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近年、大規模な洪水を経験していない河川では、砂州の発達や樹林化とともに、澪筋の固定
化・河床低下が進んでいる（二極化）。二極化が進んだ河道において、河岸浸食とともに、堤
防浸食へと影響する事が問題点である。そのため、平成28年8月洪水を経験した常呂川をモデル
に河道の二極化の形状を指標化し、河岸浸食の危険箇所を簡易的に予測できるか分析を行った。
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1. 序論
HWLに達する様な高い水位の洪水による現況堤防のリ
スク評価手法については、越流破堤、侵食破堤、浸透破
堤について、手引き等により、評価のポイントが整理さ
れている。
一方、低水路の河岸侵食が堤防侵食に発達し、破堤に
至る事象に着目し侵食要因別にケースを分けると、①河
岸から堤防に至る侵食、②高水敷洗掘からの侵食、③堤
防法面の直接侵食があげられる。
②③については、指標の検討が進展しており、おおよ
その危険性を予知できる状況になっている。
他方、①は、中規模河床形態に関連する砂州前縁部の
洗掘状況による影響等が指摘されているが、複雑な事象
でもあり、危険箇所の評価も定まっていない。
近年、北海道内の洪水被害事例では、砂州波高が発達
し、樹林化が進行した砂州の対岸で、河岸侵食の発生か
ら堤防侵食被害が発生している（図-1）。
これは、河道断面から算出される流下能力が十分にあ
ったとしても、計画規模相当以下の洪水で、洪水流が安
全に流下できない、リスクが高い状況であることを示唆
している。これまで治水安全度として、流下能力を重視
してきたが、砂州が発達し、樹林化が進行した道内河川
では、これらに起因する河岸侵食、堤防侵食への影響が
顕在化している。
各河川においては、河川整備計画に基づく河川改修を
実施ているが、設計、施工段階において、その後の長期
間に渡る維持管理段階を見据え、河川改修を実施する事
が必要であり、そのためには、現在までの河道の特性を
把握し、その区間毎の洪水に対するリスクを把握した上
で、詳細な設計、施工を実施する事が対策となる。

図-1 忠別川の河道変遷
さらに、このリスク評価については、実際の河川管理
上の運用を考慮すると、出来るだけ簡便的に実施出来る
ことも条件である。そのため、本検討においては、砂州
の堆積・樹林化が進行し、固定化した砂州の対岸で澪筋
の河床低下が進行（以下、二極化）した「地形を指標
化」し、河岸浸食に対するリスク評価を実施する手法を
検討した。

2. 二極化形状の指標化
大きくは、二極化が進行した河道形状においては、浸
食されやすい地形が形成されその地形において出水がト
リガーとなり、河岸浸食が発生すると考えられる
（図-2）。
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図-2 二極化形状の形成のメカニズム
ただし、各河川の特性、出水イベントを指標に河岸侵
食リスクを一般化することは、過去経験した洪水パター
ンの違い（出水規模、洪水継続時間）の理由から困難と
思われる。
以上のことから、河岸浸食のリスク評価にあたっては、
単純に「河岸侵食の発生リスクの高い河床形状」とは、
二極化が進行した河道形状であると仮定し、二極化形状
を指標化し、定期横断測量データ等から簡便的に予知す
る手法を検討した。
以下の流れに沿って検討を行った。
1)【傾向分析】二極化指標と河岸侵食の関連性の検討
2)【河道評価への実装】対策検討の必要箇所の抽出方法
3) 運用・展開に向けて

また、河岸侵食幅との関係については、護岸なし箇所
（自然河岸）に着目すると、各指標の増加とともに、侵
食幅は増加傾向となっていることが確認された（図-4）。
これより、二極化と河岸浸食の関係を示す指標として
は、比高水深比が適していること、指標増加とともに、
河岸侵食発生率、侵食幅を助長する関係にあること、護
岸箇所では侵食発生率を抑制している状況である事を確
認した。
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3. 河岸浸食の関連性の検討
最初に、H28年8月出水で被災した常呂川を対象に、出
水前後の横断・平面状況より侵食状況を把握し、二極化
形状と侵食の状況の関係について整理した。
二極化形状の指標は、砂州波高と水深で表されると考
え、比高水深比に着目し検討した。水深hは，二極化が
進行し局所的な河床低下が進行している断面（図-3）を
イメージし、河岸高と平均河床高の差とした。
次に、比高水深比と浸食幅の関係を整理した。侵食幅
については、出水前後の空中写真、横断測量より把握し
た。また、過去の工事履歴についても確認し、護岸施工
箇所についても合わせて取りまとめた。
その結果、比高水深比と河岸侵食発生率（河岸侵食測
線数／全測線数）の関係を見ると、侵食幅3m以上になる
と、指標値1.0以上で侵食箇所が増加する傾向が明瞭と
なっている事が確認された。

図-4 比高水深比と侵食幅の関係
特に、河岸侵食の発生を予見する観点からは、比高水
深比の閾値を1.0とし、河岸浸食リスクの検討を進める
こととした。

4. 対策検討の必要箇所の抽出方法の検討
比高水深比の閾値1.0を用いて、河岸浸食リスクの危
険度判定を実施した上で、対策検討の必要箇所の抽出方
法を検討する。
検討に当たって、現河道の高水敷幅の確保状況、背後
地の土地利用状況を含む堤防の整備状況、既存の低水護
岸の機能の有無に着目し、フローを作成した（図-5）。
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能の無い断面として抽出した。その上で、前述した比高
水深比の閾値1.0を用いて危険度判定を行い、要対策箇
所抽出の検討を進めた。
また、実際の洪水では、砂州の対岸の洗掘は、上下流
に影響することから、砂州の影響範囲に留意する必要が
ある。具体的には、全国の平均的な考え方を参考に、砂
州の領域区分、波長については、リスクの高い1断面の
前後1波長分を影響範囲として設定した（表-1）。
表-1 全国的な砂州波長の考え方

出典：「沖積河川学」

図-5 対策検討の必要箇所の判定フロー
第一段階として、有堤区間において、堤防防護ライン
が低水路内にある断面、又は無堤区間において背後地で
土地利用のある断面を抽出した。第二段階として、低水
護岸護岸の無い断面、又は低水護岸が有る場合の基礎高
と最深河床高を比較し最深河床高が低い断面を護岸の機

対策検討必要箇所の判定結果を図-6に示す。
比高水深比が1.0を超える潜在的な危険箇所（赤×
印）については、全川的に分布している状況である。常
呂川における危険度判定の結果と、侵食の実績あり・な
し箇所について、的中率を比較すると、全体的中率は約
8割、侵食箇所の個別的中率は約5割となっている。この
ように、二極化指標を用いた河岸侵食リスクの危険度判
定は概ね妥当と考えられる（表-2）。さらに、常呂川で
検討した河岸侵食リスクの危険度判定について、石狩川
上流、雨竜川での検証を行った（表-3）。砂州の領域、
波長の考え方については、常呂川と同様である。石狩川

図-６ 危険度評価結果
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上流の全体的中率は低いが（潜在的な危険箇所が侵食さ
れていない）、石狩川上流、雨竜川ともに、侵食箇所の
個別的中率が約8割と高く、危険箇所の予見性は比較的
高いと考えられる。
表-2 常呂川における的中率

表-3 石狩川上流、雨竜川における的中率

4) 樹林化と二極化は、比高差増加→砂州の撹乱力等低
下→稚樹定着→流速低減等で土砂補足→高地盤化・高
木林化→澪筋の固定・低下 というように相互補完的
に生じ、河岸侵食や河積阻害に影響すると考えられる。
樹林化については、別途「樹林化抑制を考慮した
河岸形状設定のガイドライン(案)」で樹林化が生じ
る指標、対応方法について整理しているが、さらに
充実化させ、これらとあわせて展開していくことが
必要である。
5) 今回は主に急流河川で懸念される河岸侵食に着目し
て、指標の検討等を実施した。全道の二極化・樹林化
の実態を把握にこの指標を用いる場合、現在の河道状
況を踏まえると、二極化・樹林化の影響については、
急流河川の場合は横侵食への影響が想定、他方、緩流
河川の場合は、横侵食は生じ難く、洪水流量が増大す
る区間でもあることから、樹林化とあいまって河積不
足への影響が深刻となる。今後は、緩流河川での検討
も必要である。
6) 二極化の解消は、サケ等の産卵場（浅場環境）の維
持とも密接に関連することから、自然再生や多自然川
づくりでも、二極化対策を取り入れることが有効であ
る。

6. おわりに
多くの河川では、河川整備計画が策定され、計画に基
づく対応を行っている。計画の策定から10年程度経過し、
それぞれの河川において、新たな課題が生まれている。
流下能力の有無により、河川の改修、維持工事を進めて
きたところであるが、砂州の発達・樹林化、河床低下に
5. 運用と展開
よる二極化形状が各河川で課題となっている。
本研究は、各開発建設部の河床低下対策、樹林化抑制
今回は、二極化した河川の現状における課題について、
対対策を取りまとめ、研究を行い、より効率的、効果的
比高水深比から河岸侵食リスクを算出する手法について
な河道管理を実施するために、「北海道開発局河道気技
の検討が主体であった。これにより、二極化が課題とな
術研究会」を立ち上げ議論した結果をとりまとめたもの
っている全道の河川の見える化が可能となった。今後、
である。
維持管理段階における河岸侵食リスクの高い箇所を予見
研究会の成果としては、これまで、「樹林化抑制を考
し、これにより予防保全を踏まえた管理が可能となると
慮した河岸形状設定のガイドライン(案)(平成23年3
考えられる。
月)」、「河道の変化要因に着目したこれからの河道管
また、今後の検討として、対策必要箇所を抽出した後
理の実践読本（案）」等、指針として取りまとめてきた。
に、対策工の検討を実施する必要があるが、それに当た
引き続き、河岸浸食リスクの検討を進めて、二極化に
っては、以下の課題がある。
至った要因とあわせて、対策工のアイディアについて議
1) 各河川の個別の対策検討にあたり、河道特性、二極
論し、指針を充実化していく予定である。
化に至った要因の整理が必要である。
今後、気候変動等による外力の増加が想定されている
2) また、モデルとした常呂川、確認を行った石狩川上
なか、二極化の課題の本質は、この事象が進行すると河
流、雨竜川は主に単列砂州区間である。今後、一般化
道機能（治水・環境）の低下とともに、護岸補修や維持
に向けた検討を進める。
管理伐採等の増加、掘削土量の増加等、管理コストが膨
3) 検討の制度について、定期横断測量の200mピッチの
大となることである。このため、予防保全を考慮した河
側線では、砂州の発達・侵食が網羅できない箇所が存
道管理として、危険箇所の抽出→河道機能を持続する対
在する。今後、ALB等の三次元データにより、砂州周
応策の検討が重要となる。
辺の詳細地形が把握できると、改善することが期待さ
れる。
さらに、堤防、高水敷の状況、低水護岸の有無の状況
を踏まえ、検討必要箇所（黒枠）を整理した。この箇所
はH28出水による復旧工事（低水護岸）実施箇所を網羅
している。
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