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まえがき
北海道内の急流河川では、河床低下、低水路平面形状
の変化など河道の変化に伴う河川管理施設の安全性低下、
河床の露岩化による生物生息環境の消失、樹林化による
礫河原の減少など、治水・環境面で課題が生じている河
川がある（写真 1-1）。また、急流河川は緩勾配な河川
に比べて洪水時の流れエネルギーが大きく、河道が急激
に変化する特徴があり、その変動機構は十分には解明さ
れていないことから、変動機構を明らかにする研究が行
われている。
このような背景から、本研究では今後の急流河川にお
ける河川整備の考え方や河道計画立案手法、管理手法等
を研究するとともに、その成果を「急流河川の技術資料」
（以下、「技術資料」という）としてとりまとめるもの
である。

1.本研究の全体計画
本研究は、平成 26～28 年度の 3 カ年で、道内外急流
河川を対象に、これまでに実施された河川改修や種々の
課題に対する対策、現状の課題を整理するとともに、今
後の急流河川の河道計画立案手法、管理手法などに関す
る研究を行い、今後の急流河川の河道計画立案・管理に
おける技術向上及び情報共有化に資するため、研究の成
果を「技術資料」としてとりまとめる計画である。(図
1-1)
今年度は研究の初年度であり、本局、各開発建設部及
び寒地土木研究所を構成員とする「北海道河道技術研究
会」において、道内急流河川における既往の改修・課題
およびその対策内容・効果など各種事例の調査・検討を
行うこととし、急流河川の特徴を既往文献や水理量から
整理するとともに、道内急流河川における、これまでの
河川改修や対策事例の収集・整理を図り、それらの効果、
現状の課題把握などの検討を行った。その検討を踏まえ、
今後の急流河川の河川整備の基本的な考え方をとりまと
め、「技術資料」の骨子(案)を作成した。
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写真 1-1.現地の状況写真
H26 年度（１年目）

・急流河川の特徴を整理
・道内急流河川の事例を検討
・今後の急流河川の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
H27 年度（２年目）

・急流河川の河道計画立案、評価手法を検討
・急流河川の対策手法の検討
H28 年度（３年目）

・急流河川の技術資料を作成

図 1-1.本研究の全体計画

2.急流河川の特徴について
急流河川の研究を行うにあたり、そもそも急流河川と
はどういう河川形態を示すのか定量的な指標は明確に整
理されていない。そこで、本研究の対象となる急流河川
を定義する指標を定めることを目的として、(1)既存文
献から急流河川の特徴や指標となる項目を整理し、(2)
道内直轄の 13 水系（34 河川）を対象に分析を試みた。
(1) 既存文献からみる急流河川の特徴と指標
① 河道区分
河道の地域区分の形態として上流から下流にかけて山
地河道、沖積地河道に分類され、沖積地河道においては
さらに扇状地河道、移行帯河道、デルタ地河道に区分さ
れることが知られている 1)。河道の地形分類における概

要を表 2-1 に示す。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
U*2=200～3000cm2/s2
U =0.14～.0.55m/s
道は、河床勾配が 1/500 以上と示されている。
② セグメント区分
河道計画検討の手引き 2) では、河川の縦断形は、ほぼ
同一勾配を持ついくつかの区間に分けてみることができ、
同一勾配の区間は、水理諸量や河床材料などが類似して
おり、これをセグメントと称されており、セグメントと
dR=2cm ～
特徴を表 2-2 に示す。扇状地（セグメント１）の目安と
して、河床材料の代表粒径 2cm 以上、河床勾配 1/400 以
上と示されている。
図 2-1.日本の沖積地河川の摩擦速度(u∗ )と代表粒径
③ 河道特性
(d )の関係図 3)
3)
沖積河川学 では、日本の沖積地河川の特性として、
摩擦速度と代表粒径の関係図（図 2-1）と無次元掃流力
と代表粒径の関係図（図 2-2）が示されている。代表粒
径２cm 前後でグラフに変化があり、代表粒径２cm 以上の
河川では、ほぼ一定の移動限界掃流力より多少大きめな
値となる。その理由として、扇状地河川の場合は、移動
限界掃流力より多少大きな掃流力の状態に対応する川幅
に広がるものとの考えが述べられている。
τ =0.03～0.1cm2/s2
*

*R

以上の既存文献から、急流河川の分界点を考えるにあ
たり、河床勾配 1/500、代表粒径 2cm が指標になりえるも
のと考えた。これらの指標をもとに、道内の急流河川を
定義する指標についてアプローチを試みた。

dR=2cm ～

図 2-2.日本の沖積地河川の無次元掃流力(
径(d )の関係図 3)

∗

)と代表粒

表 2-1.河道の地形分類とその特徴
河道区分

河 道 の 特 徴

山地河道

峡谷や峡窄部を流れる河道、河床材料は礫から砂までいろいろである。

扇状地河道

扇状地を形成する河道、河床材料は礫を主体とし、河床勾配は大略1/500より急で
ある。河道の水深は浅く、川幅が広く、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。

移行帯河道

沖積平野を流下し自然堤防を形成する。河床材料は砂を主体とし、河床勾配は
1/500～1/5000程度である。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

デルタ地河道 る。河岸の土質が稠密であるため、河岸が切立ち、河幅に比して水深の大きい河道

横断形状を有している。河岸の耐浸食性が大きいため河道変遷は少ない。
出典：河道設計論(案) 北海道河川防災研究センター 昭和62年12月

表 2-2.セグメントと特徴
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

表 2-3.分析対象河川一覧

谷底平野

地形区分

自然堤防帯

河床材料の
代表粒径 dR
河岸構成物質

さまざま
河床、河岸に岩が出
ている事が多い。

2cm以上
表層に砂、シルトが
乗ることがあるが薄
く、河床材料と同一
物質が占める。
1/60～1/400

勾配の目安

さまざま

蛇行程度

さまざま

曲がり少ない

河岸侵食度

非常に激しい

非常に激しい

低水路の平均深さ

さまざま

0.5～3m

デルタ
1cm～
0.3mm以下
0.3mm
下層は河床材料と同 シルト・粘土
一。細砂、シルト、粘
土の混合物。
3cm～1cm

1/60～1/5,000
蛇行が激しいが、川幅
水深比が大きい所では8
字蛇行または島の発生
中、河床材料が大きい
ほうが水路はよく動く
2～8m

出典：河道計画の手引き

(2) 北海道内の直轄 13 水系 34 河川を対象とした分析
北海道内の直轄 13 水系 34 河川(表 2-3）を対象に急流
河川の特徴を水理的な観点から分析を行う。
ここでは、各河川の代表的な特性を把握するため、平
均年最大流量時の測点毎の不等流計算値を区間ごとに平
均した水理量を用いる。区間は、主に河床勾配や代表粒
径から分類されており、各河川の特性を表現しているセ
グメント区間を用いた。
前述の図 2-1 と図 2-2 を参考に道内河川で描いたもの
を図 2-3 に示す。

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

(財)国土技術研究センター編 平成15年2月
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1 石狩川
13 辺別川
2 豊平川
14 牛朱別川
3 千歳川
15 永山新川
4 夕張川
16 尻別川
5 幾春別川
17 後志利別川
6 空知川下流
18 鵡川
7 空知川上流
19 沙流川
8 雨竜川
20 十勝川
9 石狩川上流
21 利別川
10 オサラッペ川
22 札内川
11 忠別川
23 音更川
12 美瑛川
24 浦幌十勝川
ハッチング:代表的な急流河川

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

釧路川
網走湖
網走川下流
常呂川
湧別川
渚滑川
天塩川
名寄川
風連別川
留萌川

10

2ｃｍ以上で1/500程度
にプロット

100
河床勾配(1/i)

図 2-3 から、道内河川においても文献と同様に代表粒
径が 2cm 程度以上では、摩擦速度は代表粒径と比例して
上昇している。また、図 2-4 から、無次元掃流力は、粒
径が大きいほうが多少小さくなる傾向が見られるが、ほ
ぼ一定の移動限界掃流力より多少大きめな値である。北
海道内で一般的に知られている代表的な急流河川として
豊平川、石狩川上流、忠別川、札内川、音更川、湧別川
の 6 河川は文献の指標範囲にプロットされる。なお、豊
平川・石狩川上流の一部おいて範囲外となるが、下流の
緩勾配区間であることが要因である。
(1)で整理した文献の指標（河床勾配 1/500 以上、代表
粒径 2cm）を参考に河床勾配と代表粒径の関係を図 2-5
に示す。北海道内の河川を対象とした中規模河床形態の
領域区分図を図 2-6 に示し、道内河川で河床勾配を
1/500 で分類し、プロットした。１/500 より急勾配の河
川は単列砂州、複列砂州領域に多く分類される。また、
道内の代表的な急流河川においては複列砂州領域に集中
している。
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1
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●豊平川 ●石狩川上流 ●忠別川 ●札内川 ●音更川 ●湧別川 ●その他河川

図 2-5.北海道内河川の無次元掃流力(
(d )の関係図
τ*R

∗

)と代表粒径

I=0.001
I=0.001
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△湧別川
●音更川

●豊平川
●湧別川

●石狩川上流
△●その他河川

図 2-6.北海道内河川の中規模河床形態の領域区分図
dR=2cm～
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図 2-3.北海道内河川の摩擦速度(u∗ )と代表粒径(d )の
関係図
τ*R
10

1

0.1

＝0.03～0.1

評価指標

dR=2cm～

0.01

0.1

(3) 北海道内の急流河川の定義
上述した道内急流河川の分析においても文献で示され
ている指標（河床勾配、代表粒径、摩擦速度、無次元掃
流力）と同程度であることが分かった。現段階の分析結
果における急流河川の定義を表 2-4 に示す。
この急流河川の定義により、道内河川の大まかな分類
が可能となったと考える。今後は、分類した急流河川に
着目し、各河川の類似性を定量的に評価し、より詳細な
枠組みの構築を目指すとともに、各河川の技術情報のと
りまとめを進める。類似河川と技術情報を結びつけるこ
とにより、技術の共有化が図られ、顕在化していないリ
スクへの予防保全や効率的な河道計画・河川管理に資す
るものと考える。
表 2-4.急流河川・区間の区分の目安

1
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2ｃｍ
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1000

代表粒径(mm)
●豊平川 ●石狩川上流 ●忠別川 ●札内川 ●音更川 ●湧別川 ●その他河川

図 2-4.北海道内河川の無次元掃流力(
(d )の関係図
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平地河川
目安

河床勾配(ｌｂ)

緩

代表粒径(ｄＲ)

小

2

摩擦速度(u∗ )
無次元掃流力(τ∗Ｒ)
中規模河床形態

小
大
砂州非発生
単列砂州

急流河川
目安
急
(1/500程度以上)
大
(2cm程度以上)
大
(200cm2/S2)
小
(0.1程度以下)
単列砂州
複列砂州

3.道内急流河川の現状と課題
道内急流河川のこれまでの改修の考え方、現状の課題
を把握するため、豊平川、札内川、石狩川上流の代表的
な急流河川を例に取り、河川概要、既往の河川改修や対
策工、近年の課題と対応を以下に示す。
(1) 豊平川の事例
① 河川概要
札幌中心部を貫流する豊平川は、都市を流れる河川と
しては全国有数の急流河川である。豊平川は、直轄上流
端の真駒内川を合流したあたりから扇状地を形成してい
る。その扇状地に位置する札幌市街地を河床勾配 1/150～
1/300 の急勾配で貫流した後、雁来付近から 1/1,000 以下
の緩勾配となり石狩川に合流する(図 3-1)。豊平川はこ
れまでに、改修工事に伴う掃流力の増加、ダム等の整備
による土砂供給量の減少、建築資材の需要の高まりによ
る砂利採取などを要因とした河床低下が問題となってい
た。近年では、8 号床止工より上流の KP17.6～20.8 にお
いては、澪筋・砂州の固定化に伴い局所洗掘が発生する
など河道管理上の課題が生じている。
標
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ミュンヘン大橋
新藻岩橋
藻岩上の橋

平和大橋

計画高水位
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五号床止工

真駒内川
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25.00

厚別川

月寒川

雁来観測所
基準地点

一号床止工

20.00
15.00
10.00

図 3-2.豊平川改修計画縦断図 4)

写真 3-1 水理模型実験写真 5)
当時の豊平川床止計画の考え方は、河床砂礫が限界掃
流力につり合って静止した状態で河床形状が平衡となる
とする静的平衡理論に基づき縦断形状が計画された。
融雪、夏期出水により発生する流量 520m3/s を対象流量
として、豊平川床止工対象区域の河床材料、その掃流力
と限界掃流力の関係を調査し、河床が安定する勾配の概
略値を求めた。
掃流力は、当時一般に用いられていた次式により、限
界掃流力は、吉川式（土研公式）を採用している。

S  1000 HI (kg / m 2 ) 掃流力 S ,水深 H

5.00
0.00
-5.00

,水面勾配 I

流れは等流と仮定し河床勾配が安定勾配と一致すると
S0 と釣合状態になるとして安定
き掃流力は、限界掃流力
図 3-1.平均河床高および最深河床高
勾配は、
になる関係式から求め、図
3-2
S

1/1000
S
0
② 既往の河川改修や対策工
の縦断計画としている。
明治初期の豊平川は、扇状地面に網状の河道を形成し、
また、昭和 34 年 4 月の融雪洪水によって 7 号床止が被
氾濫を繰り返してた。明治 14 年に初めての堤防が札幌市
災した。要因は 3 点考えられ、ⅰ:下流の 5,6 号床止が未
街地左岸に築かれたことに始まり、昭和 16 年に石狩川へ
施工であり河床が不安定であったこと、ⅱ:水叩き下流の
の合流点を下流に切り替える豊平川新水路が整備される
根固めとして木工沈床を施工したが屈撓性・耐久性に富
と共に石狩川合流点から真駒内川合流点までの堤防が連
むとはいいきれないこと、ⅲ:床止上流部の流れが乱れ偏
続化した。その後、昭和 25 年より市街地区間の河道の安
流が生じたこと、であった。
定や、護岸や橋脚部の局所洗掘対策として 7 基の床止が
災害復旧に際しては、床止が連続していることや流路
設置された。昭和 46 年から堤防防護と高水敷利用促進の
が右岸に寄っていること、幌平橋橋脚の影響などを考慮
ために高水敷が整備され、昭和 57 年頃には市街地区間の
して土木試験所水工研究室に依頼し 1/100 模型の水理実
両岸の低水護岸が連続化されている。
験を行った(写真 3-1)。その結果、水叩き長 18.5m、根固
め長 31.5m とし、低水路幅を既設の 40m から越流部にお
1) 豊平川床止計画
いて拡幅し、水叩き部で 60m とした。
昭和 25 年より河床低下の防止、低水路の固定、河岸護
床止完成以降は、長年の流水の作用により破損、摩耗、
岸などの工作物の保護を目的として、７基の床止工を整
空洞化等が生じ、洪水時の安全性が損なわれている状況
備した。昭和 25～27 年に洗掘防止、堤脚保護の緊急措置
にあるため、床止の補修・改築を実施している。
として 1 号、3 号、7 号床止が施工された。その後、河道
以上の縦断計画や施設設計、施設管理により、現在で
の安定勾配から既設 3 カ所を含む 7 箇所の床止全体計画
も豊平川の床止設置区間の河床高は安定しており、長期
が立案された。昭和 45 年洪水で幌平橋上流部の護岸洗掘
にわたり安全な河道が維持されている。
が顕著となり、新たに 8 号床止が追加された。
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2) 低水路及び高水敷整備
従来、豊平川は網状河道で流れが乱れ、河岸決壊が生
じており、堤防の決壊を防ぐために低水路の固定化が河
川計画上重要な問題であった。そのため、まず水制によ
り低水路を河道の中心部に固定する工法がとられてきた。
昭和 40 年代には急激な都市化の進展を背景に豊かな緑と
広場を求める声が高くなり、昭和 46 年度より河川空間の
利用促進を目的として護岸により低水路を固定し、新た
に高水敷設け低水路と河道を二分する複断面化の河川整
備が進められた。その整備に伴い、従来 140m～250m であ
った低水路幅を 60m とし、高水敷までの水深が概ね 2m の
水路した。その結果、川幅水深比が小さくなり砂州形状
は複列砂州から単列砂州の形態へと変化している 6) (写真
3-2)。
豊平川では、河道断面の複断面化、護岸による低水路
固定化とともに複列砂州から単列砂州の河道へ変化させ
ることによって河道の安定性を向上させた。併せて流下
断面の拡大、流れの乱れを少なくしたことにより流下能
力の向上も図るものであった。

写真 3-2.豊平川上流斜め写真 6)
(左：低水路護岸施工前、右：低水路護岸施工後).
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③ 近年の課題と対応
1) 現状の課題
豊平川の P17.6～20.8 の床止未整備区間で過去から土
砂供給量の減少や、治水工事に伴う掃流力の増加に伴い
河床高は低下傾向であり、特に近年は澪筋の固定化に伴
う局所洗掘による最深河床高の低下が発生している(図
3-3、図 3-4)。河床洗掘が生じることで既設護岸が沈下
したり、既設護岸の根入れが不足するなど、流水の作用
に対する安全性が損なわれている個所がある。
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図 3-3.最深河床高の経年変化
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2) 現状の課題の対応
河床洗掘や既設護岸の状態を監視しつつ、既設護岸の
根継ぎなど河床洗掘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、現況河床高を維持
するため、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(図 3-5)を実施しており、帯工構造は経
済性や景観、魚類等の環境に配慮し、巨石を用いた石組
構造としている。今後、試験施工を行った帯工の効果を
検証しながら、詳細な構造諸元等を検討し、対策を進め
る計画である。
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図 3-4.澪筋の経年変化
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図 3-5.石組み帯工平面図（試験施工）
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① 河川概要
十勝川の支川札内川は、河床勾配が約 1/100～1/250 の
急流河道(図 3-6)で蛇行が著しく、河床材料の代表粒径は
30mm～80mm 程度である。また、流域の土砂流出量が大き
いため、札内川沿いに扇状地が形成され、河道内での土
砂移動が激しい河川である。
近年、河道内で樹林化が進行し、急激に礫河原が減少
している。
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② 既往の河川改修や対策工
札内川は複列網状の急流河川であったため、河川改修
工事を行う以前は出水毎に中州の位置、形状が変化し、
河岸侵食も進むことから流路平面形状は不安定であった。
また、土砂生産が活発かつ急流で土砂移動が激しく、
澪筋の変化が著しいため、上流域では砂防堰堤等、上流
から下流域では水制工、護岸等の対策を実施した。
1) 河道の安定化対策
札内川は、昭和 28 年に十勝川全体計画が策定されたこ
とを機に、河道の安定化対策が始まった。三島勇氏(昭和
31 年当時北海道開発局)は札内川の現況形状を分析して
蛇行した主流線の一定の波長を河道から求めて、その波
長に沿って低水路を固定し河道の安定化を目指す工法 7)
を考案した。この河道安定化工法では水制工を多用し、
護岸水制・導流水制・水裏水制からなる３種類の水制(図
3-7)により、流路を固定しようとするものであった。
a) 護岸水制
水衝部の保護と河床洗掘の防止のために、護岸水制に
よって流速を減退させ、土砂堆積を促進させる目的で設
置した。
b) 導流水制
洪水時に計画流心線を維持するため、護岸の下流付近
に導流的な水制として、導流水制を設置した。
c) 水裏水制
洪水時に高水敷一帯に侵入した水流は、平水時の水裏
箇所を洗掘し、分岐流路を発生させる可能性があった。
洪水の流速を緩和して上流より流送されてきた土砂を沈
澱させると共に、既にある中州を固定し乱さないために
水裏水制を設置した。

の流路の変遷を重ね図として対比する。当初の計画河道
形状(図 3-8 上段)が昭和 53 年時点で流路の線形としてお
おむね実現していたことがわかる(図 3-8 中段)。また、
各所に水裏水制の施工実績が見られ、河道安定化工法が
着実に実施されてきたことを証しているといえる。しか
し、河川改修にあたり、低水路法線が堤防に接近してい
るため、堤防盛土と共に河道安定化が必要であったが、
護岸、水制工は堤防盛土に追従できるだけの整備進度を
確保できないなどの課題があった。
その後、昭和 50 年代に山口甲の蛇行論 9) に基づき、水
衝部位置を河心側へ移動させる新たな河道計画が策定さ
れた。新たな計画では低水路の平面形状は計画高水流量
時の蛇行波長で蛇行河道を定め、蛇行流路の偏向角度は
蛇行河道の固定化を促す観点から約 20 度程度になるよう
計画した。
札内川の河道安定化は、蛇行流路の波長に着目し、そ
れぞれ働きの異なる 3 種類の水制を配置することによっ
て河道の安定化を図るものであり、凸岸部の砂州上の水
制の配置は、洪水時に土砂の一時調整を考慮した工法で
あった。改修初期は水制・護岸の整備率が低く河岸侵食
等の被災が生じていた。現在、水制の整備が段階的にな
され、安定性の高い主流路線形が形成され、低水路幅が
比較的広い状態での河道の安定に至っている。

2) 河道の安定化対策の経過
札内川の KP10 から KP16 区間の蛇行流路法線とその後
図 3-7.河道安定化工法による水制設置例

図 3-8.札内川 KP10～16 計画河道変遷図 8)
キーワード：急流河川、河道計画、河床低下、河岸侵食

③ 近年の課題と対応
1) 現状の課題
近年、札内川では、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
少している(写真 3-3、図 3-9)。河道内の樹林化や礫河原
の減少は、治水面では、河道内に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の生息
適地が減少し、更新地環境の衰退が懸念される。親水面
では、礫河原の減少に伴い、水辺の利用可能な空間も減
少し、「川狩り」に代表される地域の河川利用文化の衰
退も懸念されている。
また、礫河原の減少のほか、近年、KP17 付近で局所的
な河床洗掘により最深河床部が未固結な軟岩層に近づい
ている箇所(図 3-10)があり、著しい河床低下が発生する
危険性が懸念されている。
2) 礫河原再生と河床低下対策
札内川では、流路の一部掘削や既設ダムの活用等によ
り、自然の攪乱リズムを復活させて、流路変動や河床攪
乱により礫河原を再生し、礫河原依存種が世代交代して
いくことができる河川環境を回復させる取り組みを実施
している(図 3-11)。また、河床低下に対しては、地質・
土砂動態の両面から河床低下の危険度評価を行い、必要
に応じて事前防護策・対策工等を図ることとしている。

図 3-11.自然の撹乱リズムの復活による効果
(3) 石狩川上流の事例
① 河川概要
石狩川上流は、河床勾配が約 1/180～1/670 と急勾配な
河川であり、河床材料の代表粒径は 35～86mm 程度である。
このうち、KP155～166 は、旭川市街地を流下する急流区
間であり、上下流に比べて低水路幅が狭いことから、河
床低下が進行し、河床の一部が露岩化している(図 3-12)。
② 既往の河川改修や対策工
石狩川上流は、原始河川の状態では網状河川であり、
たびたび氾濫を繰り返していた。旭川市街地区間は、昭
和 30 年代に複列網状河道を包絡する形で堤防整備が始ま
った。当時の全体計画(昭和 28 年)では、石狩川上流の改
修計画で第一に重視されたのは河道の固定であった。低
水路法線の決定にあたっては、蛇行した主流線のピッチ、
旧河道の変化状態等を参考に低水路法線を検討し、護岸
及び水制を設け、土砂の堆積と導流効果を図る工法で改
修が行われた。昭和 50 年代には、旭川市街地の区間にお
いて、河岸の堤防接近箇所の防御対策と河川空間の利用
促進を目的として高水敷造成及び護岸工事が実施された。

写真 3-3.札内川の礫河原の変化(KP29 付近)
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図 3-9.札内川上流(KP25～48)の樹林・礫河原の面積変化
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図 3-12.石狩川上流平均河床高
図 3-10.札内川最深河床高縦断図(KP15～20)
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③ 当時の河川整備の考え方
石狩川上流(旭川市街地区間)の平面形状の変遷を図 313 に示す。昭和 31 年当時は、いわゆる皿状河川で砂礫堆
の発達が著しく不安定な河道形態であった。昭和 42 年、
昭和 50 年には、右岸側の水制工により効果的に高水敷が
形成されるなど、旧河道の蛇行を考慮して低水路の固定
化が図られ、砂州の発生形状も複列から単列に変わり安
定した河道が形成されていたものと推察される。しかし、
水制工を設置した対岸の水衝部における侵食や洗掘など
の課題もあったため、昭和 50 年代には護岸工法による低
水路の直線化・固定化が図られるとともに、社会的な要
望から左右岸に高水敷の造成が行われた。
④ 近年の課題と対応
1) 現状の課題
旭川市街地を流下する KP155～166 の急流区間では、昭
和 50 年代以降の高水敷造成に伴う川幅減少により掃流力
が増加し、KP155～KP166 区間の河床砂礫が流出しやすい
状態となったと考えられる。
平成以降は、風化しやすいシルト岩や礫岩が低水路内
に露出し、河床低下が進行した。これにより、同区間内
の護岸や橋梁の根入れ不足など河川構造物等の安全性が
低下している(図 3-15) 。
2) 河床低下対策
露岩区間の対策は、可能な範囲で低水路幅を確保し掃
流力を低下させ、覆礫により澪筋固定及び露岩状況を解
消する対策とした。具体的には、堤防防護ライン及び高
水敷の利用状況等を考慮した上で、低水路の拡幅が可能
な箇所について低水路拡幅を実施し、拡幅時の掘削土砂
を横断流用し、軟岩を被覆することで澪筋固定解消と掃
流力を低減させる工法としている (図 3-14)。
対策による効果は、数値シミュレーションと大型模型
実験により確認しており、引き続き、実施箇所のモニタ
リング等から対策効果を検証し進める計画である。
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図 3-13.石狩川上流の平面変遷(旭川市街地区間) 10)
土砂の横断流用による澪筋の解消と軟岩の被覆
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図 3-14.河床低下対策のイメージ図
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図 3-15.河床高の経年変化と現状
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(4) 道内急流河川の事例について
道内急流河川の代表事例のこれまでの河川整備の考え
方、その効果、近年の課題を以下に示す。
・道内の代表急流河川では、蛇行が著しい複列砂州の河
道の安定化対策として、護岸又は水制により低水路幅
を狭め、かつ河道の固定化を進める対策を実施してい
る。
・河道の安定化対策は、蛇行線の変遷などの流路形成の
メカニズムなどの個々の河川の河道特性を念頭に計画
している。
・対策途上における豊平川の床止の被災や札内川の河岸
侵食などの実績から、更に計画や対策手法の改良が加
えられ、より安全性の高い対策を実施している。
・これら対策により代表急流河川では、河道の安全性は
飛躍的に向上しており、また、流れの蛇行の抑制など
により洪水の流下能力の向上が図られている。
・近年、経年的な流水の作用によって、澪筋の固定化に
よる局所洗掘や河床の軟岩層の露出による急激な河床
低下が生じ、護岸などの河川管理施設や橋梁の安全性
が損なわれるなどの治水面の課題が生じている。
・また、河道内で樹林化が進行し、礫河原が急速に減少
し礫河原依存種の衰退や水辺の利用可能な空間の減少
など環境面、親水面でも課題が生じている。

4.これからの急流河川の川づくり
(1) 河道計画に関する全国的な考え方
① 河川法改正の流れ
明治 29 年に近代河川法が誕生し、主として治水制度の
整備が図られた。昭和 39 年には河川法が改正され、治
水・利水の体系的な制度の整備が図られ、水系一貫管理
制度の導入、利水関係規定の整備が図られた。平成 9 年
には治水・利水・環境の総合的な河川制度の整備が図ら
れ、河川環境の整備と保全、地域の意見を反映した河川
整備の計画制度が導入された(図 3-14)。
②河道計画に関する考え方
昭和 33 年に建設省河川砂防技術基準（案）計画編が策
定され以来、現在まで河道計画の考え方は時代背景の変
化とともに更新されてきている。
昭和 30 年～40 年代は、度重なる洪水被害や高度経済成
長の中で治水・利水の投資が急増していた。河道計画で
は、計画高水流量以下の流量を安全に流下させる計画で、
断面形は複断面を基本とし、年 2～3 回起こる洪水規模で
低水路幅と高水敷高が決められていた。
昭和 51 年に建設省河川砂防技術基準（案）計画編が改
訂された。昭和 50 年代の河道計画では、低水路センター
ライン方式が採用され、低水路センターライン方式によ
る複断面化は、計画流量の増大に伴う低水路掘削、堤防
の安全性向上を念頭においたものであったといえる。
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図 4-1.河川法
また、高度経済成長期の砂利需要(低水路掘削)や都市化
に伴う河川敷の公園利用(高水敷造成)のニーズなどの社
会的要望に応えることを通して、実際に複断面形状が形
成されてきた経緯がある。
道内事例の豊平川や石狩川上流においても、同様に河
道の安全性や流下能力の確保などの治水上の目的のほか、
社会的要望にも応えることで合理的に事業が進められて
きたといえる。
平成 16 年に国土交通省河川砂防技術基準計画編が改訂
され、「健全な水循環系の構築」や「総合的な土砂管理」
などの新たな理念が導入された。近年の河道計画では、
計画低水路法線という概念はなくなり、堤防防護ライン
や低水路河岸管理ラインを基本として計画上の低水路河
岸位置を定めることになっている。
従来の河道計画は河積の確保に主眼がおかれ、画一的
な計画横断形状を定める「形状目標型」の計画であった。
そのような状況の中で、近年は、河川は治水・利水の機
能を確保するとともに、河川の適正な利用と河川環境の
保全を図りながら「機能目標型」の河道計画が求めれて
いる。
(2) 今後の急流河川の河川整備で求められること
平成 24 年は九州北部豪雨、平成 25 年は台風 18 号、26
号、平成 26 年には 8 月の広島県での豪雨や 9 月の北海道
の豪雨など、近年の水害の多発を受けて治水上の安全確
保が強く求められている。一方で、既存社会資本ストッ
クの老朽化や厳しい財政状況にある。また、少子高齢化、
人口減少等の社会構造の変化を考慮することが必要であ
る。
そのような社会情勢を踏まえると、今後の急流河川の
河川整備では、効率的で持続的な安全性の確保が強く求
められているといえる。
また、今後の急流河川の河川整備にあたっては、近年
の道内急流河川の課題や河道計画の考え方、社会的な背
景を踏まえつつ、治水・環境・利水の機能維持を考慮し
た川づくりを行うことが重要となる。

5.技術資料の作成について

6.まとめ

(1) 技術資料の必要性
今後の急流河川の河川整備にあたっては、これまでの
河道形成の考え方の理解、急流河川対策の先行事例を踏
まえ、さらに解明されていない事象の研究を引き続き行
い、知見を蓄積していくことが重要である。
また、急流河川の治水・環境面の課題に対して、個々
の河川で技術検討が進められているが、今後も多くの河
川で類似した課題が生じる可能性が十分に考えられる。
各河川で構築している技術を取りまとめ共有化を図るこ
とで、これから生じる課題に的確に対応できるものと考
える。
そのため、既往の河道計画や改修、最新の検討事例な
どを基に「急流河川の技術資料」を作成する。

・本研究の対象である道内急流河川を定義する指標を検
討して整理した。今後、更に指標の細分化を図り、類
似河川の評価指標など実用性の高いものとする。
・道内急流河川事例から、既往の河川改修では、当時の
河川の課題や自然現象等を踏まえ、効果的・効率的な
改修が行われ、安全性の高い河道が形成、流下能力の
向上が図られている。
・近年、道内急流河川では、河川改修後の経年的な流水
の作用による河道変化に伴い治水面、環境面等で課題
が生じている。
・今後の急流河川の河川整備にあたっては、治水・環
境・利水の機能維持を考慮した川づくりを行うこと重
要となる。
・その実現に向けて、「急流河川の技術資料」の作成が
求められる。

(2) 技術資料の骨子
「急流河川の技術資料」は、現状と課題、計画及び評
価、対策の３章構成として、骨子案を以下に示す。
第 1 章では、今年度の研究成果を主体として、「急流
河川の特徴」と「従来の河道計画の考え方」を取りまと
め、それらを踏まえて「道内急流河川の現状と課題」を
取りまとめる。
第 2 章では、道内外急流河川の河道計画や安全度の評
価手法などの事例研究を進め、「これからの河道計画の
基本的な考え方」と「急流河川の危険度や安全性の評価
手法」について取りまとめる。
第 3 章では、道内外急流河川の河道安定化対策の事例
の研究から「これまで各河川で検討及び施工されている
対策事例と対策の考え方」、「その後のモニタリング方
法」について取りまとめる。
この技術資料の骨子案は、現段階の構成案であるため、
今後、柔軟に変更を加えながら、検討を進めるものであ
る。

7.あとがき
本年は研究１年目であり、道内事例の整理から今後の
急流河川の河川整備の基本的な考え方までを検討した。
次年度から更に平面・横断・縦断形状などの河道計画
手法や対策手法の考え方などの具体的な手法の検討を進
めて急流河川の技術資料を作成する予定である。
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