成果報告

寒地河川をフィールドとする環境と共存する
流域、河道設計技術の開発について
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ長
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重点プロジェクト研究概要説明
次の重点プロジェクトですが、寒地河川をフィール
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ドとする環境と共存する流域、河道設計技術の開発で
すが、最初に概略を説明させていただきます。図－１
に列記しているように、寒地の河川は様々な特徴を
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持っています。まず、結氷いたします。それから、春
先４月、５月になりますと雪が解けまして融雪出水が
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発生します。さらに、寒冷地の中でも特殊な自然環境
や、生態系を含めまして、自然環境にも特異なものが
あります。それから、蛇行していた河川を安全・安心
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のために直線化いたしましたので、旧川跡の三日月湖

図－１

という利用可能な水辺空間が非常に多く残っている特
徴があります。さらに、維持管理、安全・安心の確保
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についても、本州と非常に違う点があります。
このような特徴を踏まえた上で、流域における要求
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を簡単に整理いたしました。まず、地域住民の生活と
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しては当然、安全・安心の確保があります。それから社
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会情勢としては、
自然環境保全があります。それから、
「生活の変化」と書いていますが、最近生活に「ゆとり」
というのがでてまいりまして、水辺空間の有効利用、
といったことがよく言われています。川自体は自由な
空間でございますので、カヌーとか様々な利用をして
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いただいておりまして、そういった市民の生活の様式
が変わってきました。それからもう一つは、川といい

図－２

ながらも、
やはり食料を供給できる基地でございます。
それからもう一つ、これは大きなインパクトですが、
観光がございます。きれいな川が流れ、遠くに山があ

課題によって成り立っていますので、順次説明をさせ
ていただきます。

り、緑があってというのは、観光に良いインパクトを

最初が、蛇行復元等による多様性に富んだ河川環境

与えますので、これらが流域に求められております。

の創出手法です。先ほどお話ししましたように、昔は、

これらを研究し、安全・安心で豊かな環境を有する流

安全・安心のために蛇行した河川を直線化いたしまし

域を創造したい。その上で維持管理を簡単にしていく

た。直線化した河川において環境にも配慮するために、

ことを目標として、このプロジェクトを立ち上げてお

安全・安心を保持した上で、蛇行を復元することをこ

ります。

の研究の中で行っています。ただ、真っすぐだった川

これも、図－２に示しますように幾つかの個別の課

をまた曲げてしまったのでは、また安全・安心という

題によって成り立っております。この研究は、五つの

ことでいろいろな問題が起きますので、曲がった河道
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図－３
と真っすぐの河道、２way 河道と我々は言っていま
すが、こういう二つの河道を同時に維持管理できない

図－４
２

蛇行復元等による多様性に富んだ河川環境の創出
と維持の手法の開発

かを研究しました。
それから、二つ目の研究ですが、冷水性魚類として

図－４は道東の標津川の写真ですが、地図上の黒い

具体的にはサクラマスをターゲットとしていますけれ

線が川です。50年前は、このように強く蛇行していま

ども、そのサクラマスが海に降下して、また川に戻っ

した。その後、安全・安心のために直線化させていま

てきて産卵して、稚魚が育つという課程を支援するた

す。直線化して安全・安心が保たれましたが、昔の河

めの河道設計技術の確立を、この２番目の課題研究で

川では、河岸に木があったり蛇行したりしていました

行っています。

ので、流速が様々に変化をしていました。また、中心

それから三つ目ですが、北海道の河川を管理してい

部分の流速は速く、岸辺は遅い、といった流速の変化

くのに非常に大きな課題となっています結氷時の維持

もありました。当然この流速が遅い部分が小さな魚の

管理です。流量観測についてですが、氷の下にどのぐ

すみかとして利用され、非常に良好な自然環境であり

らい流量が流れているのかというのがわかりません。

ましたが、直線化したために、河道のどの部分でも同

また、河口域では塩水遡上という現象があります。河

じような流れの単調な川になってしまい、生物にとっ

口域で塩水が遡上すると流れが非常に複雑な動きをす

て住みにくい環境となってしまいました。そこで、蛇

るということで、現象をとらえて流量観測に役立てら

行部分を復活したうえで、同時に直線部分も活かして

れないかを研究として行っております。

同時に安全性も保つための手法についての研究を行い

図－３に示します四つ目の研究ですが、流域単位で

ました。

事象を解明する研究です。農地等から様々な濁質が出

図－５の写真は実際の標津川ですが、右下図の水色

てまいります。このような濁質が実際に川を通って流

の部分が蛇行が残っていた部分です。実際はもっと長

れ、最終的に湖や海に出ていますが、排出先が湖のよ

い延長で蛇行していまして、それを直線化しました。

うな閉鎖性水域のときに、環境にどう影響を与えてい

ここで、蛇行部分の一部を人工的に掘削しまして、直

るのか、さらに水質を守るためにどうしたら良いのか

線部とつなげました。

を研究しています。

復活した蛇行部分に水を導入するために、直線部に

最後の五番目の研究ですが、洪水の発生時に流木が

左下の図のような透過型の分流堰を設置しました。平

流出しまが、北海道では、上流部に森林が多いので、

常時は蛇行部分に流量を流して環境を守る。洪水時は

特に流木の発生が多くなっています。発生した流木が

直線部にフラッシュして流れますので河川の安全が確

橋に対してどんな影響を与えるのか、河道閉塞したら

保されます。右上の写真のように現地ができ上がりま

どう影響するのかの研究をこの五番目の研究で行って

した。入り口付近に堰をつくっています。この堰の形

おります。

状については、実験の中では直線の堰と、真ん中に切

順次説明のほうをさせていただきます。

り欠きを設けた形での効果を比較しました。それから、
設置位置と流入流量の関係についての検討も行ってい
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図－５
ここで、図－６右下の一番上のグラフで黄色い線が
はね上がっている部分が洪水の発生です。2002年から
データをとっていますが、洪水が幾つか発生していま
す。最初の洪水時は、直線の分流堰が設置されていま
した。真ん中のグラフが蛇行復元部分に流れ込んでき
ている流量です。洪水が来たときは直線部のほうに流
れていきますので、蛇行部の流量は下がります。洪水
が収まってきて落ち着いてくると、直線部の流量が減
少して、蛇行部分の流量が増加するということを示し
ています。
それから、河道が埋まっているかどうかを示す河床
高ですが、洪水が来ると一度蛇行部に入ってきますの

2008

2010
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図－７

で、閉塞して河床高が上昇します。しかし、洪水が収

行っています。図－７の右グラフのように高さを下げ

まってきても流れを確保していますので、河道が徐々

ますと、流入しませんので蛇行部がすぐ埋まってしま

に掘れてきて、
また水が流れていくようになっていく、

います。堰高を上げると蛇行部に水がどんどん入りま

といった分流堰の効果が確認できました。

すが、50センチ以上上げてしまいますと、今度は直線

効果を確認した後に、分流堰に切り欠きを設置して

部に流量が確保できなくなり、河道が閉塞し樹木等が

みました。設置後に発生した洪水後の調査では、蛇行

繁茂しまして、治水安全上、非常に危険になりますの

部の河床は回復しませんでした。蛇行部に流れる流量

で、現在の堰高にプラス50センチぐらいまでが限界だ

との関係と考察していますが、上部の写真と図中の赤

ろうという結論に達しております。

い部分のように河道が閉塞してしまいまして、切り欠

研究を通じて適正な流量については検証できました

き部の効果はないと判断し、現地の分流堰は直線形状

が、生物についてはどのような影響があったのかを図

に戻しました。直線形状に戻してから一度洪水が来て

－８の右上のグラフに示しています。結論から申し上

いますが、順調に蛇行部の河床高は回復していますの

げまして、蛇行部分には、直線部分の約倍近い種が戻

で、現在の分流堰の効果が確認されました。

りました。グラフを見ていただくとわかりますように、

適正な流れを保つことができましたので、導入の流
量を数値で検証しました。結果は河川それぞれによっ
て違いますが、このように数字で河川の回復をあらわ
すことができることが確認されました。
分流堰の高さについては、現在設置している高さで
有効に機能していますが、堰高を変更しての実験も
30

流量が確保できたことで生物についても回復しまして
蛇行復元の成果が検証されました。
現地の実験位置は図－８の地図に示しますが、下流
側にも同様の蛇行部分が残っていますので、旧川跡を
復元して、安全で、しかも環境に優しい川というのを
創造するという計画があります。
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図－８
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冷水性魚類の自然再生産のための良好な河道設計
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は川と海との間を降下・遡上を繰り返しています。こ
のような指標になる魚の健全な生活環境を保全するこ
とは、良好な河川環境を守ることになる、と考えてい
ます。
では、その研究ですが、まず産卵環境の整備を検証
しました。それから、冬期環境が稚魚にとって非常に
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厳しい状況ですので、良好な越冬環境を創造できない

図－10

かの検討を行いました。さらに、サクラマスは河川内

研究の方法なのですけれども、図－10のように河川
自体を砂州と非砂州の地形にそれぞれ分類しました。
そのうえで大体川幅と同じぐらいの区間に分割しまし
て、その中での河床の勾配というのを調査しました。そ
れを相対河床勾配としています。これは調査全区間に
対して分割した区間の勾配を示すもので、値が大きけ
れば大きいほど急勾配となります。
図－11が調査結果ですが、右上のグラフの青い色が
産卵床で、赤の全調査数に対しての産卵床の数は、砂
州のほうが非砂州に比べて非常に多いのが確認できま
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図－11

す。
ここで左のグラフに注目していただきたいのです

たのが、この左下のグラフです。これは産卵床があっ

が、先ほどお話ししたように相対河床の数字が大きい

たところの相対河床を示していますが、１より低いと

ほど急なところなのですが、産卵床が確認された区間

いうことは緩やかな箇所に産卵床があるということで

でも、急なところには産卵床が少なくなっていて、む

す。それから、縦は、産卵床があった部分の下流側の

しろ緩やかなほうが多いことがわかりました。それを

河床の勾配を示しています。これは１よりも大きいほ

産卵床の確認地点とその直下流部との相対河床で示し

うが産卵床として有効だったことが確認されますの
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で、実際のイメージとしては右下の図のように、河川
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に河床を水が浸透して抜けていますので、非常に産卵
にふさわしい環境なのだろうと推測されまして、産卵
床設置位置のイメージといったものを把握することが
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できました。
そのようなイメージをつかんだ上で、現地調査に入

ታ㛎⁁ᴫ

l

L
3b

B/2

H

りました。図－12の右上の図に、Aa や Bb の記入が
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h
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ありますが、これは分類です。A は上流、B はどちら

ࡷᅘຸও

かといえば中流から下流域になります。a というのは、

図－14

どちらかといえば滝のような急流河川、b というのが
波立っている川、ここでは例がありませんが、ｃとい

越冬しているということがこの研究で検証できました。

うのはゆったりとした緩流河川を示します。ですから、

産卵環境と越冬の関係が検証できましたので、今度

ここは Aa から Bb ですので、上流部から中流の区間

は移動の関係です。河川構造物には、魚が降下・遡上

を対象としています。その６地点を調べまして、その

するために図－14のような魚道が設けられています。

結果を分析いたしました。

ところが、上流から土砂が流れてきますので、上部左

それと、冬期の対策として図－12の図と写真にある

の写真のように魚道の上流側の入り口に土砂が詰まっ

ような石を現地に設置しました。図のとおり１段で２

てしまって、全く機能しなくなっています。それから、

個並列にしたものを越冬場として利用可能な場所に設

同じように流木についても、上部右の写真のように魚

置しまして、魚の利用状況を検証しました。

道の上流側入り口に流木が詰まってしまって、せっか

図－13の右上に現地調査の結果を示しますが、上流
部へ行くにつれて、流心部のほうの越冬箇所環境が多

く設置したのに魚が利用できない状況となっておりま
す。

くなる傾向なのですが、それでは人工的に巨石を置い

この改善を目的として、入り口の前に下の写真に示

た地点の検証ですが、右下のグラフの黒い部分が自然

す水制工を設置し、流れをコントロールすることで堆

区間の越冬数を示しています。下流部の護岸設置箇所

砂をコントロールできないかを検証しました。この研

ですと左側の灰色の部分ですが、半分しかいませんで

究の中では、この水制工の魚道入り口からの位置と長

した。ところが、巨礫を置いたことによって白い部分

さを検討しています。

がプラスアルファとなって、ほぼ自然区間と同じぐら

魚類は、習性上、遡上するときは魚道を使いますが、

いの数が護岸部でも越冬をしたということで、人工的

降下するときは、水通しの部分を通過して降りていき

につくり上げた巨礫の越冬床でも、魚が十分活用して

ますので、魚道通路部分を確保できれば魚の移動が確
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保できることになります。模型実験は写真のような形

㾀䋭䋲 ಄᳓ᕈ㝼㘃䈱⥄ὼౣ↢↥䈱䈢䉄䈱⦟ᅢ䈭ᴡ⸳⸘ᛛⴚ䈱㐿⊒

で行いました。

ᴡᎹ䈱ㅪ⛯ᕈ㽳 䋨ႍႇ㆚ኻ╷䋩

結論ですが、魚道の入り口の幅の4.5倍に設置して
検証した結果を図－15の左上に示しています。色が黄
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b
4.5b

色、茶色になっているのは、埋まっている状況です。
4.5倍まで離してしまうと、入り口は埋まってしま

(l-ba)/b=0.2

い魚道が使い物にならなくなります。実験では下の図
のように大体1.5倍まで近づけますと、流れを確保す
ることができました。魚道の堆砂防止に有効な距離が

b
1.5b

確認できまして、実際の計算・検討結果は、増毛の床
止め工の魚道で活用されています。
次は、流木の検討です。図－15の右に流木の移動跡

(l-ba)/b=2.0
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図－15

と、流れの方向を示しておりますが、流木による閉塞
を防ぐために、水制工の長さについて検討しました。
水制工が短いと、流れは水通しに向かいますが、流木
は魚道入り口にひっかかります。そこで長さを延長し
ますと、右下のように、流れも魚道に向かうし、流木
は魚道入り口から離れていき、この水通しを通って流
下していくと検証できましたので、赤枠で囲いました
式で表す長さで水制工を設置すれば、適切に魚道を維
持管理できることが検証されました。
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次に降下についての研究です。先ほどお話ししまし
たように、水通し部分を通過して魚類が降下します。
落下地点に、図－16の写真のような水たたきという
プールがございまして、条件によっては、ここで魚は

図－16

死んだりする状況が確認されています。高い箇所から

では、プールの深さをどのくらいにしてクッション
をつくると魚類に影響が無いのかを検証するための実
験を行いました。下の写真のような高いところから
プールに落としまして、生存率がどうなるかをサクラ
マスの稚魚を使って調べました。左のポンチ絵にあり
ますように落下状況を、カメラ等を使い様々なデータ
をとっています。
結論ですが、図－17の上のグラフの縦軸に落下速度
を、横軸に落下高をとっています。魚が落下するとき
の速度のピークは大体15ｍぐらいの高さであると確認
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ではないと推測できます。
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図－17

されました。言い換えれば15ｍ以上高い構造物から落
ちても、大きく落下スピードは変わらないということ

では次に、落下地点のプールの水深についてですが、

が確認されました。15ｍといいますと、大体普通のビ

図－17の下のグラフに、プールの水深を40cm、70cm、

ルでいうと５階建てぐらいですから、ダム以外でそん

１ｍと三例に変化させた結果を載せております。横軸

なに高い構造物というのは例が無いかもしれませんの

の落下高さが３ｍ、平家の屋根から落っこちるぐらい

で、15ｍで対応できるのであれば、ほとんどの河川構

の高さですが、このぐらいですと水深がどう変化して

造物は大丈夫だろうということが確認できました。

も魚は生存できます。ところが、10ｍを越えてきます
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と大きく違ってきます。黒色の40cm、赤色の70セン
チのほうは落下高さが増すと生存率が低くなります。
ところが、水深を１ｍ確保しますと、大体同じような
生存率を示します。
これから、水たたきの水深を１ｍ確保することがで

䋱

㾀䋭䋳 ⚿᳖ᤨ䈱Ⴎ᳓㆚䈱⽎⸃䈫ᵹ㊂᷹ⷰᚻᴺ䈱㐿⊒

⎇ⓥ⢛᥊
ᴡᎹ⚿᳖ᤨ䈲᳖䈱ᓇ㗀䈮䉋䉍ㅢᏱ䈱H-Qᑼ䈪䈲♖ᐲ䈮㗴䈏䈅䉎䈏䋬ⷰ
᷹ᚻᴺ䈮䈧䈇䈩䈲⏕┙䈘䉏䈩䈇䈭䈇䋮䉁䈢䋬ᗵầၞ䈪䈲Ⴎ᳓㆚䈱ᓇ㗀䈪䉋
䉍ⶄ㔀䈫䈭䉍䋬⽎䈏ᧂ⸃䈪䈅䉎䋮

きれば、魚の降下にとって非常に優しい施設となるこ
とが確認されました。
４

結氷時の塩水遡上の現象解明と流量観測手法の開
発
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次は冬期の河川管理に関しての研究です。河川管理

図－18

者は、冬の結氷時も河川流量というのを調べなければ
なりません。結氷時以外は、図－18の右上のような水
位と流量の関係のグラフを使いまして、水位を測定し
て、流量を決定しています。ところが、冬になって川
が凍ります。写真での12月から１月までの状況下では
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流量がどのくらいかというのは、容易に測定できませ
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全く使い物にならないといった問題が発生します。
それからもう一つ、河口部では結氷時だけでなく、
右下の図のように大潮の時に海から塩水が遡上して河

☻ᐲዊ

川流量を押し戻す動きが起きます。このために非常に
複雑な動きをしますので、流量観測がより難しくなっ

図－19

ているといった問題があります。
そこで冬期や河口部における流量観測を精度良く行
うための研究を行いました。
まず、氷の仕組みですが、氷は一気に結氷すると予

きないということです。
それともう一つ、河川では粗度係数という流れやす
さを考慮していますが、氷の下面はどうなのかを調べ

想していたのですが、図－19の図に示すように厚い氷

ました。そうしますと、右下のグラフのように、日数、

の下には、晶氷というざくざくとした氷ができている

要するに解け方によって、粗度係数という粗さが変

ということがわかりました。この晶氷が水道施設の吸

わっていくこともわかりました。結氷時にはこれらを

水口とかに詰まって問題になることが、旭川等で報告

考慮しないと、うまく流量観測ができないということ

されています。

も確認されました。

では、氷の生成はどういうふうにできるのだろうと

河口部の塩水遡上の説明ですが、図－20の左上の写

いうメカニズムを検証しましたところ、図－19の左下

真は動画から引っ張り出していますが、河口部ではこ

のように、最初のうちはこの氷と晶氷が一緒に増加し

のような黄色い色で示す塩水がどんどん遡上してきま

てきます。
増えた後、今度はこの晶氷は厚い氷に変わっ

して、上流からの淡水にぶつかります。それを表した

ていく。晶氷は変わらずに、厚い氷が増えてくる。そ

のがこの画面で、壁のようになって遡上することがわ

して、それがどんどん解けて今度は無くなっていくと

かりましたので、これを再現するためのモデルを作成

いった、一連の動きが確認されました。

しました。グラフの赤い線が計算結果、青が現地での

それと、河口部においては、逆にこの氷というのは

測量の結果です。モデルでは見事に塩水の遡上を表現

余り変化せずに、この晶氷だけが増えたり減ったりし

しています。この塩水遡上モデルにより、河口域の流

ているといったこともわかりました。ですから、こう

れの動きを想定することができるようになりました。

いった条件をまず加味しないと、うまく流量観測がで

このモデルを活用して、網走湖で検討されている塩
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湖に塩水が流れ込みます。ただし、網走湖の出口にマ
ウンドがありますので、潮位が下がっても湖から塩水
が流出してくれず、網走湖の塩分濃度があがっていき
ます。
この塩水部分は酸素が供給されていませんので、
真っ黒い色で、非常に臭いも強いものです
毎年のように強風時に青潮が発生しまして、魚が死
んだりの被害が報告されています。ただし、塩水と淡
水との境界というのは、シジミ等の漁業にとって非常
に重要な場所でございますので、この塩水層の上昇を
うまく抑えるというのが課題となっています。この海
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21の左上のポンチ絵のように、網走湖はいわば洗面器
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水遡上の抑制対策に使えないかを検討しました。図－
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図－22

からの塩水の遡上を制御できないか、ということで、

す。この流量を使って平均流量を求めまして、平均流

左下図のようなくし状の「やな」を検討しました。魚

量と実流量の差が小さければ小さいほど、この地点で

は通過でき、塩水は阻止できないかについて、様々な

の流量を良くあらわしていると考えまして、その差を

透過率で検討しました。右のグラフを見ていただくと、

グラフとして表したのが上のグラフです。

下に行くほど透過率が悪くなりますので、当然、塩水

グラフの青線が低ければ低いほど、平均流量とうま

は遡上しません。このようなものを、目に見える形で

く合っているということになります。検討したところ、

モデルを使ってあらわすことができました。

大体、０時や12時、要するに満潮時、干潮時に観測を

さらに設置箇所についていろいろ検討いたしました
けれども、上流側に設置するほど効果があることもわ

すると、その河口域、感潮域の平均流量を求めること
ができるというのがこのグラフからわかりました。

かりました。それから、設置数は当然増やしたほうが

そういった様々の結果を踏まえて、図－23左の結氷

効果が大きいこともわかりました。現地のほうではま

時の推定流量値というのを提案しました。その中では、

た違う形での対策を行っておりますけれども、検討手

河川の氷の下の面積や、幅、それらがわかれば、現地

法の一つとして開発したツールが使われました。

の観測によって係数Ｃが求められますので、流量が算

先に、感潮域で結氷時の流量観測するときに、流量
をどう設定するかが非常に難しいというお話をしまし

出できることになります。
その精度について調べましたところ、図－23の右図

た。
平均流量というのを何とか求めたいということで、

のように、今までの手法では55％の範囲の中に９割の

いろんな検討をいたしました。まず、図－22の下のグ

データが入っていましたが、この手法を使いますと、

ラフを見ていただきたいのですが、黒いのが水位です。

22％という中に９割のデータが入って、非常に精度が

この水位から推定いたしました流量がこの赤い部分で

高いということが検証されました。さらに提案した式
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図－23
は実際に現地で観測できるデータを使って推定します
ので、非常にわかりやすい仕組みであると言えます。
現在、内容を精査したマニュアルを作成中のところで
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大規模農地から河川への環境負荷流出抑制技術の
開発
四番目の研究ですが、流域単位での濁質対策につい

ての研究です。実は、根釧地域は大規模な酪農地域で
す。ここでは図－24のように、家畜のふん尿が出てま
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いります。このような家畜のふん尿が川に入り、流れ
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図－25

まして、最終的に湖、ここでは風蓮湖をフィールドに
しておりますが、湖沼にたまりまして水質汚濁を引き

扱う研究チームもありますので、農業の１チームが上

起こすといった問題が指摘されています。これを解決

流部の流出を担当し、それから、下流の河川と湖の部

するために、上流域における浄化対策と湖の水質汚濁

分につきましては、寒地水圏の３チームで担当しまし

との関係を検証できないかという研究を行いました。

た。別々の４つのチームが連携（図－26）いたしまし

調査フィールドの風蓮湖を図－25に示しますが、風

て、一つの水域の中の水質浄化の問題を検証するため

連川が流入しております。

の研究を進めました。

本研究の特徴ですが、ここまで説明しました個別課

成果は図－27に示しますように、大きくは農地部分

題の研究というのは、それぞれ一つのチームが担当し

での水質負荷の流出対策の部分、それから、そこでの

て研究を実行しています。ところが、これだけ大きい

対策が最終的に湖沼で効果を発揮しているかどうかと

フィールドになりますと、まず、上流部分は農業地域

いった効果の評価という二つの部分に分かれていま

ですので、大規模な酪農施設からの濁質流出というの

す。その際の評価の手法ですが、上流部の対策として、

を調べる必要があります。その上で対策を立てなけれ

現地では国営の環境保全型かんがい排水事業（図－

ばなりません。農地から流出してきた濁質は、次に河

28）という事業を行っております。ここではイラスト

川に流入します。河川における水質はどうなるか、運

に示したような遊水池をつくり排水を浄化したり、農

搬がどうなるのかも調べなければなりません。最後は、

地から土砂が入らないように木を植えたり、農地から

湖沼の水質です。ここでは、水産生物との関係の研究

の排水が直接川に入らないように調整したりしており

になりますので、水産分野になるということで、４つ

ます。流入水につきましても、肥培かんがい事業を行っ

の大きな分野で担当しています。寒地土木研究所には

ておりまして、浄化した上で川に排水しておりますの

農業分野を研究対象とするチームもありますし、水を

で、この事業が湖沼の水質にどのように役に立つのか
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図－26
という点に注目して研究を進めました。
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7.2平方キロほどのモデル地域（図－29）を設定い
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たしましたが、ここには酪農農家もありますし、林地
もあります。それに、草地、肥培かんがい施設といっ
たものも点在しています。それと青いのが排水池です。
右下に写真を掲載していますが、これらの施設の実際
の効果について研究しました。右上に、実際にこの地
域でどのくらい肥料をまいているかを示しています。
２番目のグラフから施肥量が増加しているということ
がわかるかと思います。それにあわせまして、様々な
浄化施設の整備が進んでいるというのを１番目のグラ
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備による効果発現前、要するに何もしていないときは
このように窒素等が出てきました。しかし、整備によ

があるというのが検証されました。
さらに、夏期降雨時の５月から11月に行いました調
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ということで、実際の大きな雨の出水のときにも効果
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に大きくなりますので、その際に整備後の効果を調べ
てみました。右真ん中のグラフですが、赤いほうが整
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効果があらわれているのが検証できます。
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図－29

査の結果、右下の比較表のように現地からの流出が大
体40％ぐらいカットできるということが検証されまし

北海道において既存のモデルが使えるかどうかがわか

た。

りませんでしたので、実際の現地でのモデルを作成し

効果が検証できましたので、次に結果を使い湖沼の

ました。植物のプランクトンというのが汚濁物質を分

質を検討しようと、モデルを作成しました。モデル作

解して浄化いたしますので、それと光との関係、光合

成にあたり、このような事例のモデルというのは余り

成との関係を調べましたところ、図－30の上のグラフ

なく、
三河湾や有明海の事例が確認できました。ただ、

のように、北海道の風蓮の地域については、ほかの地
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域とは違う形態を示しました。
作成したこのモデルを使いまして、実際、風蓮湖の
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水質を調べました。2007年の９月に大きな出水がござ
いまして、そのときの状況を下に示しています。赤色
が、COD と言う水質浄化の度合いで、高くなるほど
汚いことになりますが、それが真っ赤になって出てい
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それが、
今回のかんがい事業が全部完成したときに、
どうなるかというシミュレーションを行いました結果、
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ほぼ半分以下に抑えることができました。ですから、
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施設が全部完成し稼働したときには非常に効果がある
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ということがこれでわかりました。これらの効果につ

図－30

きましては、現地でも説明しています。
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道形成機構の解明と流木による橋梁閉塞対策への
応用に関する開発

⢛᥊
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•

最後の個別課題の説明です。最初に説明しましたよ
うに、河川の出水時には大きな流木が出てきます。図

•
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－31の写真は2003年の洪水のときの状況なのですが、
額平川において橋の橋脚に流木がぶつかり、少し橋全
体が曲がっているようにも見えますが、安全上の問題
が起きています。次の写真は、流木が影響して、アブ
シトエナイ橋が流出してしまいました。左下は二風谷
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ダムの写真です。多量の流木がダムにせき止められて
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いますが、ダムがなければ全部下流に流出します。ダ
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わかるかと思います。
そこで、流木が流れてきて橋にひっかかるメカニズ
ムについて解明するために、図－32のように実際に橋
にカメラを設置しまして観測をしました。結果として、
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右下のグラフにおいて水色の線が水位になります。
ので、水位のピーク時に最大流量が流れてくることに
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大きな出水というのは観測できなかったのですが、中
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図－32

クの前に流木本数のピークが来るということがわかり
ました。
もし、
橋脚に流木が留まった状態で水位のピー

から、大きな洪水時に見られる高木や太い木というの

クを迎えますと、非常に橋にとって危険な状態が生ず

は今回は観測ができませんでしたので、引き続き調査

る可能性があるいうことが今回の研究で検証されまし

していかないと解明できない部分というのはあると考

た。

えます。

ただし、先ほど説明しましたように、今回の研究中

それでは、流木と河畔林との関係ですが、河畔林に

には大きな出水というのは観測できていません。です

様々なごみがひっかかっているのをご覧になっている
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と思うのですが、河畔林の捕捉状況について、実際に
実験室の中で擬似物として、割りばし状の木を流して
調べました（図－33）
。この図ではなく動画で見てい
ただくと非常によくわかるのですが、結論から申し上
げまして、河畔林には上流から流れてきた流木がト
ラップされることはされるのですが、必ずしも悪さは
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していないということがわかりました。河畔林がある
ことによって、流速が落ちます。そうしますと、落ち
た分、本流のほうの流速が上がりますので、それで逆
にトラップされた流木を引きはがす現象が随分見られ
ました。河畔林は適正に管理すれば、悪さをしないの
ではないかということがわかりました。
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図－33

では、橋梁の閉塞関係はどうなるかという模型実験
（図－34）
を行っております。結論から申し上げますと、
実際の河道を改修するときに、高水敷の改修をどのよ
うにするのかといったことが、模型を使っての検証で
解明できるということがここでわかりました。
今後、いろんな実験データ、現地での観測データを
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す。
最後のスライド（図－35）ですが、これまで河畔林
の説明の中で、河畔林に物がひっかかり危険かもしれ
ないという説明をしました。洪水が来ますと、当然、
大量の流量と早い流速の作用で河床が掘れます。河床
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全体が掘れる場合もありますが、橋脚や河川構造物の

図－34

部分だけが深く掘れるということもありまして、安全
の面から問題となっています。そこで、その深掘れの
発生メカニズムを調べる実験をしました。図－35の左
下のグラフのように、洪水の発生から終了までの時間
の流量変化を３パターンで実験しました。１パターン
は青い線ですが、一定の流量から急激に流量を落とし
低流量の状況を長く続かせるもの。さらに黄色い線で
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示すように一定の流量から機械的に順繰り流量を落と
していくパターン、赤い線のように逆にゆっくり落と
していくパターンという実験を行いました。右の図で
深掘れしている部分というのを検証しますと、流量を
急激に落として低い流量を長く続けた時が、深掘れが
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大きいということが検証されました。このようなメカ
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図－35

ニズムの解明は、今までなされていなかったもので、
流量の減水状況によって深掘れの発生状況が変わると

中でも、早期に結果を出して、社会に役立つ研究を進

いう現象が、
この研究の中でわかってきました。安全・

めてまいりたいというふうに考えております。長い時

安心な河川管理のために、このような研究を通して良

間、お時間頂戴しましてありがとうございました。こ

い成果を出していきたいと考えております。

れで私の発表を終わらせていただきます。どうもあり

今日の講演会の最後で、今年度から始まりました第

がとうございました。

３期の中期計画の説明がありますが、この中期計画の
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