
河道撹乱による礫河原再生を目的とした旧流路の回復方法
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１．はじめに

　近年、国内外の河川において河道内の樹林化の進行
が治水および河川環境上の深刻な問題となっており、
樹林化の抑制は多くの河川共通の課題である。
　一級河川十勝川の1次支川である札内川はかつては
複列砂州による網状流路と広い礫河原が特徴的であっ
たが、近年、著しい樹林繁茂によって急速に礫河原が
減少した（写真－1）。流路が固定化して一本の主流
路が明確になりつつあり、既に多くの派川（旧流路）
が消滅してきている1），2），3），4），5）。札内川では、礫
河原再生の取り組みとして平成24年度より札内川ダム
からの中規模フラッシュ放流が実施されている1），2）。
　札内川における礫河原再生の取り組みでは、フラッ
シュ放流の効果を最大化するための方策の一つとし
て、消滅してしまった旧流路への流れを回復すること
で河道の撹乱が促されるという点に着目し、平成25年
度以降、旧流路を回復させるための掘削が試行錯誤的
に実施された1），2），3）。平成28年度までに計9つの工区
が設置され、樹林化の抑制や礫河原再生に対する旧流
路の回復の効果が検討されるとともに、旧流路を効率
的に回復・維持する方法が検討された1），2），3），4），5）。本
報は、それらの検討の成果として、札内川礫河原再生
事業の中で現在（平成29年度現在）活用されている旧
流路の回復方法を技術資料としてまとめたものである。

２．複列砂州河道における派川（旧流路）の消失と樹

　　林化の進行

　複数の流路が合流と分岐を繰り返している（図－1

上図）ような複列砂州河道では、土砂堆積等による派
川（旧流路）への分岐流の消失（図－1下図）が樹林
化の進行に大きく影響している2），4），5）。
　札内川において出水時の旧流路沿いの撹乱状況を検
討した事例をここで紹介する。札内川は、河床勾配が
約1/110～1/250の急流な河川であり、河道幅（堤間）
は400～500m、低水路幅も100～200mと広く、砂州の発
生領域は交互砂州～複列砂州に区分される2），6）。札内

図－1　合流と分岐を繰り返す本来の流路のイメージ（上図）

と分岐流が消失した流路のイメージ（下図）

写真－1　札内川上流部の樹林化と流路の固定化

技術資料
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図－4　旧流路への引き込み掘削のイメージ

図－3　H23年出水時に河道撹乱が小規模だった箇所図－2　H23年出水時に河道撹乱が大規模だった箇所

図－5　航空写真に見られる河道変遷（フシの位置の把握）

川では、流路が集中して川幅が狭くなっているフシと
呼ばれる箇所と流れの分岐によって複数の流路が分散
して川幅が広くなっているハラと呼ばれる箇所が交互
に現れる特性（図－1上図）が確認されており2），4），5），

7），8）、これは複列砂州河道の特徴的な形態の一つであ
る4），7），8）。流路の分岐部では、主流が左右に切り替
わるいわゆる流路の交番現象が生じる9）。本来の河道
では、このような流路の交番現象によって比較的幅広
い範囲で撹乱が生じていた。しかし、土砂堆積等で派
川（旧流路）への分岐流が消失してしまうと、流路の
交番の機会が失われてしまう（図－1下図）。これに
よって主流路が固定化し、出水時に撹乱される範囲が
減少することが樹林化の進行する要因の一つとなる。
　札内川において平成23年に発生した出水時（年超過
確率約1/20）の河道撹乱状況（図－2、図－3）から、
旧流路の流れが撹乱に大きく寄与することが示され
た。大規模な樹木流亡が図－2のように旧流路沿いで
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: H12
: H17
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: H26
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図－7　フシ・ハラと瀬淵特性の対応

図－6　旧流路引き込み位置の設定例（航空写真およびLPデータは、図－5に示す航空写真と同じ範囲を示す）

発生した一方で、図－3に示すように旧流路の流入部
が土砂の堆積で閉塞していた箇所ではほとんど撹乱が
生じていないことが確認された。札内川上流区間には
流入部が土砂堆積により閉塞している場合が多い。こ
のため、出水時であっても旧流路への流れが妨げら
れ、主流路から分岐する流れの多くが消失しつつあ
る。この分岐流の消失により、河道本来のダイナミズ
ムが失われ、主流路の固定化と樹林化が進行している
2），4），5）。

３．旧流路の回復方法

３．１　旧流路引き込みの目的

　旧流路へ流れを引き込むことによって、出水時に旧
流路沿いの撹乱を促すことが目的である。
　閉塞した旧流路流入部の高まりを除去することによ
って、分岐流を回復させ、河道本来のダイナミズムの
回復を図る。旧流路への流れを維持することによっ
て、川の流れが持つ営力により樹林化の抑制・礫河原
の再生を目指すものである。

３．２　旧流路引き込み位置の設定

　旧流路上の高まりは流入部のみに土砂が堆積したも
のであるため、小規模な土砂除去により比較的容易に
旧流路への流れを回復できる。しかし、札内川のよう
な複列砂州河道には多数の流路跡が確認される。ま
た、旧流路へ土砂が堆積した後、主流路の形状が大き

く変わってしまった場合などは、流入部の土砂を除去
しても交番現象が生じない旧流路も存在する。このた
め、流れを引き込むのに効果的な旧流路を選定し、効
率的に掘削を実施する必要がある。
３．２．１　フシの位置の把握

　流路の特性（図－1）より本来の分岐流を回復させ
るためには、フシの直下流から引き込み、ハラの位置
に存在する旧流路への流れを回復させることが効果的
である2），4），5）（図－4）。そのため、主流路と旧流
路の形状を確認し、フシの位置を正確に把握すること
が肝要となる。
　既往の航空写真を基に、河道変遷から横断方向の変
化が小さいフシの位置を把握することができる（図－

5）。また、LPデータを基に、フシの直下流に存在す
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る旧流路の位置を把握し、流入部を引き込み位置とし
て選定する（図－6）。
３．２．２　縦断的な特性を考慮した旧流路引き込み

　　　　　　箇所の設定

　フシとハラの位置はそれぞれ勾配が緩やかな淵と勾
配が急な瀬の位置に対応している2），4），5），8）（図－

7）。このような複列砂州河道の縦断的な瀬淵特性を
考慮することによって、フシ（淵）の位置と範囲をよ
り明確に把握することが可能となる（図－8）。
　また、引き込み箇所の勾配が緩やかだと旧流路への
分岐流量が著しく低下する4），10）。実際に、河床勾配
が水平に近い淵の位置で実施した工区では十分な導水
がみられないのに対して、勾配が急な瀬の位置で実施
した工区では導水に成功していることが報告されてい
る2），4）。このため、勾配が急な瀬の位置から引き込む
ことで撹乱に必要な分岐流量を効率良く確保できる。
　したがって、流路の河床縦断形状を確認し、フシ
（淵）の直下流でありながら勾配が急な瀬の位置を確

図－9　掘削後の旧流路における水位および無次元掃流力の推定例

図－8　縦断的な特性を考慮した旧流路引き込み箇所の設定例（LPデータは、図－5および図－6と同じ範囲を示す）

図－10　引き込み箇所の横断形の例

実に選定することにより、旧流路への導水を効果的か
つ効率的に実施することが可能となる2），4），5）。
３．２．３　旧流路引き込み形状の設定2）

　掘削箇所は、引き込みにより河床撹乱が期待される
無次元掃流力0.05以上が旧流路内で得られることを確
認した上で、現況河道の平水位程度から旧流路の河床
高へ向けてすり付ける縦断形とする（図－8、図－

9）。札内川では、フラッシュ放流を対象として、引き
込み部の横断方向の敷幅を旧流路河床幅の5～10m程
度としている（図－10）。河岸法勾配は、ある程度急
勾配とした方が侵食等の変化が生じやすいというこれ
までのモニタリングを踏まえて1：0.5としている（図

－10）。
　札内川における取り組みでは、実施されている中規
模フラッシュ放流を対象として形状を設定しており、
その放流は年超過確率1/1出水規模（最大約120m3/
s）に相当する2），5）。掘削箇所の再樹林化や再堆積を
抑制するという観点から、他河川で適用する場合も年
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超過確率1/1出水相当の流量規模を対象として掘削形
状を設定することが望ましい。

３．３　置き砂（河道への砂礫還元）の取り組み2）

　流路が直線的で引き込みに適した旧流路が認められ
ないような区間では、主流路の固定化が更に進行する
ことが懸念される。このような区間では、置砂による
下流への土砂供給によって、砂州の発達による側岸侵
食や流路の蛇行化による撹乱効果が期待される。札内
川では、旧流路の引き込み掘削で発生した砂礫を使用
して、置砂の取り組みが実施されている（図－11）。
その効率的な手法や効果の検証について引き続き検討
が行われている。

４．札内川における旧流路回復の効果2）

　旧流路への流れを回復したことで得られた効果とし
て主に次のようなことが確認されている。
１）主流路と旧流路の比高差縮小の効果

　旧流路への流入により主流路の掃流力が低下し、主
流路と旧流路の比高差が縮小する。これにより、主流
路への流れの集中が解消され、広範囲で撹乱が生じや
すくなると期待される。
２）旧流路における河床材料粗粒化の効果

　引き込みにより掃流力が増大した旧流路では、河床
材料が粗粒化する（図－12）。これにより、掘削箇所
を含めた旧流路上において、樹林化の原因であるオノ
エヤナギ等の定着を抑制する効果が期待される。これ
は、オノエヤナギ等は細粒土砂がある程度堆積してい
ないと根を張ることができず定着が困難なためであ
る。
３）旧流路の維持による礫河原再生の効果

　旧流路への流れを回復・維持することができれば、
主流路と旧流路が切り替わる交番現象が発生しやすく
なり、比較的高頻度で発生する出水時でも河道の撹乱
が促される。
　例えば、札内川KP42.8付近の引き込み工区（平成24
年度掘削施工箇所）では、平成26年8月出水で主流路
と旧流路が切り替わる流路変動が発生した（図－13）。
この周辺では、旧流路沿いで樹木流亡が発生するとと
もに、下流側の主流路も大きく変動するなど、広範囲
にわたって樹木流亡や河原形成等の大規模な変化がみ
られた。当該出水は年超過確率約1/3であり、出水規
模としてはそれほど大きいものではない。このよう
に、流入部だけの土砂除去という小規模な掘削で旧流

路の流れを効率的に回復させることによって、比較的
高頻度で発生する出水規模でも大規模な河道撹乱を促
すことができるという効果が得られる。旧流路を維持
することにより、本来の複列砂州河道の分岐特性が将
来にわたって復元・維持できるものと期待される4），

5）。
４）治水と河川環境の両面の効果

　主流路の向きや位置から出水時の堤防損害が懸念さ
れる場合、旧流路引き込みにより河道中央部へ洪水流
を誘導し洪水流による堤防への影響を軽減することが
期待される。
　札内川では「礫河原再生の管理幅」が設定され、そ
の管理幅内で旧流路引き込みが実施されている。ま
た、旧流路引き込み箇所の設定にあたっては、前章で
述べたような効果的な位置の検討だけでなく、堤防等
の河川管理施設や許可工作物の安全性を考慮して検討
されている。そのため、結果的に河道中央部へ向かう
旧流路箇所での引き込みが多く実施されてきた。平成
28年8月出水時に大規模な撹乱が発生した工区（図－

図－11　置砂の設置（平成27年度施工工区例）

図－12　引き込み掘削箇所の河床材料の変化
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５．おわりに

　本技術資料は、札内川における礫河原再生の取り組
みの中で河道撹乱方法として活用されている効果的な
旧流路回復手法についてまとめたものである。本手法
の特徴は、本来の河道特性を生かすことによって効率
的に効果が得られる点である。この取り組みでは、引
き続き未施工の箇所で旧流路への流れの回復を図ると
ともに、モニタリングによる効果の検証を実施してい
く予定である。なお、札内川の礫河原再生の取り組み
全体の目標や検討内容については「札内川技術検討会
資料2）」を参照されたい。

図－13　掘削施工箇所における旧流路回復例（平成24年度掘削施工箇所、KP42.8付近）

図－14　平成28年出水時旧流路引き込み箇所の変化例（平成27年度掘削施工箇所、KP25.2付近）
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