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2003年８月沙流川洪水時の河畔林倒伏状況と流れ
Field Observation on Uprooted Trees and Flow Pattern
at the August 2003 Flood of Saru River
油川
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流木は洪水時の流水の阻害を招いたり構造物の破損を生じることから、河畔林の流木流出対策を行
なうことは河川整備・管理上、非常に重要である。
2003年８月に発生した台風10号により北海道胆振地方の東端に位置する沙流川では多くの流木が確
認された。本研究では沙流川中流域および上流域における洪水直後の河畔林状態の調査結果について
報告するものである。また、その結果を利用し倒伏状態から導かれる流速推定式を用い、樹冠部の形
状をも考慮して流速を算定した。その結果、いずれの調査区間においても流れは地形に大きく依存し
ていることが明らかとなった。さらに中流域と上流域では流速分布に顕著な違いが生じていることが
確認された。
《キーワード：沙流川；河畔林；現地調査；倒伏限界モーメント；流木》

In river improvement and management, it is important to prevent riparian trees from washing
out as driftwood, because driftwood hinders water ﬂow, particularly during ﬂooding, and damages
river structures.
After Typhoon No.10 struck Hokkaido in August 2003, driftwood was observed in great amounts
on the Saru River, which is in the eastern part of Iburi Subprefecture, Hokkaido Prefecture. This
study surveyed the condition of riparian woods leaning and uprooting immediately after ﬂooding
at the middle and upper reaches of the Saru River. This condition was used to derive a flow
velocity estimation equation that, when crown structure was incorporated, enabled us to estimate
the flow velocity during flooding. At every survey site, the flow velocity was found to depend
largely on the topography. The ﬂow velocity distribution at the middle reaches was found to diﬀer
greatly from that at the upper reaches.
《Keywords：Saru River, channel vegetation, ﬁeld observation, uprooting moment, driftwood》
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14.5㎞の地点）の堤外地右岸 ､ 及び上流域に位置する

１．はじめに

沙流川の支流である宿主別川下流の左岸沖積地を選定
2003年８月３日に発生した台風10号は北海道胆振地

した。

方の東端に位置する沙流川において既往最大の洪水を

沙流川中流域の調査地は河道から高水敷にかけて、

引き起こした。これまでに、土木学会水工学委員会は
調査団を編成しあらゆる側面からの解析を進めてき
た１）。その中で渡邊らは、流木の挙動と影響を調査し、

河畔林が低木林〜亜高木林〜高木林と推移しており、
流域の河畔植生を代表する構造を呈している。高木層
はオノエヤナギ、エゾノキヌヤナギが優占し、エゾノ

この大洪水により発生した当該河川流域における山間

カワヤナギ、ニセアカシアが僅かに混交する。低木〜

部等からの大量の流木の状況を把握するため、河畔林

亜高木層は上記樹種のほかネコヤナギ、タチヤナギ等

の倒伏状況、流木の堆積分布や堆積量、さらに河道内
での流木の発生源等について検討を行った。その結果

も多く出現する。この点から河畔林の構造がこの地域
では標準的であると考えられる。

沙流川河口から二風谷ダムまでの区間において、上流
域も含め河道内や河道付近から流出したと推定される

一方、上流域の調査地はヤナギ類のほかにドロノキ、
シラカンバ、ケヤマハンノキが混交し、山腹斜面に近

河畔性樹種の流木が全体の20％を占めており、河畔林
も流木の発生源の一つであることを示した２）。

い箇所では、上記樹種のほかにミズナラ、イタヤカエ
デ、ハルニレなども出現する。また、高木層の平均樹

流木は洪水時の流水の阻害を招いたり、橋脚等の河
川構造物に引っ掛かり大きな流水抵抗がかかることに

高は10m で、低木層は発達していない。この点から
河畔林の構造がこの地域では標準的であると考えられ

より構造物の破損を生じさせる場合がある。このため

る。これらの調査地における樹木を全て調査すること

河畔林の流木流出対策を行うことは、洪水被害の低減
につながり、今後の河川環境を踏まえた河川整備や河

は、調査量が膨大となることから、領域を限定して調
査を行なった。すなわち、中流域の調査地では河畔林

川管理を行う上で必要不可欠な事項となっている。

を横断方向に50m 縦断方向に25m の帯状に区切り、

本報告では2003年の沙流川洪水において、河畔林と
洪水の関係を把握するため洪水直後の中流域また上流

このうち写真１に示したように下流から領域Ａ、領域
Ｂ、領域Ｃとし３帯計13,200㎡を調査範囲とした。ま

域に植生する河畔林の状態を調査した結果を比較し報

た上流域の調査地では写真２に示したように12,400㎡

告するものである。また、洪水中の流況を把握する一
つとして洪水による樹木の倒伏から流速を算定する手

を調査範囲とした。

法が提案されており３）、それらを用いて洪水時の流況
についての検討も行なった。

２．２

２．標準地調査

で1,971本である。この地点の平均立木密度は1.49本／

毎木調査

２．２．１

沙流川中流域

中流域において毎木調査の対象としたのは、３領域

２．
１ 調査範囲の概要
図１に沙流川全域図を示した。沙流川は幹線流路延

10㎡である。毎木調査により明らかになった標準地の
河畔林の各要素について、以下に記す。

長104㎞、流域面積1,350㎢をもつ1級河川である。洪

樹種
図２(a）に示したようにヤナギ類のほかに確認でき

水後の調査を実施した箇所は沙流川中流（河口から

たものはニセアカシア、ケヤマハンノキの２種である

図１
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①

沙流川全域図
3

写真１

沙流川中流域標準地

写真２

沙流川上流域標準地

が、この２種は全体に対する割合が２％と小さい。

し、ここでの倒伏角度とは倒伏前後における地表面と

②

の角度の差であり、完全に倒伏した状態が90°、全く
倒伏していない状態が０°である。

胸高直径
図３(a）に示したように４〜７㎝の個体が多く、平

均は7.2㎝である。
③ 樹高
図４(a）に示したように樹高は４〜６m のものが

２．２．２

沙流川上流域

多く、平均で6.6m である。河道中央に近い箇所ほど、

上流域において毎木調査の対象としたのは、2169本
で、立木密度は1.75本／ 10㎡である。毎木調査により

また上流側の領域ほど樹高の低い傾向が見られる。
④ 倒伏傾斜角度・倒伏方向
図５(a）に示したように、完全に倒伏しているもの

明らかになった河畔林の各要素について、以下に記す。
① 樹種
図２(b）に示したようにヤナギ類が本数比で全体の

も存在するが、そのほとんどは傾いた状態となってい
る。調査結果を見ると河道に近い箇所ほど、また上流

78％を占めるが、ドロノキ等の河畔性樹種、イタヤカ
エデ、ミズナラ等の山地性樹種も出現する。15％を占

側のブロックほど倒伏角度の大きいものが多く、倒伏
方向も一定の方向を示している傾向が見られた。ただ

める山地性樹種は、ほとんどが中央部の山腹斜面寄り
に分布している。
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②

図２(a）中流域樹種別本数

図２(b）上流域樹種別本数

図３(a）中流域胸高直径別本数

図３(b）上流域胸高直径別本数

図４(a）中流域樹高別本数

図４(b）上流域樹高別本数

胸高直径
図３(b）に示したように３〜６㎝の個体が多く、平

均は6.1㎝である。
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③

樹高
図４(b）に示したように樹高は４〜６m のものが

多く、平均で6.6m である。成立箇所による樹高分布
の明確な相違は見られない。
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図５(a）中流域倒伏角度別本数
④

図５(b）上流域倒伏角度別本数

倒伏傾斜角度・倒伏方向
図５(b）に示したように洪水による倒伏角度が小さ

い立木の本数が多くなっており、中流域とは明らかに
傾向が異なる。河道に近い中央箇所ほど、また上流側
のブロックほど倒伏角度が大きく、倒伏方向も一定の
方向を示している傾向が見られるが、中流域ほど明確
ではない。
２．
３

洪水痕跡調査

中流域における調査範囲の河畔林内には、幹枝にゴ
ミや草わら等の付着物が多く確認された。毎木調査時

図６

樹齢と樹高の関係

に付着箇所の最高位を記録し洪水時の最高水位を想定
した。このとき、隣接する樹木同士で洪水痕跡に差が
あるものが多く見られた。これは、痕跡が小さい樹木
は洪水後に付着したものであると考え、標高で25 〜
26m、標準地の地表からピーク水深が約６m 程度の規
模の洪水が生じたと判断された。
一方、上流域の河畔林内には、中流域とは異なり付
着物の確認ができなかった。このため洪水痕跡からピ
ーク水深を求めることはできない。そこで、毎木調査
時に流木が標高155m 程度までに最大堆積していたこ
とから、この付近にまで流水が達していたと考え、樹
木各々の標高の差から水深を想定した。その結果、最

図７

樹齢と胸高直径の関係

大8.5m、平均７m 程度の水深であったと判断された。
調査区間では数年生以上の樹木はおおよそ年に約１㎝
河畔林の成長の程度を把握することを目的に、各領

の肥大成長を示している。全国の調査結果と比較して
この地点でのヤナギの成長は早いことを示している。

域６本の立木を伐採し、樹高１m 毎に年輪数と年輪
幅を計測して樹幹解析を試みた。調査対象木は調査範

また調査木は全て先駆性の樹種であるが、成長の速さ
は樹種よりも個体差に因るものが大きい結果となっ

囲の河畔林の主な構成樹種であるヤナギ類、特にオノ
エヤナギ、エゾノキヌヤナギの２種とした。各領域の
比較において顕著な差が生じなかったため代表し中流
７に示す。図６には全国７河川
域の調査結果を、図６，

た。毎木調査の平均樹高が６〜７m、平均胸高直径が
６〜７㎝であることを勘案すると、標準地の河畔林は
10年生前後の立木が多いことがわかる。

２．
４

樹幹解析

に植生するヤナギの樹齢と樹高の関係を併記した４）。
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２．
５

樹冠部構造

表１

中流域で引き倒し試験を行なった樹木の諸元

表２

上流域で引き倒し試験を行なった樹木の諸元

樹冠部は流れに対して大きな投影面積を有すること
から流れへの影響あるいは流水から受ける力を考える
場合に重要となる。
各流域に生育し、その箇所を代表すると考えられる
樹木を選定し、模式図を作成して樹冠部構造と樹高と
の関係を把握することを試みた。図８に中流域の樹木
を対象としたその平均構造の相違を示した。ただしこ
れらは樹冠最下点からの高さ方向の位置を樹冠部高
さ、枝張幅を最大枝張幅でそれぞれ無次元化した後、
樹冠部の右部位、左部位の全てについて樹高により３
つに区分して区分毎に平均したものである。この関係
から樹高により樹冠部構造に相関が認められる。
すなわち、樹冠の下部は樹高によらずほぼ同一の形
状を示すが樹冠の上部は樹高が高くなるにつれ相対的
に細くなる傾向がうかがえる。ここで代表樹木として
選定した全樹木の樹冠部構造を対象に式
（1）を用いて
フーリエ級数展開を行い、無次元樹冠幅の関数 を三
角関数の和で表現した。ここで α；無次元樹冠部高で
ある。
（1）
このとき式 (1) の関数形はほぼ振幅値 b1,b2,b3 の３波
で表現することができると考えられ樹高と振幅には式
(2)(3)(4) の関係があることが見出された。なお式
(1)(2)(3)(4) を用いた値と各樹木の値を比較すると、
平均相対誤差4.7％、最小0.5％、最大10.7％となった。
b1=-0.0035h1+0.5778
（2）
b2=0.003h1+0.0095
（3）
b3=-0.0029h1+0.1123
（4）
一方、上流域においては中流域のような樹高による樹
冠部構造の顕著な相違が確認できなかったことから、
全対象樹冠部を平均化した。関数形は振幅値 b1 の１

図８

樹高別の樹冠部構造の比較

波で表現できるものとし b1=0.56とした。式（1）を用
いた値と各樹木の値を比較すると、平均相対誤差5.9％、
最小0.8％、最大11.9％となった。
３．測定結果
３．
１

引き倒し試験方法

調査地における樹木の耐倒伏力を把握するため、倒
伏試験を行なった。中流域では代表箇所31本、上流域
では６本の樹木を対象とした。試験を行った樹木の諸
元を表１，２にそれぞれ示した。樹木の根元から1.2m

図９

樹木の倒伏角度と倒伏モーメントの関係

伏角度を測定しながら、樹木が完全に倒伏するまで実
施している。

の高さにワイヤーを張り、油圧ショベルで反力をとっ
た。続いて中間部に荷重計およびレバーブロックを取
り付け荷重をかけていき、モーメントとそのときの倒
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３．２

樹木倒伏過程

倒伏試験においては、樹木が完全に倒れるまでのモ
7

ーメントと倒伏角度と記録していることから倒伏角度と

表３

引き倒し試験を行なった樹木の諸元

そのときのモーメントを関係付けることが可能である。
対象とした樹木の本数が多いことから、測定結果の
代表例として中流域で行なった引き倒し試験結果を用
い図９に示した。また、倒伏角度10°および40°のと
きを一例として樹径とモーメントの関係を見たものが
図10である。この関係を式（5）で表現し、各倒伏角
度における係数を整理したものが表３である。
Mi=αid2
（5）
ここで、M ;モーメント，α ;係数，d ;樹径であり、添え
字の i は各倒伏角度を示している。ただし樹種、土質
等樹径以外の要素を無視し最小二乗法により求めてい
る。この係数と倒伏角度の関係を整理すると図11とな
る。これらの結果は、樹木が倒伏する過程を再現して
いると考えられる。徐々に荷重がかかり倒伏角度10°
前後の倒伏モーメントを閾値とし、それ以降はより大
きな負荷が働かなくても樹木は倒伏する。その後、倒
伏角度50°前後のとき急激に倒伏モーメントが増大す
る。
このときの倒伏モーメントは倒伏限界モーメント、
樹木が完全倒伏するときの負荷であると考えられる。

図10

倒伏角度10°,40°のときの樹径とモーメントの関係

すなわち、洪水後の倒伏状況調査により観察された各
樹木の倒伏角度の10°から40°の範囲は各樹木が受け
た流水力に有意な差を認めることが出来ないこととな
る。従って、洪水後の倒伏樹木調査においては、完全に
倒伏した状態か否かの２通りの判断で、流体力を推定
することとなり、完全倒伏時の角度を求めることが重
要な事項となる。上流域でも同様の傾向が確認された。
３．
３

完全・不完全倒伏の境界角度の定義

図11

図12，13はそれぞれ中流域、上流域で倒伏試験を行

倒伏角度と回帰式定数値の関係

った各樹木の倒伏最大角度と倒伏モーメントの関係を
示したものであるが、樹径によらずほぼ50°で完全倒
伏していることが示されている。今回の試験では多少

図13

倒伏最大角度とモーメントの関係（上流域）

ばらつきはあるものの樹径によらず50°前後で完全に
図12
8

倒伏最大角度とモーメントの関係（中流域）

倒伏する結果を得た。今回の調査では50°以上を完全
倒伏、それ未満を未倒伏と考えることができる。
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３．
４

引き倒し試験結果と回帰式の算定

図14

樹木直径と倒伏限界モーメントの関係

引き倒し試験を行った結果、中流域、上流域におい
て樹木の直径と倒伏限界モーメントには式（6）（7）
で得られる回帰式の関係がそれぞれ見出された。
Mc=1.37×106d2 （6）
Mc=2.55×106d2 （7）
ただし３．３同様、樹種、土質等樹径以外の要素を無
視し最小二乗法により求めている。これまでにも同様
な方法で試験が行われてきており、図14に1992年８月
鵡川洪水後の結果を併記した５）。これより今回の両標
準地に生育する樹木は、以前行った試験地と比較し倒

図を図15（a）で、また不完全倒伏樹木の位置を図15（b）
で示した。その結果、上流側また河道中央に近い箇所

伏しにくいことがわかる。この理由については生育地
の土壌等の影響が存在していると考えられるがそれに

ほど50°以上の完全倒伏した樹木が多く見られ、特に
領域Ｃ，Ｂでは低木が多く植生しているためその傾向

ついては今後の課題としたい。

が顕著であり樹冠部にまで浸水している状態であった。
50°未満の不完全倒伏樹木については下流側ほどま

３．
５

毎木調査の対象とした樹木について倒伏状態で分類

た河道から離れるに従いその分布が多く見られた。な
お、領域Ａにおいては築堤近傍で高木が多いため他領

した。ここで中流域における完全倒伏した樹木の分布

域と比較し顕著な違いが生じた。ここで対象領域にお

図15(a）中流域樹木完全倒伏分布図（倒伏角度50°以上）

図15(b）中流域樹木不完全倒伏分布図（倒伏角度50°未満）

図16(a）上流域樹木完全倒伏分布図（倒伏角度50°以上）

図16(b）上流域樹木不完全倒伏分布図（倒伏角度50°未満）

樹木倒伏パターンの分類
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ける樹木の倒伏ケースの割合は表４に示した通りであ
る。ただし、後述するようにケース１は樹木の樹幹部
分のみ、ケース２は樹幹部分と樹冠の一部、ケース３
は樹木全体がそれぞれ浸水している場合である。
一方、上流域では中流域とは異なり成立箇所による
樹高分布の明確な相違が見られないため水深と樹高の
関係による倒伏の形態の分布を把握することはできな
い。しかしながら中流域同様、河道中央に近い箇所ほ
どまた上流側ほど50°以上の完全倒伏した樹木が多く
見られた。また、山腹斜面付近の樹木は不完全倒伏の
樹木の割合が圧倒的に高いことが確認できた。ここで
完全倒伏した樹木の分布図を図16(a) で示した。また
図16(b) に完全倒伏していない樹木の位置を示した。

図17

樹木各部位の定義図

ケース1）樹木の樹幹部分のみが浸水しているとき
表４

各領域における倒伏ケースの割合

（h0 ≧ h）
このとき流水が幹部のみに作用することから倒伏モ
ーメントは式（8）で与えられる３）。
（8）
このときの倒伏試験結果から、推定流速は式（6）
（7）

４．倒伏状態からの流況の検討
４．
１

（8）より式（9）で与えることが可能である。

樹木の倒伏パターン分けならびに流速推定法

（9）

本研究では洪水流によって発生した樹木の倒伏とい
う実現象の結果から、どのような流れで樹木の倒伏が
生じたかを推定することとした。今回の洪水ではどの

ただし中流域、上流域でそれぞれ k ＝1.37,2.55である。

時点で樹木の倒伏が発生したかは不明である。このた
め樹木が倒伏した時間が異なれば、倒伏から推定され
る流速の生起した時間も異なる。洪水は時間的にも場

ケース2）樹木の樹幹部分と樹冠の一部が浸水してい
るとき（h0 ＜ h ＜ h1）

所的にも複雑な現象の複合であり、倒伏状況が洪水後

このとき流水が幹部と樹冠部に作用するため、それ

の状況であることを考え合わせると、得られる結果は
概略なものとなる。また、洪水流による樹木の倒伏が

らの合成モーメントを用いる必要がある。
樹冠部に作用するモーメントを樹冠部の総投影面積
Aw とすると式（10）、（11）として推定する手法がこ

引き倒し試験で行っている様な静的な荷重のかけ方で
再現し得るかも不明である。しかし、洪水中の現象に
関する知見は未だ十分とは言えないことから今回の洪
水で生じた現象の解明の第一歩として、このときの洪

れまで報告されている４）。
Aw ＝ N・d・l

水のピーク時の流れが定常で流れたものとして検討す
ることとした。

（10）
Aw1 ＝ Aw・（h − h0）/（h1-h0）
（11）
ここで N は洪水位以下の枝の本数、d は枝の平均直径、
l は枝１本の長さである。しかしながら今回の調査で

樹木の倒伏には樹高と水深との関係で次の３ケース
が想定される。そのケースならびにそのときの流速の

は洪水位以下の枝の本数、枝の平均直径、枝１本の長
さの測定は測定木が多数であり困難であったため行っ

推定式について記述する。ただし解析において用いた
各記号は h；水深、h0；下枝長、h1；樹高、s；枝張長

ていない。ゆえに樹冠部の形状が式（1）
（2）
（3）
（4）
で表
されるとすると、抗力の作用幅の一般式は中流域では

である。また、水深方向の流速分布には洪水時である
ことを考え1/7乗則を用いている３）。図17に樹木各部
位の定義図を示した。

式（12）、上流域では式（13）として表すことができる。
（12）
（13）

10
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図18(a）中流域完全倒伏時流速分布図（倒伏角度50°以上）

図18(b）中流域不完全倒伏時流速分布図（倒伏角度50°未満）

図19(a）上流域完全倒伏時流速分布図（倒伏角度50°以上）

図19(b）上流域不完全倒伏時流速分布図（倒伏角度50°未満）

ここで z；河床を０とし鉛直上向を正とする座標軸で
ある。この関係より、樹冠部分が受けるモーメントは

４．２ 完全・不完全倒伏時における流速分布
４．１における各倒伏ケース別による流速算定式を

式（14）で表すことができる。

用いて全樹木から調査範囲を通過する流速を推定し
（14）

これより推定限界流速式は式（15）となる。

（15）

た。ここで樹幹部まで浸水し倒伏すると想定したケー
ス２，３での樹冠部モーメント算定に用いる抵抗係数
値について、林らの知見６）、また著者らの実際に植生
するヤナギ樹木を用いた水理実験より得られた値 Cd'
＝0.62を用いた７）。なお、この Cd 値は、樹冠部の流水
による投影面積の減少分を Cd 値の減少に置き換えて
表現しているものである。また幹部の抵抗係数値は
Cd=1.2とした。しかしながら４．１で得られた各々の

ただし中流域、上流域でそれぞれ k ＝1.37,2.55である。

推定流速式は樹木が完全に倒伏するときのみに適用が

ケース3）樹木全体が浸水しているとき（h ≧ h1）

可能であり倒伏が不十分なときには妥当な値を得るこ
とができない。ゆえに、本解析では３．３のように完

ケース２同様、合成モーメントを用いる必要がある。
このとき樹冠部全てが完水しているため、水深（h）
を樹高（h1）に置き換え、
推定流速式は式（15）となる。
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全倒伏・不完全倒伏樹木に分けて検討を行う。ここで、
完全倒伏した樹木から算定される流速を u1、完全倒伏
していない樹木から算定される流速を u2 とし実際に
11

図20

沙流川中流域流速分布図

写真３

12

沙流川中流域広域図
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図21

沙流川上流域流速分布図

写真４
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沙流川上流域広域図
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流下した流速を u0 とすると u1 ≦ u0 ≦ u2 なる関係が

路との境界付近に植生する河畔林は流速の大きな流れ

存在することになる。
図18(a）に中流域において50°以上の完全倒伏時か

の影響を直接受けるが、下流に向かうに従い流れが弱

ら算定される生起流速分布図を示した。図18(a）につ

法として得られた流速は、中流域と上流域に相関性は

いては、倒伏後に最大流速が生じる場合も存在するた
め算定された流速は実際よりも小さい。図18(b）に倒
伏角度50°未満の樹木を対象とした流速分布図を示し

見られないため現段階では沙流川全域の流況把握とし
て評価することは極めて困難であるが、情報から総合
的に判断すると得られた値から樹木の流れに対する位

た。図18(b）については実際倒伏していないのにも関

置またはそれら周辺の地形構造により、洪水流から受

わらず倒伏したとしているため、算定された流速は実

ける力が大きく異なると考えられる。

際よりも大きい。図18(a）と図18(b）との比較から実
際に生じたと考えられる流速分布図として図20が得ら

５．おわりに

められたと判断できる。本洪水の流況を把握する一手

れた。また中流域広域図として写真３を示した。同様
に上流域において、図19(a）に完全倒伏したと判断さ

沙流川で生起した既往最大の洪水により大量の流木

れる倒伏角度50°以上の樹木を対象とした倒伏生起流
速分布図を示した。また、図19(b）に完全倒伏してい

が発生した。河畔林は、上流から流下する流木を捕捉
したが自分自身も流木となる場合も存在した。洪水時

ないと判断される倒伏角度50°未満の樹木を対象とし
た流速分布図を示しそれらの比較により、実際に生じ

の流況が不明であったことから、本研究では解明の手
段として河畔林の倒伏状況から倒伏限界モーメント測

たと考えられる流速分布図として図21が得られた。ま

定値との比較による流速の推定を行った。今回取り扱

た同様に写真４を示した。

った現象は非常に複雑であり、現象解明には２次元流
況計算による数値解析結果や、樹木の洪水流による倒

４．
３

伏過程を合わせることにより、生起した現象のより詳

流況の推定

図20より中流域において各領域ごとの流速分布に違

細な推定と考察も必要となる。

いが見られることがわかる。領域Ｃでは全域を通じて
ほぼ同じ流速１〜２m/s を生じたと判断される。一

謝辞：本論文における樹種等の調査については、
（財）

方Ａ、Ｂでは低水路から遠ざかるにつれ流速が速くな
る傾向が見られる。低水路付近では１〜２m/s、高水

林業土木コンサルタントの協力を得た。ここに記し、
感謝の意を表します。

敷側で２〜３m/s となった。一般に高水敷の流れが
低水路内の流れに比べ遅くなるが、領域Ａ、Ｂでは逆
の現象が生じたことになる。このことについてはさら

参考文献

に詳細な検討が必要であるが樹木の倒伏方向から以下

１）（社）土木学会水工学委員会：平成15年台風10号
北海道豪雨災害調査団報告会，2004

のように考えることができる。すなわち写真３の広域
図に示された通り今回の洪水では河畔林を縦断する流

２）鈴木優一、渡邊康玄：出水に伴い発生した流木の
影響，河川技術論文集第10巻，pp107-112,2004

れと採草地を縦断する流れが存在するが、採草地上の

３）渡邊康玄、市川嘉輝、井出康郎：洪水時における

流れは樹木群が存在しないため、比較的流速の大きい

河道内樹木の倒伏限界，水工学論文集第40巻，

流れとなっているとともに、この地点の直下流で堤防
に接近しており、流れが強制的に河畔林方向へ向けら

1996.
４）リバーフロント整備センター：河川における樹木

れることとなっている。このことから領域Ａの採草地
側では採草地を流下してきた流速の大きな流れが流入

管理の手引き―河川区域内における樹木の伐採・
植樹基準の解説 , 山海堂，pp170-171,1999

したものと判断される。
一方、上流域に関しては図21のように上流側付近で

５）渡邊康玄、橋本識秀、三谷修司：鵡川平成4年8月
洪水における河道内樹木の倒伏調査，土木学会第

は流速３−４m/s あるいは４m/s 以上で通過し、下
流側では流速１−２m/s を生じたと判断される。こ

47回年次学術講演会講演概要集，pp181-188，1994
６）林建次郎、辰野正和、長林久夫、橋本晴行，単独

れは上流域の調査付近の地形によるものと考えられ
る。すなわち写真４で示されるように湾曲部内側の流
れの乱れにより様々な方向への倒伏が確認されるもの

樹木に作用する風力計，流体力の評価とその応用
に関する研究論文集第2巻，pp96-103,2003
７）油川曜佑、鈴木優一、渡邊康玄：高水敷上に生育

の、ある程度樹木倒伏方向に一貫性があり氾濫流が一
定方向にのみ通過するものと考えられる。ゆえに低水

す る ヤ ナ ギ の 抵 抗， 河 川 技 術 論 文 集 第10巻，
pp83-88,2004

14

北海道開発土木研究所月報

№626

2005年７月

油川 曜佑 *
Yousuke ABURAKAWA
平成16年度依頼研修員
株式会社北開水工コンサルタント

北海道開発土木研究所月報

№626

2005年７月

渡邊 康玄 **
Yasuharu WATANABE
北海道開発土木研究所
環境水工部
河川研究室
室長
博士（工学）

阿部 修也 ***
Shuya ABE
北海道開発土木研究所
環境水工部
河川研究室
主任研究員

15

