ5cm(現地2.5

また、低水路法尻は、岩盤洗掘

による護岸基礎の安全度を評価出来るように垂直な形状

 

対策工のイメージ（基本ケース） 

対策工のイメージ（左岸側巨礫無し） 

軟岩モルタルの模型断面 

覆礫

モルタル（t=5cm（現地2.5m））

軟岩モルタル範囲

露岩箇所（H26本実験結果）

巨礫敷設箇所
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c)実験条件について 

模型の諸元は田中ら4)と同じである。実験条件は、表

-4に示す通りで数字は現地換算である。流量条件は、図

-8に示すように平均年最大流量を15時間(流砂量換算で

約30年間に相当)通水し、近年で比較的大きな出水であ

ったH23洪水を通水した後、H23洪水で受けたインパク

トがその後どのように推移するかを確認するため、再度

平均年最大流量を5時間通水した。 

各流量通水後に河床計測を行い、最初の平均年最大流

量については、開始8時間後に写真やスケッチによる簡

易な計測を行った。また、横断観測をKP157～KP167間
で 、 河 床 高 の 定 点 観 測 を 湾 曲 部 の 3 断 面

(KP161.2,161.0,160.8)で、1時間毎に行った。 

 

3. 実験結果 

 

(1)  実験状況について 

 図-9に基本ケースにおけるKP161付近の通水前から実

験終了後までの状況写真を示す。 

軟岩モルタルの範囲内では実験を通して巨礫の敷設箇

所での露岩は確認されなかった。 

平均年最大流量15時間通水後、左右岸ともに巨礫の内

岸側において縦断的な露岩が確認されたが、H23年洪水

以降には、砂礫が露岩部に再堆積し露岩が解消されてい

る箇所が確認できた。 

 

(2)露岩状況について 

 平成26年度実験および今回(基本ケース)の各流量通水

後の露岩面積を図-10に示す。基本ケースにおいて、露

岩面積は平均年最大流量通水15時間後までは88,425㎡に

まで拡大していたが、その後再堆積し、実験終了後には

65,650㎡まで減少したことが確認できた。 

また、平成26年度実験で課題とされたKP161付近の左

岸側における連続化した露岩が、基本ケースでは再堆積

により連続化しない結果であったことから、河岸際の連

続した露岩は、基本ケースにより抑制されることが確認

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表-4 平成27年度実験条件 

図-8 流量条件（現地換算） 

図-9 実験状況写真(基本ケース) 

通水前 平均年最大流量15h通水後

H23洪水後 実験終了時 

露岩

◆平成27年度実験

◆平成26年度実験
露岩箇所

巨礫敷設範囲

・平均年最大15時間通水後

・H23年9月洪水後

・平均年最大5時間通水後

堆積 

巨礫 

巨礫 

堆積 

図-10 露岩面積（基本ケースとH26年度実験） 
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条 件 項 目 実 験 条 件

初期条件 河床形状 H23年9月洪水後河床（H23.9～H25.7測量）

河床材料 H8年、H23年の河床材料調査より

上流端条件 流況 ①定常流＋②非定常流＋③定常流

流量
①平均年最大流量（Q=630m3/s） 15時間
②H23年9月洪水（ピークQ=1,286m3/s） 既往4位洪水
③平均年最大流量（Q=630m3/s） 5時間

給砂量 動的平衡（芦田・道上式）

対策工条件 対策工 低水路拡幅＋岩盤被覆（＝岩盤高＋50cm）

河岸際対策 左岸側巨礫（粒径150～350mmを35%混合）の有りと無し

その他 支川合流 あり

河道内構造物 永山床止、橋脚、高水敷上樹林帯模型
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(3)岩盤洗掘の進行について 

基本ケースの軟岩モルタル敷設範囲の洗掘深は、巨礫

の内岸側で概ね0.2～0.8mであり、巨礫部における

掘は発生しない結果となった。なお、数字（時間を除く）

は現地換算値であり、以下同様とする。

河道が直線部となっている区間(KP
写真およびKP160.4の横断図を図-11に示す

巨礫の内岸側で0.8m程度岩盤洗掘するものの

は、砂礫が堆積する傾向にあることが確認された。

は流砂によって河床に筋状の岩盤洗掘が

筋底部が形成されることで粗度が上がり、砂礫

して岩盤洗掘の進行･澪筋化が抑制され

考えられる。 

湾曲部となっている区間(KP161.0付近

よびKP161.0の横断図を図-12に示す。平均

時間通水後に巨礫の内岸側で露岩が確認され

実験終了後まで露岩したままであったが、

生していない。湾曲部外岸は、流砂がほとんど

区間であることが確認され、そのため当該箇所では

後に岩盤洗掘が発生しなかったと考えられる。
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基本ケースの軟岩モルタル敷設範囲の洗掘深は、巨礫

であり、巨礫部における岩盤洗

なお、数字（時間を除く）

は現地換算値であり、以下同様とする。 

KP160.4付近)の状況

に示す。直線部では、

するものの、最終的に

確認された。これ

が発生し、複数の

筋底部が形成されることで粗度が上がり、砂礫が再堆積

洗掘の進行･澪筋化が抑制されたためであると

付近)の状況写真お

平均年最大流量15
露岩が確認され(図中赤丸)、

実験終了後まで露岩したままであったが、岩盤洗掘は発

ほとんど流れない

区間であることが確認され、そのため当該箇所では露岩

考えられる。 

 

 

 

 (4)  左岸側巨礫無しのケースの実験結果について

 実験状況写真および各流量通水後の露岩状況

図-14に示す。全体の露岩面積

通水後で約10万㎡であり、その後も

変化していない。 

また、KP161付近左岸には平均年最大流量

後には連続した露岩が確認され

せずに露岩が連続した状態であった。

KP161付近の横断図を図-15に示す。

礫が流出した際に発生したと思われる

掘が確認された。低水路法尻のため、護岸基礎ブロック

の倒壊など、河川管理施設の安定性への問題が生じる可

能性がある。 
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左岸側巨礫無しのケースの実験結果について 

各流量通水後の露岩状況を図-13、
面積は平均年最大流量15時間

であり、その後も露岩面積はほとんど

平均年最大流量15時間通水

確認され、実験終了時まで再堆積

せずに露岩が連続した状態であった。 

に示す。河岸際において覆

が流出した際に発生したと思われる1.1m程度の岩盤洗

確認された。低水路法尻のため、護岸基礎ブロック

河川管理施設の安定性への問題が生じる可
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5.  まとめ 

  

本実験では平成25年度･平成26年度実験の2カ年の実験

結果から抽出された課題に対応すべく、岩盤洗掘を再現

した軟岩モルタルを製作して実験し、過年度実験より選

定された対策工の有効性を検証した。 

 平成27年度に行った軟岩モルタルを敷設した移動床の

実験結果から、「岩盤洗掘が進行し、澪筋化(露岩が拡

大)するか否か」「岩盤洗掘後に砂礫が露岩部に再堆積

するか否か」「露岩しても流砂が流れず岩盤洗掘が進行

しないか否か」という課題に対して以下のことが確認で

きた。

  流砂によって河床に筋状の岩盤洗掘が発生するが、複

数の筋底部が形成されることで粗度が上がり、砂礫が再

堆積して岩盤洗掘の進行･澪筋化が抑制された。 

流砂がほとんど流れない区間については、露岩後に岩

盤洗掘が発生しなかった。 

この結果から、河岸際の露岩対策として「低水路拡幅

＋覆礫50cm＋巨礫」は有効であることが確認できた。 

左岸側巨礫無しの実験ケースでは、露岩面積が大きく、

河岸際の露岩と岩盤洗掘が確認され、河川管理施設の安

全性が懸念されることからも河岸際の岩盤洗掘対策とし

て巨礫混合の有効性が確認できた。 

 今後は施工後モニタリングにより露岩や岩盤洗掘状況

を確認し、露岩や岩盤洗掘のメカニズムや進行プロセス

を考慮した管理水準を導入して順応的管理を行う必要が

あり、河床低下現象のより一層の解明が必要である。 
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