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河道整備の経緯や洪水の履歴などが異なることから要因
や対応策などの包括的な技術資料のとりまとめはなされ
道内の急流河川においては河床の露岩や、みお筋の固
ていない。洗掘による河床低下は流下断面の拡大と見れ
定化による局所的な河床洗掘の進行、さらに樹林化や砂
ば治水上は有利とも言えるが、護岸・根固の浮き上がり
州の発達による河道内の比高の拡大等、治水・環境面で
など河川構造物への影響があり、さらに洗掘が進行する
課題が生じている河川がある（写真-1）。急流河川は、
と水面幅が縮小し、陸地部が拡大・発達することで樹林
洪水時の流れのエネルギーが大きく、河道の変化が急激
化が進行して、結果的に全体では流下能力の低下につな
に進む特徴があるが、その変化のパターンやメカニズム
がる可能性を考えれば治水上の重要な課題のひとつとい
等は技術的に解明されていないことも多いことから、河
える。
道の計画や管理において継続した研究が求められている。
本研究は今後の急流河川の河道計画・管理における技
このような背景から、既往の急流河川の河川改修や河
術力の向上及び情報共有に資するため、平成 26～28 年
道の安定化対策の事例等を踏まえ、今後の急流河川の河
度の 3 カ年で道内の急流河川の現状と課題を抽出し、河
川整備の考え方について研究するものである。
道変化の傾向、要因の分析や対策の考え方をとりまとめ、
安定で持続的な河道管理を目的とした「北海道の急流河
砂州の発達とともに
川整備に関する技術資料」を作成する予定である。
樹林化が進行
（図-1）
昨年度の研究にて現況の急流河川の課題を整理した結
みお筋の固定化により
果、河道内における比高の拡大が近年の道内急流河川の
河床低下が進行
特徴的な現象であることに着目し、研究 2 年目の今年度
は、比高の拡大のパターンと要因について検討を行うこ
ととした。
写真-1 河道内の比高拡大状況

まえがき

平成 26 年度（1 年目）

1.本研究の全体計画について
河川整備の歴史は浅く特に北海道は河道変化に影響す
る堤々間での洪水処理（複断面化や水制工、治水施設に
よる洪水を安全に流すための対策）の多くは、高度経済
成長期以降である。このため、出水経験が限られている
ことや、河道変遷等のデータの蓄積も十分ではなく、治
水安全度が向上した一方で、河道変化に対し、河川管理
上の課題が生じてきている。特に「砂州などの土砂堆積
の進行」、「みお筋の固定化による河床の低下」のいず
れか、または、両方が同時に進行する「比高の拡大」は
近年の道内河川で多く見られている。これらは近年の特
徴的な河道変化として挙げられるものの、個々の河川で

・道内急流河川の特徴の整理
・近年の道内急流河川の課題抽出
・今後の急流河川整備の考え方のとりまとめ
・技術資料の骨子（案）の作成
平成 27 年度（2 年目）

・河道変化の要因分析
・評価指標の検討
平成 28 年度（3 年目）

・指標をもとにした評価手法の検討
・急流河川の対策工の検討
・急流河川整備に関する技術資料を作成

キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析

図-1 本研究の全体計画

2.北海道の急流河川について

粒径が小さい中下流の河川区間と土砂移動の特徴が異な
ることがわかる。道内急流河川のデータを追加プロット
昨年度の研究にて既存文献等より急流河川の特徴や指
標を基に、道内 13 水系の一級河川の河道特性を分析し、 するとほとんどがこの代表粒径 2cm 以上の範囲に含まれ、
道内急流河川の水理的な特徴は、既往文献で示される特
道内の急流河川の区間を選定した。以下に急流河川とし
徴と類似していることがわかる。
た区間の選定過程を要約して示す。
(3) 対象とした北海道内の急流河川区間
(1) 既存文献からみる急流河川の特徴と指標
既往文献と河道特性の整理結果をもとに、本研究の対
河道の地形分類における概要を表-1 に示す。河道の
象とする急流河川区間について、河床勾配 1/500、代表
地形分類としては、上流から下流にかけて山地河道、沖
粒径 2cm を目安として道内の 13 水系 34 河川にて、急流
積地河道に分類され、沖積地河道はさらに扇状地河道、
河川区間を設定した。（図-3）
1)
移行帯河道、デルタ地河道に区分される 。これによれ

ば急流河川の特徴である「河道変遷が激しく河道の安定
化が難しい」河道区分となる扇状地河道は、河床勾配が
1/500 より急な河川である。
また河川の縦断形はほぼ同一勾配を持ち水理諸量や河
床材料などが類似するいくつかの区間に分けることがで
き、セグメントと称される（表-2）。多くの急流河川が
位置する扇状地河道の区間はセグメント１に該当し、河
床材料の代表粒径 2cm 以上とされている。
表-1 河道の地形分類
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:無次元掃流力、

:平均水深
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1)

地域
区分

河道
区分

河 道 の 特 徴

山地
河道

山地
河道

峡谷や狭窄部を流れる河道、河床材料は礫から砂まで
いろいろである。

扇状地を形成する河道、河床材料は礫を主体とし、河床
扇状地 勾配は大略 1/500 より急である。河道の水深は浅く、川
河道 幅が広く、流れは網状流を形成することが多い。河道変
遷は非常に激しく河道の安定化が難しい。

沖
積
地
河
道
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図-2 道内河川の無次元掃流力(τ*R)と代表粒径(dR)の関係図

沖積平野を流下し自然堤防を形成する。河床材料は砂
移行帯 を主体とし、河床勾配は 1/500～1/5000 程度である。河
河道 道蛇行と河道変遷が顕著で、特に単列砂州の形成とそ
れに伴う河道の蛇行で特徴づけられる。
河川が海へ出る付近の河道。感潮、海水遡上区間で河
床材料はシルトを主体とする。河岸の土質が稠密である
デルタ地
ため、河岸が切立ち、河幅に比して水深の大きい河道横
河道
断形状を有している。河岸の耐侵食性が大きいため河道
変遷は少ない。

表-2 セグメントと特徴 2)
セグメント M

セグメント 1

山間地

扇状地

セグメント 2
2-1
2-2

セグメント 3

谷底平野

地形区分

自然堤防帯
デルタ
河床材料の
代表粒径 dR

さまざま

2cm以上

3cm～1cm 1cm～0.3mm

河床、河岸に岩が 表層に砂、シルトが 下層は河床材料と同
河岸構成 出 てい る事が 多 乗ることがあるが薄 一。細砂、シルト、粘土
物質
い。
く、河床材料と同一 の混合物。
物質が占める
勾配の目安
さまざま
1/60～1/400
1/60～1/5,000
蛇行が激しいが、川幅
蛇行程度
さまざま
曲がり少ない
水深比が大きい所では
８字蛇行または島の発生
河岸侵食度
非常に激しい
非常に激しい 中、河床材料が大きい
方が水路はよく動く
低水路の
さまざま
0.5～3m
2～8m
平均深さ

0.3mm以下
シルト・粘土

1/5,000～水平
蛇行が大きいものもあ
るが小さいものもある。
弱、ほとんど水路の位
置は動かない
3～8m

(2) 北海道の急流河川の河道特性
沖積地河川の特性として河床材料の代表粒径と掃流力
には図-2 示す曲線のような関係があり 3)、図中の曲線が
代表粒径 2cm 前後で変化することがわかる。河床材料の

図-3 対象とした北海道内 13 水系の急流河川区間

3. 急流河川で生じている課題の抽出
(1) 急流河川の河道の変化について
急流河川は河床勾配が急であり下流域と比べて洪水波
形が先鋭であることから、洪水時の流れのエネルギーが
大きく、河道の変化が急激に進む特徴がある。また河川
の上流域で、山地の土砂生産域に近く流砂量の変化が河

キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析

道の変化に影響しやすい位置でもある。急流河川で想定
される代表的な河道変化の影響について以下に示す。

がゆえに生じる変化であるともみることができ、河床低
下、樹林化、堆積の基本的な現象が比高の拡大につなが
っていると言える。
(2) 河道変化と河道管理への影響について
比高の拡大現象は、河床高の低下部では流下断面が拡
① 洗掘による河床低下
大し治水上は有利との側面もあるが、著しい河床の洗掘
河床の洗掘等により河積が広がり、流下能力が向上す
で護岸・根固の基礎部が浮き上がり、施設が機能を発揮
る一方、河床の低下に伴い、護岸や根固めの浮き上がり
できなくなるという問題や、堆積部の発達により洪水を
や橋梁基礎部の根入れ不足等、河川管理施設や許可工作
安全に流下させる能力を許容以上に低下させる懸念があ
物の機能への影響が想定される。また、河川の水位低下
るなど河道管理上の重要な課題となっており、将来的な
に伴い、各種用水の取水不良等の利水機能の低下や、局
所的な河床洗掘が進むことにより、河道の水位が下がり、 河道管理に大きく影響する懸念がある。このため近年の
急流河川の河道変化から特に比高の拡大に着目し、河道
冠水頻度が減ることにより樹林化などを引き起こすこと
変化の要因分析の研究を進めることとした。
も想定される。（写真-2（左））
② 堆積
4.比高の拡大の現状について
土砂堆積や砂州の発達により流れが阻害される恐れが
(1) 既往研究での比高の拡大現象の見方
ある。また、砂州の固定化により、みお筋の固定化を招
近年の特徴的な河道変化としての比高の拡大現象につ
き、部分的に局所洗掘が起こる可能性がある。さらに堆
いて要因を検討していくにあたり、関連する既往研究論
積箇所に種子が飛来することで樹林化などを引き起こし、 文を整理し、比高の拡大の要因分析の参考となる内容に
安全に洪水を流下させることができなくなる恐れがある
ついて概要を整理したものを表-3 に示す。
ことから、流下能力を確保する上でも適切な維持管理が
表-3 比高の拡大の要因検討の主な参考論文
必要である。
著者
掲載誌
タイトル
概要
③ 樹林化
ウォッシュロー 河道拡幅後に細粒土砂
河畔林などにより魚類等の生息環境が向上する一方で、 藤田光一 1996
土木学会 ドの堆積による が堆積し、川幅が縮小
ほか
繁茂した樹木により流れが阻害され、安全に洪水を流下
論文集
高水敷の形成と する過程を示してい
川幅縮小
る。
させることができなくなる恐れがあり、流下能力を確保
泉典洋
1995
礫床河道内に堆 河床材料が礫の河川で
する上でも適切な維持管理が必要となる。（写真-2
GaryPARKER 水工学論 積する細砂につ 側岸部に細砂が堆積す
（右））
る河川が多いことに着
文集
いて

後志利別川（河床低下）

空知川（樹林化）

写真-2 河道変化のみられる河川事例
これらの河道変化は独立した現象ではなく、それぞれ
が各河道の変化に対し、原因・結果となりえるものであ
り、複雑な関係となっている。
(3) 河道内で見られる比高の拡大現象
昨年度の研究において道内の河川にて事例収集した中
で、洗掘および堆積変化の両方またはいずれかが一方的
に進行し、みお筋部の河床高と砂州部の地表面の高低差
が開いていく「比高の拡大」現象が多く見られた。これ
は、ある箇所で見れば陸地部分と水域部分が明確に分か
れ、さらに洗掘と堆積がそれぞれ進むことにより、かつ
て河道が大規模に変動していた頃は、洗掘箇所が移動土
砂で埋まったり、堆積箇所も大きな洪水でフラッシュさ
れたりと変動を繰り返すことにより平衡的な状況が維持
されていたものが、近年の比較的安定した河道となった

Gurnell
ほか

2002
Island-dominated
Freshwater landscapes of large
floodplain rivers, a
Biology
European
perspective

清水義彦
ほか

2013
河道内樹林化に
水工学論 よる複列砂州の
文集
固定化とみお筋
の形成過程に関
する考察

目し、横断方向の平衡
理論から現象を説明し
ている。
堆積した砂州が陸地化
する（島になる）過程
を侵入する樹木とその
まわりに堆積する土砂
との関係から説明して
いる。
富士川水系釜無川での
樹林化を伴う比高の拡
大について、複列砂州
河道でも植生の侵入で
単列型の蛇行となり比
高の拡大が進むことを
示す。

図-4 川幅縮小のタイプと事例 2)、4)
(タイプⅠ：拡幅後の堆積、タイプⅡ：河床低下後の堆積、
タイプⅢ：植生繁茂、タイプⅢ’：植生繁茂と河床低下)

河道計画や河道管理の参考となる「河道計画検討の手
引き 2) 」では、図-4 に示すような川幅が縮小し横断面

キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析

での比高が拡大していくパターンがタイプ別に解説され
ている。これは藤田光一ら 4)の河道拡幅後に土砂が堆積
して川幅が縮小する実河川の例について、その堆積土砂
が河床材料に含まれないウォッシュロードであるとの研
究論文がもとになっている。
泉典洋・Gary PARKER 5)は、河床材料が礫の河川でも側
岸部には細砂が堆積する河川が多くみられることについ
て、横断方向の平衡理論から現象を説明している。河川
では横断方向では掃流力に偏りがあり掃流力の低い側岸
部に細砂が堆積しやすいことが示されており、河床が砂
礫の急流河川でも砂州として堆積する土砂が細砂である
場合に参考になる。
土砂堆積した箇所で樹木などの繁茂によりさらに土砂
が堆積して陸地化していく過程は、海外の論文に詳細が
書かれており Gurnell ら 6)は堆積した砂州が陸地化（論
文中では島と表現される）していく過程を、砂州の上流
端に樹木が発達しそのまわりに流木が引っ掛かり流れが
弱まることで土砂が堆積して陸地化が進行するとのプロ
セスを実河川の観察例から説明している。さらに年最大
流量と陸地化の発達度を図で併記して示すことで、流量
のインパクトと陸地化の進行または砂州のフラッシュと
の間に関係があることを示している。
国内の実河川の研究論文では清水義彦ら 7)が富士川水
系釜無川で砂州が樹林化した際に偏流が生じて比高の拡
大が進んだことを、数値計算により複列砂州条件でも植
生が進入することで単列型の蛇行が発生することを要因
としたシナリオで示している。
既往論文では土砂が堆積する過程を理論を伴って説明
しているものもあり、いずれの論文も実際の河川の問題
を検証する上で重要な視点であり、最近の道内河川での
比高の拡大現象を考察する際の参考になるが、堆積する
土砂がウォッシュロードや細砂を条件として示されたも
のであり、実河川の現場で生じている現象を網羅したも
のではなく、さらに個別河川の事例研究もまだ論文発表
事例が少なく、全国的に試行錯誤の状況であることが伺
える。
このように、比高の拡大に関して体系的に説明が完結
した既往研究はなく、事例の知見蓄積もまだ途上の状況
である。一方で道内河川でも比高の拡大現象が課題とし
て生じてきており、マニュアルなどのように一般化され
た解説を待たずに個々の河川で解決策を検討しなければ
ならないのが現状である。このため本研究では道内各地
で生じている比高の拡大事例を収集し、要因について検
討を進めることとした。
(2) 道内の河川で比高の拡大が進む河川について
比高の拡大が進む箇所を抽出する際には、横断図の経
年重ね図と空中写真の履歴が参考になる。横断形状の経
年変化を確認することで、同じ場所で洗掘と堆積が一方
的に進行しているかがわかる。併せて空中写真の履歴を

見ることで、その場所の砂州が固定化しているか、さら
に樹林化が進んでいるかがわかる。
表-4 道内急流河川における代表的な比高の拡大事例
河川名

河道の状況等

豊平川

著しい河床低下

夕張川

河床低下と砂州・中洲の堆積

空知川下流

砂州の堆積と河床低下が進行

空知川上流

砂州の堆積と断続的に著しい河床低下

石狩川上流

河床低下

忠別川

砂州の堆積と樹林化・局所的な河床低下

美瑛川

河床が著しく低下、露岩

後志利別川

河床低下と局所洗掘

十勝川

河床低下と砂州の堆積、水制前面深掘れ

札内川

樹林化と河床低下

常呂川

拡幅後の堆積

湧別川

河岸侵食と河床低下

道内一級河川の横断図の経年重ね図と空中写真の履歴
などから、近年、道内河川で比高の拡大が進んでいる代
表的な河川を表-4 に示す。ただし、上記以外に示す河
川においても、近年の出水により比高の拡大が進んだ箇
所もある可能性があるが、河道変化の傾向として河床低
下が主要因である箇所もあれば、堆積と同時に進行して
いるとみられる箇所もあり、比高の拡大現象にもパター
ンが複数あると考えられる。
(3) 比高の拡大箇所の要因分析手法について
河道計画を策定するにあたり、まったく変化のない河
道はなく、河道を管理する上では出来るだけ安定した平
衡状態であることが望ましいことから、個々の河川の目
指す水位の高さ（計画高水位）や、維持すべき河床の高
さなど、治水面だけではなく河道の安定性にも配慮をし
ながら、河道計画を作成することとなる。
河道計画の策定にあたっては、将来の河道の変化を踏
まえて策定する必要があることから、河道の変化の要因
について事前に把握することが重要であり、これについ
て各河川の事例を収集した上で検討することとした。
検討の際、洪水に対して横断的な堆積と洗掘がどのよ
うに変化したかを把握することが重要となることから、
先に示した横断図の経年重ね図、空中写真の履歴、年最
大流量の経年変化図の三点を必須項目として確認した。
これらの情報を基に、検討箇所において各年代ごとに
どのような河道の変化が起こったかを整理することが、
河道変動要因の把握においての重要な足掛かりとなる。
その上で、比高の拡大が始まった時点を見定め、掃流力
などの水理諸量について分析を行い、粒径や粗度の変化、
河床形態（砂州発生領域）の区分の変化等について検証
していくことが重要となる。
要因ごとの代表事例について次章に示す。
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広い礫河原がみられる

5.道内急流河川の河道変化の要因分析について
(1) 十勝川水系札内川の事例（樹林化）
① 河道変化の概要（現状の課題）
十勝川の支川札内川は、河床勾配が約 1/100～1/250
の蛇行が著しい急流河道(図-5)で、河床材料の代表粒径
は 30mm～80mm 程度の土砂移動が激しい河川である。
札内川ではダム完成以前より河道内の樹林化が進行し、
かつて河道内に広く見られた礫河原が急速に減少し、上
流区間(KP25～48)では、約 30 年間で礫河原の面積が約
1/3 に減少した(図-6)。河道内の樹林化や礫河原の減少
は、治水面では繁茂した樹木が洪水時の流れを阻害する
ため流下能力の低下が懸念され、河川環境面では礫河原
依存種であるケショウヤナギ等の生育適地が減少し、更
新地環境の衰退が懸念される。
400
常願寺川

約1/100
～1/250

安倍川

木曽川

吉野川

高水敷に樹木が定着したが、
流路沿いには比較的広い
礫河原がみられる

主流路沿いも樹林化

忠別川

札内川
300
利根川

図-8 札内川河床低下区間の変遷(KP44.4 付近)
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図-5 河床勾配比較図
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図-6 札内川上流(KP25～48)の樹林・礫河原の面積変化
② 河道変化の変遷
河道内樹林化による礫河原減少のほか、近年、河床低
下が進行している区間がみられる（図-7）。
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③ 河道変化の要因分析
図-9 を見ると、平成 18～22 年は、平成 17 年以前と比
べて年最大流量、融雪期最大流量ともに減少している。
札内川の河道内樹林化の原因となっているオノエヤナギ
等の種子散布時期は 6 月である。河床低下と流量の減少
により、出水による撹乱域が低水路部に限定され、撹乱
されなくなった主流路以外の区域にオノエヤナギ等が定
着して流亡しづらくなったため、急速に樹林化が進行し
たと考えられる。さらに、樹林化により一層変化が生じ
づらくなり、流路が固定化したと考えられる。
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図-9 年・融雪期最大流量の変遷(KP41.8 上札内橋観測所)
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④ 現状の課題の対応について
樹林化の抑制と礫河原の再生を目的として、オノエヤ
ナギ等の種子散布後期の 6 月末に、札内川ダムのドロー
ダウン放流水を活用したフラッシュ放流を実施している。
さらに、樹林化区域に残っている旧流路にフラッシュ
放流水を引き込むための掘削を行い、複列流路の回復を
図り、出水時の流路変動、それによる流路固定化の緩和
及び礫河原の再生を図る取り組みを進めている。
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図-7 札内川河床低下区間の横断変遷図(KP44.4)

河床低下区間では、主流路沿いも樹林化（図-8）し、
流路は固定化傾向となっている。
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(2) 石狩川水系忠別川の事例（堆積）
① 河道変化の概要（現状の課題）
石狩川水系忠別川は旭川市市街部を河床勾配 1/150～
1/350 で貫流し、旭川市街部で石狩川に合流する全国で
も有数の急流河川である。近年においては、砂州や河床
の攪乱を生じさせる規模の出水が少なくみお筋が固定化
され流水部は深掘れし、砂州との比高差が拡大するとと
もに砂州の樹林化が進行している。（写真-3）

写真-4 河川空間の利用状況
H23.4月 護岸施工(河道整正)後約1年

H25.8月 護岸施工(河道整正)後 3 年

砂州が発達

写真-5 KP4.0 より上流

写真-3 みお筋の固定化と樹林化の状況
また、旭川駅南側に位置する忠別川 KP3.0～5.0 区間
は、「北彩都あさひかわ」(旭川駅周辺開発)事業と連携
し水辺空間の整備を「水辺プラザ整備事業」で実施した
箇所であり、今年度「都市景観大賞(国土交通大臣賞)」
や「土木学会デザイン賞最優秀賞」を受賞するなど、多
くの市民が訪れる水辺空間となっている一方で、当該区
間においてもみお筋の固定化により砂州が堆積し樹林化
する傾向が見られ、現在の良好な景観が失われる懸念が
ある。
② 河道変化の変遷
忠別川 KP3.0～5.0 のうち KP4.0～5.0 については、S50
年代前半に堤防防護を目的とした低水護岸が施工された
後、土砂堆積と樹林化が見られたが、その後、局所的な
洗堀が発生したことから北彩都の整備と合わせ、平成
22 年 3 月に護岸の継ぎ足し及び河道整正を実施し局所
的な堆積等は解消した。しかし、現在はみお筋が固定化
し河道整正箇所へ再堆積している状況である。（図-10）

H24
H21想定
H19
H14
H8
S62

H21 年度河道整正後、
再度堆積（赤→青）

図-10 KP4.0 横断変化

③ 河道変化の要因分析
当該箇所は、過去から堆積傾向が見られ、昭和 50 年
代以降護岸施工や河道整正を実施してきた箇所であるが、
写真-3,5 にあるとおり、河川整備実施後も継続して堆
積が見られた箇所である。これは、近年、砂州や河床の
攪乱を生じさせる規模の出水が少なく、みお筋の固定化
に伴い堆積・樹林化が進行したものであると考えられる。
④ 現状の課題の対応について
堆積箇所の樹林化により現在の良好な景観や局所的な
洗堀により護岸の機能が失われないよう、適切な維持管
理について検討を進めている。
(3) 石狩川水系豊平川の事例（河床低下）
① 河道変化の概要（現状の課題）
豊平川は全国の都市河川の中でも有数の急流河川であ
る。直轄上流端の真駒内川合流付近から扇状地が形成さ
れ、札幌市街地を河床勾配 1/150～1/300 の急勾配で貫
流している。
札幌市街地の発展に伴い、洪水氾濫から市街地を守る
ため堤防整備、河岸保護、河道の安定と既設工作物の保
護を目的とした床止の整備、都市化の進展に伴う河川空
間の利用促進を目的とした高水敷整備等、治水上の安全
性を高めるため、様々な河川整備が進められてきた。そ
の結果、従来は網状河道を形成し自由に蛇行氾濫してい
たが、流路の固定化により河道形状が単調化することで、
横断方向の変化から河床方向への変化が顕著となり、み
お筋の固定化による局所的な深掘れの発生、湾曲内岸側
での砂州（土砂堆積）が形成、さらに近年では洪水の発
生頻度・冠水頻度の低下に伴う河道内の樹林化といった
河道変化が生じている。
KP17.6～20.8 においては過去からの土砂供給量の減少
や、河川整備に伴う掃流力の増加に伴い河床高は低下傾
向にあり、特にみお筋の固定化に伴い局所洗掘が発生し、
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これにより既設護岸が沈下したり、根入れが不足するな
ど、河川管理上の課題が生じている。
② 河道変化の変遷
各年代で測定された測量データから川幅・みお筋・最
深河床高の経年変化を示す。（図-11～13）
昭和 57 年頃までに河道の複断面化が概成したことで、
それ以降、大きなみお筋変化はなく近年では固定化して
きている。しかし、床止といった横断工作物による計画
縦断勾配を設定し、河床低下を抑制する対策が実施され
ていない上流部では、最深河床部での河床低下傾向が著
しい結果となっている。航空写真（図-14）を見ると低
水路内に広がっていた砂州は徐々に樹林化し、樹林化し
た箇所は固定化され、近年大きな変化は見られない。
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みお筋の固定化、樹林化が発生することで、KP20.0
における横断図（図-15）で見ると湾曲部外岸側の局所
洗掘が進行している状況となっている。

図-15 横断面図（豊平川 KP20）
③ 河道変化の要因分析
近年生じている局所洗掘は、流路が固定された昭和
57 年以降より発生している。昭和 57 年頃までは、河床
低下を抑制する対策として実施された床止め工の整備や、
河道の安定及び河川空間の利用促進を目的に実施された
複断面化に伴う高水敷造成及び低水護岸の整備により河
道形状が概ね固定化したことで、川幅、みお筋の変化が
小さくなってきた。河床低下を抑制する対策が実施され
ていない上流部では、平成 7 年までにみお筋が右岸側へ
と移動するなど変化が生じているものの、近年ではみお
筋が固定化され、最深河床部での局所洗掘が進行してい
る。昭和 63 年以降の年最大流量の経年変化（図-16）を
見ると、平成 23 年を除き、概ね平均年最大流量前後の
規模となっており、この期間での攪拌力はそれほど大き
くないため、砂州及び樹林化箇所は維持・拡大し、みお
筋の固定化・局所洗掘が進んだと考えられる。

図-12 みお筋の経年変化
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図-13 最深河床高の経年変化
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④ 現状の課題の対応について
河道変化状況を監視しつつ、局所洗掘により既設低水
護岸の機能が低下している箇所において護岸の根継ぎ対
策を実施している。その中で当面の対策として、既設施
設機能の保全、現況河床高の維持を目的として、帯工群
の設置を検討している。平成 21 年度に帯工の試験施工
を実施していることから、帯工の効果を検証しながら対
策を進める計画である。

（a）昭和 55 年

（b）平成 23 年

図-14 航空写真（豊平川 KP18.4 ～ 21.4）

キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析

図-16 年最大流量の経年変化

6.比高の拡大現象の包括化に向けて
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(1) 河道変化要因の絞り込み方法について
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② 現地調査による変化要因の絞り込み方法
堆積を伴う比高の拡大の場合、洪水履歴と併せて堆積
した土砂がどの程度の規模の洪水によって堆積したもの
なのか、横断図と空中写真で把握するには限界があるこ
とから、先の既往研究で示した藤田光一ら 4)の研究を参
考に、土砂が堆積した砂州を掘削し、内部に埋もれた土
砂の組成を確認することで土砂堆積の経緯を推測し、出
水による土砂堆積の要因の絞り込みが可能と考え、常呂
川にて実際に堆積の見られる現地にて試掘を行い、地層
断面の確認を行った。
今回調査を行った箇所は図-17 に示す横断図にあるよ
うに昭和 43 年～57 年にかけてすでに比高の拡大が見ら
れた箇所であり、昭和 59～60 年にかけて河道の拡幅工
事が行われたが、河道拡幅直後の昭和 62 年から平成 23
年までに右岸側では堆積が進む一方で、左岸側は逆に洗
掘傾向となり、現時点での河道内の比高は約 3.6m とな
っている。これらは堆積と洗掘の進行による比高の拡大
の典型的な例であるといえる。
写真-6 は図-17 の横断図に示す常呂川 KP71.6 地点の
土砂堆積箇所の断面図である。
拡幅直後の昭和 62 年測量断面の河床面がほぼ平坦で
あるのに対し、次の平成 10 年測量断面では右岸側に土
砂が堆積している形状になっている。なお平成 10 年測
量は当年に発生した洪水後に実施されている。
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掘削調査箇所

153

標高(m)

① 変化要因の仮説を検証する方法の必要性
近年の道内の急流河川で比高の拡大現象が生じており
その要因は様々であることが示された。横断図の経年重
ね図と空中写真の履歴から比高の拡大箇所を把握し、洪
水履歴を年最大流量のグラフから確認して土砂の堆積・
フラッシュと河床の洗掘がどのように進んだかを推測す
ることが可能であると考えられる。ただし、ほとんどの
河川で横断測量、空中写真撮影の実施年間隔にばらつき
があり、記録のない期間は現地の状況がどのように進行
したか明確にはわからず、比高の拡大現象が洪水でイベ
ント的に大きく進むのか、小さな変化の蓄積で進むのか
も明確には分からない中で、これらの情報をもとにした
要因の仮説を立てた場合に、現象を適切に推測するには
限度がある。さらに対応策を検討するために変化要因を
できるだけ正確に絞り込む必要があるため、比高の拡大
の変化要因を包括化していくための手法として、下記に
示す現地調査による方法と数値計算による方法について
試みることとした。
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図-17 横断変遷図（常呂川 KP71.6）

細砂→

(D60=0.4257mm)
細かな
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細砂→

(D60=0.0447mm)

河床にある
礫と同程度
の砂利層→
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写真-6 掘削調査断面
(写真左右方向が横断方向、撮影は上流向き)

図-18 に示す河道平面形状の変遷をみれば、河道拡幅
から 6～7 年後の平成 3 年には現在のみお筋の原型がほ
ぼ形成されており、その後、交互砂州の位置が固定化さ
れ砂州の樹林化が進行していることがわかる。
図-19 に示す近傍の置戸観測所における年最大流量の
データによれば、河道拡幅が行われた昭和 59 年を含む
22 年間の大きな洪水がない期間を経て平成 10 年に比較
的大規模な洪水が発生している。その後、平成 13 年・
平成 18 年にも 200～300m3/s 程度の中規模の洪水が続い
て発生している。

キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析

200

157

Ｓ５７

155

平成 3年

Ｓ６２

標高(m)

153
151
149

要因分析の方向性が定まることが期待でき、今後事例を
増やし、検証を行う必要がある
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③ 数値計算による変化要因の絞り込み方法
数値計算では仮想の条件を設定して変化予測が可能で
ある利点を活用し、比高の拡大の要因としての低水路・
高水敷整備の影響を検討することができる。
図-20 は豊平川での数値計算結果である。前章にも事
例で示した通り豊平川ではみお筋の固定化に伴い局所洗
掘が発生し比高の拡大が進んでいる。この要因のひとつ
として昭和 50 年代に行われた高水敷造成とこれに伴い
低水路を狭くしたことの影響が挙げられ、直後に発生し
た昭和 56 年の大洪水により比高の拡大が進んだと想定
される。高水敷造成に伴い、低水路を狭く固定したこと
の影響の推定は数値計算によって可能となる。また、図
-20 は条件の異なる平面 2 次元河床変動解析を試行的に
行った結果であり、Case1 は高水敷造成等の河道整備が
実施されていない状態(皿状断面形状)で昭和 56 年洪水
が発生した場合の計算、Case2 は複断面形状の河道横断
として比高の拡大が進行した現在の断面を用いて昭和
56 年洪水が発生した場合に比高の拡大がさらに進行す
るのか検証を行った。

KP71.6
KP71.0

Case1(皿状断面形状)

河床高変動量

図-18 河道平面形状の変遷
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図-19 年最大流量 常呂川（置戸）
横断図、空中写真をもとにした河道の変化と洪水履歴
とを照らしあわせて考えれば、平成 10 年洪水を含めた
土砂の移動で右岸の堆積が進んだことは明確であるが、
Case2(複断面形状)
大きな洪水のなかった約 22 年間に徐々に堆積したもの
か平成 10 年の出水でまとめて堆積したものかは明確で
はない。しかし写真-6 の昭和 62 年河床高付近より下に
この付近のみお筋にある大きな砂礫を中心にした河床材
料があり、これより上の層はほとんどが細砂であること、
さらに細砂と細砂に挟まれて細かな砂利層がありこの高
さがほぼ平成 10 年の地盤高に相当していることがわか
った。大きな洪水で移動する大きい砂礫が下層に含まれ
ないことを考えれば、この地点の堆積過程としては平成
10 年洪水でまとめて堆積したのではなく、通常年に発
生していた程度の洪水で動く程度の捲き上げられた浮遊
砂が堆積したものと考えるのが自然であり、例えば毎年
図 -20 平 面 2 次 元 河 床 変 動 計 算 結 果 （ 平 面 図 ）
の融雪出水で堆積する土砂が蓄積されていくのかなど、
（図中の① ②は比高が拡大する結果となる箇所）
キーワード：急流河川、河道計画、比高拡大、河道変化の要因分析
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図-21 比高拡大パターン模式図(案)
結果として Case1 と Case2 のいずれの計算でも比高の
拡大箇所が発生する結果となった。現在の豊平川の比高
の拡大が昭和 50 年代に整備された高水敷造成（低水路
の縮小）直後に発生した昭和 56 年洪水により生じたと
いう推察に対してはこれらの影響も否定できないが、こ
のように数値計算を活用することで河道変化の要因につ
いてさらなる絞り込みが可能であると考えられる。
(2) 比高の拡大の評価指標の確立に向けて
道内河川での比高拡大箇所について、その進行過程を
模式化したものを図-21 に示す。なお、前述した札内川
の事例（樹林化）は図-21 の「流量の変化」から始まる
パターンに該当し、忠別川の事例（堆積）及び豊平川の
事例（河床低下）は「川幅の変化」から始まるパターン
に該当すると考えられる。河道拡幅や洪水流量の減少、
護岸設置などのあとの掃流力の変化から堆積・洗掘形態
に変化が生じ、さらにその後の洪水流量の大小により比
高の拡大が進行するかが左右されると考えられるが、表
-4 で示したように比高の拡大状況は箇所によって様々
であり進行の段階に応じた見方が必要であることから、
河道管理をするうえで比高拡大要因についての指標が求
められる。そこで比高の拡大の段階により、水深、掃流
力、洪水流量、河床材料の粒径などが指標となると考え、
評価指標（案）の抽出を行った。（図-22）

今後はこれら指標をもとにした評価手法の検討を行い、
比高の拡大が予想される箇所の推定方法や比高の拡大箇
所の対応方法について検討する必要がある。

7.まとめ
比高の拡大現象は近年の特徴的な河道変化であり、複
合的な要因で進行するが、横断図や洪水履歴などの既存
データで進行過程をある程度推測することが可能である
ことがわかった。今後は要因の分析を進めるとともに評
価指標の確立に向けて検討を進めていくこととなる。

あとがき
本年は研究 2 年目であり、道内事例より急流河川の比
高の拡大箇所について要因分析を中心に検討し、技術的
な包括化に向けて比高拡大パターンを模式化するととも
に評価指標の検討を行った。
次年度も引き続き河道変化の要因について分析を進め、
指標の評価手法の検討を行うとともに、平面・横断・縦
断形状などの河道計画や対策の考え方などの具体的な手
法の検討を進め、急流河川の技術資料を作成する予定で
ある。
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