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 石狩川上流では河床低下が進行し、河岸保護工の破損等が懸念されるため、対

策工を実施し、施工後の状況を確認するためモニタリングを実施している。これ

までモニタリングは、水中も含めた横断測量にて実施しているが、局所的な洗掘

有無などを確認するには、面的な状況を把握することが必要となる。本報告では、

水中も計測可能である航空レーザ測深（ALB）を実施した結果と今後の適用性に

ついて報告するものである。 
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1. はじめに 

 

 近年、石狩川の旭橋付近から永山橋付近の区間では河

床低下が進行しており、河岸保護工の破損や橋脚の安定

性低下および礫河原の減少が懸念されている。そのため、

当該区間では河床低下対策手法の検討を行い、河床変動

計算を行ったほか、河床変動現象をより明確に把握する

ため、大型模型実験にて効果検証を行い対策工を決定し、

平成26年度より施工を開始した。現在は対策工事中であ

り、河床低下対策の目的および河床低下プロセスの整理、

順応的管理に向けた管理基準案を踏まえてモニタリング

を実施している。モニタリング項目の一つである低水路

横断測量については、平成26年度より地上部は河川測量、

水中部は深浅測量（河川測量と深浅測量あわせて以下、

「横断測量」）にて実施している。しかしながら、横断

測量では把握しきれない局所的な洗掘の有無を確認する

には面的な河床形状を把握する必要があり、平成29年度

はこれまでの横断測量に加え、新技術として実績が増え

つつある水中部も計測可能である航空レーザ測深

Airborne Laser Bathymetry（以下、「ALB」)を同一区間

で実施した。 

本報告は、石狩川上流の河床低下区間において実施し

た横断測量結果とALB測量結果の比較および今後のモニ

タリングにおけるALBの適用性について報告するもので

ある 

 

 

図-1 河床低下区間の位置 
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図-2 河床に岩盤が露出している様子(KP162.2) 

 

図-3 河床低下対策工 
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2.  河床低下対策工とモニタリング計画 

 

(1) 河床低下対策工事の概要および進捗状況 

河床低下区間の対策工は、河床低下の要因および進行

過程を把握し、河床低下発生前の状態に戻すとの考え方

から、流速および掃流力低減を図る目的で低水路を拡幅

し、低水路拡幅で発生する掘削土を用いて露岩している

岩盤床を被覆（覆礫）した。また、拡幅を実施した低水

路河岸には河岸保護工を施工した（図-3）。対策工は平

成26年度にKP159.0付近より開始し、平成28年度までに

KP160.9付近まで完了している（図-4）。 

 

(2)順応的管理の管理基準値とモニタリング計画 

順応的管理の管理基準値を設定するにあたり、河床低

下進行の要因として考えられる局所的な河床低下や砂礫

流出による露岩、澪筋の固定化などを考慮し、過去の岩

盤洗掘深や露岩幅を整理した。その結果、「露岩部の平

均洗掘深と最深洗掘深の関係」および「露岩幅と岩盤洗

掘量の関係」にある程度の相関性が確認されたことから、

露岩部の最深洗掘深および露岩幅に着目した管理基準値

を設定した。詳細は文献1)を参照されたい。 

モニタリング計画は、河床低下要因や河床低下対策の

目的を踏まえ、図-6に示す8項目とした。これらのモニ

タリング項目については、対策工の効果や影響を詳細に

把握するため実施するものである。特に低水路横断測量

は、対策工の効果検証に必要な河床変動状況を把握する

目的で、毎年、融雪出水後、夏期出水後の年2回実施し、

出水前後の変化比較、変化の要因分析、順応的管理に向

け設定した管理基準値と照合することで対策工の効果を

検証しているところであるが、これまでの横断測量では

測点間100mであり、把握しきれない局所的な河床変動が

発生しているかを確認するため、ALB計測を実施した。 

掃流力の増大 岩盤洗掘

河床低下要因

掃流力低下 砂礫床回復、維持

岩盤被覆低水路拡幅

河床低下対策

１．融雪・洪水時の流況 ２．被覆形状・粒度の変化

他影響

３．生物・環境 ４．その他

1.水位観測
2.低水路横断測量
3.定点現地写真撮影
4.河床材料調査

※水位観測、低水路横断測
量、河床材料調査結果をもと
に掃流力を算出

2.低水路横断測量
4.河床材料調査
5.航空写真撮影

6.魚類、底生動物調査
7.サケの産卵床調査
8.河畔林機能評価調査

3.定点現地写真撮影
5.航空写真撮影

※河道形成状況、再
※露岩状況、樹林化
※状況の把握等

図-6 河床低下要因別モニタリング項目 

図-4 対策工実施区間 

図-5 河床低下対策工事写真（平成 29年3月撮影） 
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3.  ALBの概要 

 

(1) ALB計測の概要 

これまで使用されている航空レーザ計測は、近赤外レ

ーザ光を発射し反射してくる距離を計測することで地形

を測量する機器であるが、近赤外線レーザ光は陸地や水

面で反射されるため、水底の計測ができなかった。 

これに対し、新技術として水を透過しやすいグリーン

レーザ光を用いることで水底まで計測することが可能と

なったため、水部透過型レーザ計測技術と従来の航空レ

ーザ計測技術を統合したALBを使用することにより、航

空機から陸地と水底の面的な三次元データの取得が可能

となった。（図-7）。 

計測できる条件として、水底の計測は透明度に依存さ

れ、今回使用した測深機では透明度の1.5倍程度まで計

測可能である。一方で、河川の濁りが強くグリーンレー

ザ光が届きにくい箇所や流れが速く白波などが発生する

箇所はデータの欠測となりやすい傾向が確認されている。 

河床低下区間でのALBの適用性を確認することができ

れば、横断測線以外での河床変動など詳細なデータを取

得することができるため、面的な河床変動のモニタリン

グが可能となる。 

 

(2) ALBの諸元と計測範囲 

今回使用したALBの諸元として、計測密度は地上部、

水中部ともに0.5m×0.5mメッシュ範囲に1点以上取得し、

照射頻度は地上部で500Hz以上、水中部で35kHz以上を確

保した。また、ALB計測時にはデジタル空中写真（地上

画素寸法50cm以上）も同時に実施し、8000万画素以上の

カメラを使用し航空レーザ用写真地図データも作成した。 

計測範囲は、対策工実施区間を含むKP157～KP166まで

の区間であり、計測面積は3.31km2を実施した。測定精

度は横断測量の±5mm程度に対して±70mm程度だった。 

 

（3）ALB計測での地形データ 

 今回の計測範囲において計測したALBの計測結果と航

空写真を図-8に示す。ALB計測での地形データは、陸地

と水底の地表面標高を面的に計測されており、水底部で

の比高差も計測されている。このように水中も含めて面

的な計測することが可能となったことで、これまでの横

断測量だけでは把握しきれない局所的な洗掘なども把握

することが可能となる。また、水部、陸部一連のデータ

を取得できるため定期的な測量を行うことで、河床変動

だけでなく、河岸侵食や堤防の変化も把握可能となる。

また、ALBは樹木の高さや範囲を計測できるため、樹林

化の進行を把握することも可能である。 

図-7 ALB計測の概要 

標高 
110m 120m 

a) 航空写真 

図-8  ALBで計測した地形データ 

 

 

b)ALBで計測した地形データ 
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4.  計測結果の比較とALBの適用性について 

 

(1) 計測方法と計測作業時間 

今回実施した計測は、河床低下対策工を施工し

たKP158.8からKP161.6までの区間において、横断測

量は100m間隔で行い、ALB計測は河道内全域にお

いて計測を行った。計測時期は、ALBは融雪出水

後の7月末に実施し、横断測量は夏期出水後の10月

中旬に実施した。ALB計測にあたり、河川の濁り

や計測範囲の一部（白波部）が欠測となることも

懸念されたが、河川全域で欠測なく計測できた。 

 計測に要した作業時間は、横断測量の現地作業

に2日程度とデータ解析に約7日程度を要した。一

方、ALB計測は飛行計測作業に約半日とデータ解

析に約45日要した。 

 

(2) 縦横断図による計測結果比較 

横断測量とALB計測結果の比較を行うため、最

深河床高で整理した縦断図を作成した（図-9 

a））。また、横断測量を実施した測点において作

成した横断図にALB計測結果を重ね合わせた図を

作成した（図-9 b））。縦断図、横断図ともに若

干の誤差は生じているものの、概ね同じ計測結果

となり、陸部だけでなく水部の河床高の形状も捉え

ている。ALB計測で精度よく計測できることが確認

でき、河道形状の把握に際しては有効な測量方法と

考えられる。 

 

(3) 平面形状による計測結果比較 

a）横断測量結果から作成した河床変動コンター 

平面形状による比較を行うにあたり、横断測量成

果から河床変動コンター図を作成した（図-10）。 

作成方法は、初めに平成28年度に実施した横断測

量結果から河床変動解析ソフトウェアiRIC（以下、

「iRIC」）を用いて平面格子を生成し、格子毎の河

床高を算出した。横断測点間のデータは格子によっ

て内挿補完し、測点間を含む各地点の河床高を算出

した。同様に平成29年度に実施した横断測量結果か

らもiRICを用いて格子毎の河床高を算出した。その

後、平成28年度と平成29年度の河床高の差分をiRIC

にて描画し河床変動高コンター図を作成した。 

 

b) ALB計測結果から作成した河床変動コンター 

次に、ALB計測結果から作成した河床変動コン

ター図は、平成29年度に実施したALB計測で得ら

れた3次元データをもとにiRICを用いて平面格子を

生成し、格子毎の河床高を算出した。 

その後、平成28年度の横断測量結果から作成し

た平面格子の河床高との差分をiRICにて描画し河

床変動高コンター図を作成した（図-11）。 

c) 計測結果結果の比較 

 上記a)、b)の方法で作成した河床変動コンター図

において、青で示された箇所は、平成28年度に計測

した河床高に対し平成29年度に計測した河床高が低

いことを示しており、このような箇所では「洗掘」

が発生したと評価できる。また、赤で示された箇所

は「堆積」が発生したと評価できる。 

上記の方法で河床変動コンター図を作成した結果

を比較すると、「洗掘」および「堆積」の発生状況

は概ね一致した結果となった。 

ALB計測結果から作成した河床変動コンター図で

は面的な河床変動状況をより細かく示されており、

局所的な洗掘が見られなかったことも確認できた。 

このように、ALB計測を行うことで面的な河道形

状が把握可能となることから、局所的な洗掘の有無

などを確認するには有効な測量方法と考えられる。 

 

(4) モニタリング結果 

図-10、11に示す河床変動コンター図を見ると、

平成28年度に対策工を実施した上流側KP160.8付近

において洗掘傾向が見られている。これは、対策

工を実施していない上流側の狭い河道から対策工

により拡幅した広い河道に流れる際に、狭い河道

からの流れが局所に集中して流れることで流速が

速くなったしたことが要因と考えられる。一方、 

a) 最深河床高縦断図 

図-9 横断測量結果とALB計測結果（KP159.0） 

 

b) 横断図 

：ALB測量 

：横断測量 
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基図を航空写真

に統一 

測線を 200m 間隔

に統一 

図-11 ALB計測結果から作成した河床変動コンター 

図-10 横断測量結果から作成した河床変動コンター 

図-12 河床低下対策区間の航空写真 
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KP160.6より下流側については、右岸側において概

ね堆積傾向が見られている。これは、平成28年度

の工事で上流側に覆礫材を施工したことにより、

図-12に見られるように澪筋が右岸側になっている

ことで覆礫材が右岸下流側へ移動したと考えられ、

河床低下対策工を実施した効果が現れていること

を示している。 

 

(5) ALBの適用性について 

ALB計測において面的な3次元データを活用する

ことで、局所的な洗掘箇所の有無を把握し、面的

に順応的管理の管理基準値超過有無の確認が可能

となる。また、局所的な洗掘箇所に対して対策工

の実施を検討する際に、面的な三次元データを用

いて対策工の詳細設計の検討も可能となる。 

この手法を用いることで、これまで実施してい

る河床低下対策工の効果検証に必要な河床変動状

況を把握する有効な方法と考えられる。 

しかし、今回の計測では欠測は無かったものの、

出水時など河川水の濁りが強い場合や白波部では

データの欠測や水深の深い箇所で欠測となる可能

性がある。欠測の有無については計測完了後2週間

程度の期間を要し、欠測となった箇所は別手法で

補完する作業が追加で必要となる。また、計測デ

ータ解析には1.5ヶ月程度要するため、欠測箇所を

含めた計測結果を迅速に確認することが短期間で

は困難であることが課題として挙げられる。 

5.  まとめ 

 

 石狩川河床低下対策区間において実施したALB計測結

果について、以下に報告する。 

① 横断測量とALB計測結果を縦横断図で比較した結

果、ALB計測において陸部、水部ともに標高が精

度良く計測できた 

② ALB計測は3次元データを取得することにより、

面的な河床変動を把握することが可能であり、局

所的な変動も把握することができた。 

③ 面的な河床変動を把握することが可能であること

から、河床低下対策効果検証のモニタリングにお

いては有効な方法であることが確認できた。 

④ さらに、モニタリング結果を受けて対策工等を検

討する際には、面的な三次元データを用いること

により詳細な設計が可能になると考えられる。 

⑤ 河川の濁りや深い部分のデータ取得が困難なこと

やデータ解析に時間を要することから、河川の濁

りが発生する出水後においては活用が困難と考え

られる。 
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