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北海道の河川における
河道管理技術に関する研究
とりまとめ担当
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まえがき
北海道の一級河川では、昭和以前は、河道掘削や捷水
路工事などの大規模な整備により、治水安全度の大幅な
向上が図られ、直接的な河道改変が進められた。平成以
降は、大規模な工事による直接的な河道改変は少なくな
り、流水の作用などの自然的な要因による土砂堆積や河
床低下、砂州の固定化、樹林化などの河道改変が発生す
るといった課題が生じている。
このようなことから、本研究では、道内河川の特徴的
な河道変化の要因を把握するとともに、河道変化に対し
て、これまで実施された対策事例等を踏まえて、今後の
効果的・効率的な河道管理手法を検討するものである。

H23 年度（第 1～4 回）1)
・河道変化の要因分析手法の検討
1) 開建ごとに課題のある河川事例について要因を分析
2) ｢土砂堆積｣、｢砂州の固定化｣、｢樹林化｣、｢河床低下｣の
4 グループに分かれて河道変化の要因分析方法などを討議
H24 年度（第 5～7 回）2)
・道内河川の特徴と河道変化の傾向を整理（河道特性の分析）
・河道変化の要因に着目したこれからの河道管理の実践読本
（素案）を作成

H25 年度（第 8～9 回）
・河川管理の考え方を検討
・河道変化の要因に着目したこれからの河道管理の実践読本
（案）を作成

H26 年度

1. 本研究の全体計画
本研究を進めるにあたり、平成 23 年度に本局、各開
発建設部及び寒地土木研究所寒地水圏研究グループを構
成員とする「北海道河道技術研究会」を立ち上げ、これ
までに 9 回の研究会を開催している。
平成 23～25 年度の 3 カ年で、道内河川の特徴、河道
変化の傾向、河道変化の要因分析手法、河道管理の考え
方等をとりまとめた「河道変化の要因に着目したこれか
らの河道管理の実践読本（案）」（以下：読本(案)）を
作成する計画である。（図 1）
昨年度までに、道内河川の特徴及び河道変化の傾向の
整理、河道変化の要因分析手法について検討を行ったほ
か、既往の研究成果も基としつつ、河道変化の要因分析
を主とした読本(素案)の作成を行った。
今年度は、これまでの治水事業後の河道変化の特徴や
河道変化への対応事例を基に、今後想定される河道の変
化に伴う様々な問題に対し、河川管理者がどう判断し、
対応すべきかの基準となる「河道管理の考え方」を検討
し、その成果を読本(案)としてとりまとめた。

・「読本(案)」の試行運用

図 1 本研究の全体計画

2. 近年の河道変化の特徴と効果的な管理について
(1) 北海道の河川における河道変化の傾向
北海道では、大正以降、石狩川や天塩川をはじめとし
て多くの河川で捷水路、ダム、堤防などの整備が進めら
れ治水安全度が向上した。これは明治以前から治水事業
が進められた国内の他の地域と比べると短期間の大規模
な整備であった。さらに高度経済成長期（昭和 30 年代～
48 年代頃）には、河道内で砂利採取が行われるなど、こ
の時代の河道の変化は人為的・直接的な河道変化が多か
った。
平成に入る頃には、捷水路工事など大規模な河道改変
がほぼ終わり、河川整備等による河道変化が少なくなる
とともに、砂利採取規制も行われることとなった。その
一方で、流況などの変化に伴い土砂堆積、樹林化、河床
低下が生じるなど、自然的な河道変化が多く見られるよ
うになった。

キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

近年の河道変化については、自然の営力で生じるもの
が多いことから、河道変化に伴う問題が生じたとき、そ
の要因がわかりくい場合がある。そのため効果的な河道
管理を行うにあたっては、要因をいかに適切に把握する
かが重要となる。

効果的な河道管理を考える上では、社会資本整備審議
会による「安全を持続的に確保するための今後の河川管
理のあり方について〔答申〕」（H25.4）3)において「自
然の営力によって生じる河道の変化と種々の施設に生じ
る変状、そしてそれらの相互作用の全てが明らかになっ
ているわけではない」「管理技術の基準化等が進んでも、
現場における具体の技術的判断には河川の管理の特質を
理解し豊富な経験を有する技術者の知見を必要とする部
分は依然として多く残る」と述べられているように、自
然公物である河川では必ずしもすべての現象が明らかで
はなく、河川の状況に応じて適切な判断が求められるこ
とがわかる。
つまり、効果的な河道管理を行うためには、
・河道変化の特徴を理解する
・状況に応じた適切な対応をとる
この 2 点が重要となる。

3. 河道変化の特徴を理解するための検討
(1)河道変化に伴う課題
近年生じる河道変化の現象を大きく堆積系と侵食系に
分けると、土砂堆積や樹林化は堆積系、河岸侵食や河床
低下は侵食系として分けることができる。堆積と侵食の
河道変化は相互の作用により生じ得るものである。
実河川においては、その河道変化のどちらか一方の傾
向が強くなることにより、河川全体または一部区間にお
いて、流下能力や河川管理施設の安全性などの面で課題
となることがある。（図 2）

堆積系
土砂堆積・樹林化
相互作用

(2)捷水路事業後に河床低下した事例（釧路川）
a)検討箇所の概要

(2) 効果的な管理に向けての考え方

河道変化

河道変化の特徴の把握手法について考察するため、道
内河川において、侵食が生じた河川と堆積が生じた河川
について、要因分析を実施した各事例を示す。

一方の傾向

河道管理の

の強まり

課題

釧路川の中・上流域では、標茶・弟子屈市街の洪水は
ん濫の減少や地下水の排水を促進するため、捷水路掘削、
堤防工事等が実施されている。本検討区域（KP68.0～
KP70.6）の河道変遷を垂直写真(写真 1)で示す。昭和 20
年代の黄色で示す河道が、昭和 45 年頃の捷水路整備によ
り現在では黒色で示す河道へ直線化が図られている。
当該区間では、河床低下が確認されていることから、
その要因分析及び将来予測を行った。
b)河道形状の変化
当該区間の河床の縦断形の変化を図 3 に示す。捷水路
事業により河床勾配が、事業実施前(S29)の 1/260 から事
業実施後(S53～S60)には 1/235 と急勾配化している。その
後、経年的に河床低下が進み近年(H21)の状況にある。
横断形の変化を図 4 に示す。捷水路事業実施前(S29)、
事業実施後(S60)、近年(H7・H14・H21)の横断図を比較す
ると事業実施後に経年的に河床低下が進行していること
がわかる。
c)水理諸量の変化
水理諸量の経年変化として、平均年最大流量時(H11～
H20)における流速と水深の変化を図 5 に示す。捷水路事
業実施前(S29)と事業実施後(S60)、近年(H21)を比較する
と、捷水路実施後から流速が増加している。これは河床
の急勾配化によるものと推察される。また、水深も増加
傾向にあるが、これは河床が低下し、河床幅も狭まった
ことによるものと推察される。
摩擦速度及び無次元掃流力の変化を図 5 に示す。捷水
路事業実施前(S29)と近年を比較すると、摩擦速度は増加
しているが、無次元掃流力は減少傾向にある。
河床材料の平均粒径の変化を図 6 に示すが、河床材料
は粗粒化の傾向がある。無次元掃流力の減少傾向は、河
床材料の粗粒化によるものと推察できる。

侵食系
河岸侵食・河床低下

図２ 河道変化と管理の課題に関する模式図
課題となった河道変化に対して適切な対応を行うには、
生じている河道変化の特徴を把握した上で、その要因を
分析することが重要となる。
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

図 3 河床高縦断図（釧路川）

写真 1 河道平面図（釧路川）
いる。これは河道変化として、河床低下とともに河床材
料の粗粒化が進んだためと考えられ、河床は動きにくく
なっていることが推察できる。このことから、今後の河
道変化としては河床低下は収束傾向にあるとみることが
できる。
これら釧路川の捷水路区間での一連の河道変化のフロ
ーを図 7 に示す。
図 4 横断図（釧路川）

図 6 河床材料の粒径の変化図（釧路川）
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現在・将来
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図 5 水理諸量の経年変化（釧路川）
d)河道変化の考察
釧路川の中・上流域では、治水対策として捷水路事業
を行い、河床が急勾配となることで、水理諸量が変化し、
掃流力が増加した。そのため、捷水路区間においては河
道の変化として、「河床低下」が生じた。ただし、近年、
無次元掃流力は捷水路実施前と同等程度にまで下がって
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

図 7 河道変化のフロー図（釧路川）
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図 9 平均河床縦断図（石狩川）
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図 10 摩擦速度の経年変化（石狩川）
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図 11 無次元掃流力の経年変化（石狩川）
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(3)河道拡幅後に土砂堆積が生じた事例（石狩川）
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図 12 中規模河床形態の領域区分図（石狩川）

a)検討箇所の概要
石狩川下流の豊平川合流点(KP19)から夕張川合流点
（KP31）にかけては、昭和 40 年代半ばから狭窄区間の暫
定浚渫が行われ、その後昭和 50 年から平成 10 年にかけ
て流下断面確保のための計画的な浚渫・掘削により低水
路が拡幅された。このうち KP28 から KP30 にかけての湾
曲部内岸は近年土砂堆積により砂州が見られ、さらに一
部樹林化している箇所も見られる（写真 2、写真 3）。

1

c)水理諸量の変化

図 10 の摩擦速度の経年変化を見ると、KP30 より下流に
ついては浚渫前の昭和 41 年に比べて、浚渫後は 15％4)の
以上減少しており、浚渫開始以前の河道に比べて堆積し
やすい傾向にあると言える。なお、平成 14 年以降につい
ては摩擦速度は変化せず概ね安定し、河床高の変化も少
なくなっている。
また、図 11 に示す無次元掃流力τ＊の縦断図を見ると、
b)河道形状の変化
KP26 より下流の区間については平成 14 年以降は掃流力の
過去に浚渫した箇所と、それによる川幅の変化を図 8
変化は少ないが、その区間の上流に比べて掃流力が小さ
に示す。川幅は、KP30 より下流の区間で大きく広がって
いため堆積しやすい河床状態にあると考えられる。
いることがわかる。また、この区間の浚渫を行う以前の
次に、河道浚渫が始まって間もない昭和 59 年と、当該
昭和 41 年と、2 次浚渫が概ね終了した平成 9 年以降の平
区間の浚渫が完了し約 10 年経過後の平成 21 年河道状況
均河床高の縦断図を図 9 に示す。平成 9 年から平成 21 年
を比較する。図 12 に示す通り、黒木・岸ら 5)の中規模河
の約 10 年間に KP23 から KP28 にかけては最大で 1m 以上堆
床波の発生領域区分図によれば、KP18.5 から KP31.0 の河
積している。また、土砂の堆積とともにみお筋の固定化
道状況は砂州非発生領域であったが、低水路拡幅に伴い
が進んでいること、河床材料調査から堆積している土砂
砂州の発生領域に遷移している。このことが当該区間に
の多くは 0.2mm 以下の細粒分であることがわかっている。 おける砂州発生の原因と考えられる。
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

d)河道変化の考察
石狩川下流は流下能力確保のため河道浚渫によって低
水路を拡幅し、これにより摩擦速度が浚渫前に比べて大
きく低下した。KP30 より下流は、無次元掃流力が浚渫前
後で中規模河床波の発生領域区分が砂州非発生領域から
砂州発生領域に遷移しており、砂州が発生しやすい河道
状態に変化した。そのため今後も土砂が堆積しやすい傾
向にあることが推察され、引き続き、監視する必要があ
る。これら石狩川の河道拡幅区間での一連の河道変化の
フローを図 13 に示す。
河川事業

浚渫・掘削

変化の要因

川幅拡大による掃流力低下

河道変化

土砂堆積

現在・将来

堆積しやすい傾向

これに対し、対策を実施した事例について、対策後の
状況を把握するため、現在の状況を整理した結果を図 16
に示す。対策後に河道が安定している事例もあるものの、
対策後も河道変化が継続して発生する傾向にある事例も
あることが分かる。
そのため河道変化への対応では、対策を行った場合も
継続して生じる河道変化を考慮することが重要となる。

図 13 河道変化のフロー図（石狩川）
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図 14 道内河川で課題となった河道変化

河道変化に伴う課題

(4)河道変化の特徴を把握するための考え方
河道変化の特徴を把握するためには、釧路川及び石狩
川の事例で示したように、過去の事業に伴って生じる水
理諸量の変化などの変化要因を踏まえて、現在の河道の
状態を整理することにより、河川整備による河道変化か
ら自然的な要因による河道変化の特徴について、理解す
ることが可能となる。生じている河道変化がどのような
要因で生じているかを理解することが河道変化の特徴を
把握するためには重要である。

4. 河道変化への対応のための検討
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流下阻害

18

河川施設安全性
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土地利用の安全性

3
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図 15 河道変化に伴う課題

(1)河道変化への対応事例
河道変化に対しては、状況に応じた適切な対応を行う
ことが必要となる。河道管理の実情を把握し、今後の河
道変化への対応に資するため、近年、道内一級河川にお
いて、実際に河道変化が課題となり対策が必要となった
事例を収集した。
道内 10 水系で収集した 44 件の事例を河道変化の事象
別に分類したものを図 14 及び図 15 に示す。
堆積系として、流下能力や河川監視の面で支障が生じ
た「土砂堆積」、「樹林化」の事例が報告されている。
また、浸食系として、河川管理施設や高水敷、沿川の土
地利用の安全面で支障が生じた「河岸侵食」、「河床低
下」が報告されている。
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

対策後の状況
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図 16 河道変化に対する対策後の状況

(2)河道変化の特徴と時間変化の把握
現在発生している土砂堆積、樹林化、河岸侵食、河床
低下の河道変化は、これまでの治水事業である捷水路や
河道掘削などの河川整備による影響から、その後の自然
的な要因により生じている河道変化であることから、今
後も変化が継続するものである。
変化を続ける河道に対して効果的な管理を行っていく
ためには、河道変化の特徴を理解するとともに、その変
化がどれくらいの時間がかかって生じるかを知ることが
重要となる。しかしながら、河道変化が進む時間スケー
ルは現象や場所によって様々である。河道管理において
は、その河道変化と安全度との関係から対応の時期と方
法を考えることとなる。

やすいことに加え、樹木の定着が土砂堆積を誘引したも
のと考えられる。また、中州上の樹木は洪水非発生が 4
年続いた期間(図 19)に定着したことから、出水頻度と密
接な関係があり、一定期間の流量の減少と樹木の定着に
よる要因と考えられる。
後志利別川

兜野橋下流中州拡大箇所

図 18 検討箇所位置図（後志利別川）

安全度など
安全度の関係から対応の時期と方法を考える

安全度の目安

昭和32年当時
から中州は存在

対策や維持
管理が必要
となる目安
としての危
険度のライ
ン

変化パターン 1
変化パターン 2

約20年間
裸地を維持

時間

図 17 河道の時間変化と安全度の関係の模式図

最初の樹木定着は狭い範囲

河道変化の特徴と時間変化に着目した河道変化への対
応を考察するため、道内河川において、土砂堆積及び河
岸侵食について、実際に対応した事例を以下に示す。

樹木定着

(3)中州が流下阻害となり掘削した事例（後志利別川）
a)検討箇所の概要
後志利別川下流部の兜野橋下流地点（KP1.2 付近）に形
成していた中州が拡大し、さらに樹林化が進行した。こ
の樹林化した中州が流下断面を大幅に阻害し、流下能力
不足を引き起こした。このため流下能力を確保する目的
で平成 20 年度に中州の平水位掘削を行った。(掘削イメ
ージは図 23 参照)
b)要因分析

S54以降樹林化が進行し
中州が拡大していく

約30年間
中州拡大＋樹木化進行

写真 4 空中写真履歴（後志利別川）
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キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

樹木定着を確認

整備計画流量 1000

800
600

平均年最大流量 450

400
200
0

4年間洪水非発生

S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24

流量(m3/s)

空中写真の履歴(写真 4)をみると S50 年代より前の中州
は 20 年間裸地を維持しており、樹木が定着しなければ中
州は拡大縮小を繰り返していたものと考えられる。S50
年代前半の樹木定着後は 30 年間樹木が流出しておらず、
この場所では樹木が一度定着すると自然営力による樹木
の流出の可能性が低くなると考えられる。
当該中州周辺は低水路が急拡する箇所であり、中規模
河床波形態で単列砂州発生領域に区分され砂州が発生し

樹林化

図 19 年最大流量（後志利別川）
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H22河道
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複列砂州

1.00
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c)河道変化への対応
中州に定着した樹木が自然営力により流出する可能性
が低いと考えられたことから、樹木が土砂を捕捉し将来
的には中州が拡大するため、さらに流下断面が阻害され
ていくと考えられる。
このため、流下能力を確保するためには樹木の伐採・
中州の掘削等の対策が必要と判断し、対応としては、中
州の拡大を防止し、再樹林化が進行しにくくするための
工事方法とすることとした。
中州掘削後における１次元河床変動計算による 30 年後
の予測結果(図 20)では、河床高の変化は 10cm～40cm 程度
の堆積と僅かであり、掘削後の河道は維持されると推測
された。また、２次元河床変動計算による大規模洪水時
(整備計画流量)の予測結果(図 21)では、中州はフラッシ
ュされることが想定されているが、現在は樹林化により
土砂が捕捉されているため、中州掘削高を樹木の種が発
芽しやすい融雪期に冠水頻度が高くなるよう平水位に設
定し樹林化の抑制を図った。ただし、単列砂州領域(図
22)であり低水路の拡大箇所であることは変わらず今後も
土砂堆積する傾向にあると考えられることから、再堆積
する傾向を前提として維持管理していく方針とした。掘
削後は土砂堆積と樹林化に留意してモニタリングを行っ
ている。
このように、後志利別川下流部の中州の拡大に伴う樹
林化に対する対策事例では、河道変化の要因を河道特性
や樹木の定着から推定し、対策後の将来予測も中規模河
床形態や河床変動計算から把握して、再堆積を前提とし
て対応していく方針としている。当該事例においては、
図 24 に示すように、河道変化の特徴と分析等により対策
後の河道変化を考慮し、適切に河道変化への対応が図ら
れたものと評価できる。
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図 22 中規模河床形態の領域区分図（後志利別川）
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図 23 対応策のイメージ図（後志利別川）
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再堆積を前提として、冠水頻度により
樹林化を抑制する掘削を行い、中長期
的な安定性を考慮した対策を実施
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図 24 樹林化の時間変化図（後志利別川）
(4)河岸侵食で低水護岸の施工とともに中州の除去を実施
した事例（空知川）

図 20：平面 1 次元河床変動計算による将来予測
初期河道

計算結果 30時間後
砂州が下流に移動
中州右岸存置部堆積
中州フラッシュ

低水路やや堆積

図 21：平面 2 次元河床変動計算による大規模洪水時の変
化予測(整備計画流量流下時)

a)検討箇所の概要
空知川上流では、昭和 44 年より河道改修を実施してき
ており、洪水等による河岸侵食で堤防防護ラインに近接
した箇所について低水護岸整備を進めてきた。H23.9 に
Q=520ｍ3/ｓ（布部観測所）の洪水が発生し KP73.0 の低水
路で河岸侵食被害が発生した。この河岸侵食は上流の低
水護岸設置に伴うみお筋の固定化及び、対岸の砂州の発
達・樹林化によるものと考え、低水護岸の整備とともに
中州の撤去を実施した。

キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

b)要因分析
布部水位流量観測所

年最大流量を図 26 に示す。河岸侵食が発生した H23.9
洪水は、断続的な降雨（最大 21mm/h）により空知川が増
水（最大 522m3/s）したことで、水衝部であった当該箇所
が侵食された。空知川では H10、H13、H17 に大きな出水
が発生しているが、H23 の洪水流量はこれらの洪水より
ピーク流量が小さく平均年最大流量をやや上回る程度で
あり、このピーク流量は、近年の洪水流量と比較しても、
大規模な河岸侵食を引き起こす流量とはいえないが、洪
水継続時間が長かったため、水衝部の侵食が生じたもの
と考えられる。これまでの河道変化との関連性を考え、
H17 出水時に対岸の砂州の樹林化(写真 5:B)により、みお
筋側に河岸侵食が発生したことに着目し、今回の河岸侵
食は上流側の低水護岸設置に伴ってみお筋の固定化が進
み、当該箇所対岸の砂州の発達と樹林化が進み、みお筋
側の水衝部において河岸侵食が発生したものと考えた。
c)河道変化への対応
今回の出水による約 25m の河岸侵食により河岸が堤防
防護ラインを割り込んだため、次の出水時に堤防が危険
な状態となる可能性があると判断し低水護岸を整備する
こととした。さらに要因分析結果をもとに、低水護岸だ
けでは護岸前面にみお筋が固定され対岸の砂州(写真 5:A)
のさらなる発達、固定化、樹林化が懸念された。このた
め河岸侵食箇所への低水護岸整備にあわせて、樹林化し
固定化されている対岸の砂州(写真 5:A)の撤去を行うこと
とした。また施工時に切り替えた河道を施工後も平水位
で残すため、流向を考慮し、護岸上流部の砂州(写真 5:C)
についても撤去した。対策後は砂州の発達と樹林化に留
意してモニタリングを行っている。
このように空知川の河岸侵食の対策事例では、侵食箇
所で低水路護岸による堤防防護を図りつつ、中長期的な
河道変遷を考慮して、対岸及び上流側の砂州の撤去を含
めた対策を実施した。今後、砂州の発達や樹林化に着目
したモニタリングを行い効果を検証する。
当該事例においては、図 27 に示すように、河道変化の
特徴と対策前後の河道変化を考慮した適切に対応が図ら
れたものと評価できる。
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図 25 位置図（空知川）
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図 26 布部観測所（KP75.0）年最大流量
H17 出水により河岸侵食
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写真 5 河岸侵食箇所と要因説明写真（空知川）

安全度

(5)河道変化への対応の考え方
これまで、堆積系及び侵食系のそれぞれについて、変
化を続ける河道に対して、その特徴を把握するとともに、
時間変化を踏まえた上で対応を行った事例を示した。
その他の河道変化に伴う課題についても、同様に対応
を行う際には、その変化の特徴を踏まえた上で、上記の
事例で示した時間変化のフローにように、時間的な変化
の把握を適切に行うことが、効果的・効率的な河道管理
を進める上で、重要なこととなる。
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術
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図 27 河岸侵食の時間変化図

時間

が自然的な要因によるものである場合、その変化が生じ
た要因が一見単純そうに見えても、経年的な、流況の変
(1)読本(案)の主旨
化、上流からの供給土砂量の変化、河床材料の変化など
多くの事象が絡んでいることが多い。
読本(案)は H23 年度から実施してきた北海道河道技術
現在の河道変化に伴う課題を的確に把握するためには、
研究会の成果として、近年の道内河川の特徴、河道変化
過去の河道改修の経過を踏まえ、その後に生じている
の要因分析手法、河道管理の考え方についてまとめるも
様々な事象を想定することが重要となることから、ここ
のである。河川の技術職員が河川に生じている課題や問
ではまず一般的な河川事業の内容と河道変化との関係に
題を把握し、それがどのような要因によるものかを考え、
ついて示した。（図 29）
問題解決や今後の河道計画に向けて自らの力で要因分析
また、読本の導入部として、河道変化に応じた河道管
から解決策の選定までたどり着くための参考となること
理の基本となる、地形変化と時間変化に分けて河道変化
を目指している。
をとらえる考え方を示した。(図 30)

５．読本(案)の作成について

(2)読本(案)の構成
読本(案)は、河道変化により問題が生じた時または問
題が生じることが予想された時に、要因分析を行って適
切な対応を考えるためのものであることから、図 28 に示
す章構成として、１章には河道変化の基本的な考え方、
２章には要因分析の具体手順、３章には将来変化の予測
を踏まえた対応の方法を示すこととした。

河川事業

浚渫・掘削

変化の要因

川幅拡大による掃流力低下

河道変化

土砂堆積

図 29 河川事業と河道変化（浚渫・掘削例）
河道の変化要因に着目したこれからの河道管理の実践読本（案）
１章

近年みられる河道変化の特徴
・ 年代 によ る河 道変 化の
特徴の違い
・ 河道 変化 と主 な治 水事
業との関係
・ 河道 変化 を踏 まえ た河
道管理の流れ

２章

河道変化の要因分析
・要因分析の考え方
・ 河道 変化 ごと の要 因分
析の実例

３章

河道変化への対応

要因分析に入る前に、近
年の河道変化の特徴につ
いて理解する。

地形変化

河 道にどのような
変化が生じるか

時間変化

その変化がどれく
らいの時間がかか
って生じるか

河道変化に応じた
河道管理

図 30 河道変化の地形変化と時間変化
要因の洗い出し、分析、
絞り込みまで、要因分析
の具体手順を理解する。

将来の変化を踏まえた対
策やモニタリングの考え
方を理解する。

・ 河道 の将 来変 化の 推測
と対応
・ 河道 変化 ごと の対 応の
事例

図 28 読本(案)の章構成
(3)読本(案)の記載内容について

b)河道変化の要因分析（２章）
河道変化がどの様に進んだか、過去から現在に至る事
業などの経過を把握した上で、要因の洗い出しから要因
の絞り込みに至る手順を踏むことが重要である。ここで
は、まず、その現象が「いつから、どの範囲で、どの程
度変化したか」をつかむことが重要であり、収集した基
礎資料から、平面図、縦横断図、空中写真を用いて過去
からの変化を整理するなどの方法を示した。例えば、図
31 は十勝川で実施した横断図の経年重ね図だが、みお筋
の偏りがわかり、横断面の中で経年的に堆砂傾向にある
場所と洗掘傾向にある場所を確認することができる。

a)近年見られる河道変化の特徴（１章）
近年の河道管理において課題となっている土砂堆積、
樹林化、河岸侵食、河床低下などの河道変化は、河川改
修後の河道や流況の変化のような自然的な要因により生
じていることを考えると、これまでに行われてきた河川
整備や過去に生じた河道変化と無関係ではなく、むしろ
密接に関係していると考える必要がある。また河道変化
キーワード：河川管理、河道変化、要因分析、河道管理技術

図 31 横断図の経年重ね図の例（十勝川）

また、要因分析の手順として、要因を初めから決めつ
けずに、可能性のあるものを全て洗い出してから絞り込
んでいく方法を示した。(図 32)
これらの河道変化の要因は、相互に関連しているため、
最も影響している要因を分析し、絞り込むことが重要と
なる。
要因の分析・絞り込みでは、洗い出した各々の要因に
よって生じる現象と、それを確認するためのデータの例
を示した。一例を示すと、土砂堆積について過去の浚
渫・河道掘削が要因と仮定した場合、断面拡大による掃
流力の低下が生じる現象となり、これを確認するための
データとして摩擦速度・無次元掃流力縦断図を例として
挙げている。
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図 33 安全度・危険度の判断項目
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図 32 要因洗い出しの模式図

自然の営力により様々な変化が生じる河道管理におい
て、その変化を予測し、十分な対策を実施するには、多
くの経験や知識が必要である。本研究においては、生じ
ている河道変化の状況を把握し、その状況に応じた対応
を行う手法について、道内河川の実例をもとに検討を行
い、その成果を読本として取りまとめた。
本研究成果である読本(案)が、今後の河道管理におい
て、効果的・効率的な河道変化への対応の一助になるこ
とを希望している。

c)河道変化への対応（３章）
河道変化への対応は、その河道変化の特徴を把握し、
時間変化を踏まえた上で行うことが重要となる。
河道変化の特徴と時間変化を把握するための検討手順
を示すとともに、進行している河道変化が対策の必要な
状態か見極めるための安全度の目安となる項目に関して、
代表的なものを例(図 33)として示した。
また、対策を実施してもその後も河道が変化する可能
性があることから、対策実施後の変化を予測した上で現
地確認や写真、測量データを確認するような効果的なモ
ニタリング計画を立てることを示した。
（4）読本(案)運用に向けたスケジュールについて
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