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iRICの実用事例を踏まえた
札内川自然再生の取り組みについて
帯広開発建設部 治水課

○天羽 淳
谷 昭彦
米元 光明

2016年8月出水を受けて、札内川の河道は大きく変化し、河畔林や礫河原の様相は一変した。これまで、
札内川では河道変化の予測を踏まえて、礫河原再生・回復を図る取り組みを実施してきたが、既往最大の出
水前後の現象を踏まえて、これまでの対策効果や今後の取り組みの方向性についてiRICによる検証を行った。
本稿は、これまでの札内川礫河原再生技やを紹介するとともに、2016年8月出水後に生じた河道変化や今
後の対応策について、iRICによる再現性の確認及び礫河原再生技術の検証と今後の取組方針について報告す
る。
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1. はじめに
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写真-1 札内川の変遷（KP35付近）

2. これまでの礫河原再生の取り組み
(1) 札内川ダムからの放流の概要
札内川ダムでは、夏の洪水期に向けて、非洪水期の平
常時最高水位EL474.0mから洪水貯留準備水位EL466.0mま
でダムの貯水位を低下させる操作を毎年7月1日までに行
っている（図-1）。
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札内川は一級水系十勝川の一次支川であり、中札内村、
帯広市、幕別町を流れている複列流路と広い礫河原が特
徴の河川である。
2005年以降、特に支川戸蔦別川との合流点から上流区
間で河道内の樹林化が著しく、札内川では礫河原が急速
に減少している（写真-1）。これは、2006年から2010年
の年最大流量の大幅な減少等が影響し、河道内の攪乱が
発生しにくくなったためと考えられる2)。礫河原面積の
減少により、ケショウヤナギやチドリ類など、礫河原が
なければ世代交代が困難な動植物の衰退が懸念されてお
り、ケショウヤナギ生育環境の保全に加え、札内川特有
の河川環境・景観の保全を目的とした礫河原の再生が喫
緊の課題であった。
このため、札内川の礫河原再生を目的として、2012年
より6月末に札内川ダムから確率規模1/1出水相当の最大
約120m3/sの中規模フラッシュ放流(以下、ダム放流とい
う)を実施している。実施にあたっては、ダム放流や旧
流路引き込み等の対策効果をiRICで検証しながら進めて
おり、現在では徐々に礫河原面積の回復が見られ、概ね
良好な成果を挙げてきた。
しかし、2016年8月に大規模な出水が発生し、礫河原
は大幅に広がり比高差も拡大した。このため、2016年8
月出水の再現と出水後の河道変化予測を行い、今後の取
り組みの方向性をiRICにより検証することとした。
以上のことを踏まえ本稿では、今後の他河川への適用
性を考慮し、礫河原再生技術について様々な取組事例を
紹介する。
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図-1 中規模フラッシュ放流の操作イメージ
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この時期は樹林化の主な原因となっているオノエヤナ
するものである。
ギ等の種子の散布時期（6月上旬～下旬）であることに
着目し、種子流亡効果をねらって、種子散布後期に合わ
砂州発達イメージ
せ6月下旬に最大約120㎥/sの放流を実施している1)。なお、
下流河川における上流区間の水位上昇量は0.5m~0.8m程
度、流速は3.0m/s3程度である。

置き砂

砂州が発達していくと、やがて対岸

(2) 礫河原再生の手法と効果
礫河原を再生・維持するには流路の定期的な移り変わ
りが必要であり、ダム放流に加え、以下の二つの手法に
より礫河原再生の取組を実施している。
一つ目は、2011年出水で、河道内の旧流路沿いの湾曲
外岸側や旧川流入部で比較的大規模な樹木流亡が発生し
ている状況が見られたことに着目し、ダム放流の効果を
最大限に引き出すための手法として2013年から「旧流路
引き込み」を実施している（写真-2）。これは2011年出
水でも変化が小さかった旧流路が存在し、その旧流路は
土砂が流入部に堆積し閉塞していることが分かったこと
から、これを除去した後、ダム放流を行うことで川の営
力を利用した比較的大規模な樹木流亡を期待するもので
ある。なお、実施にあたっては、平面形の変遷や水面縦
断形など河道状況を把握し、「フシ」の直下流で実施す
ることが最も効果であると示唆されている（図-2）。

が浸食され、流路が蛇行する。

写真-3 置き砂の状況

(3) 礫河原と樹林の面積の状況
かつては複列流路と広い礫河原が特徴の札内川であっ
たが，2006～2010年の年最大流量の大幅な減少等が影響
し，河道内が著しく樹林化、これにより流路は固定化し
礫河原の面積は急速に減少した（図-2,3）。
このため、2012年から2015年まではダム放流と下流河
川における「旧流路引き込み」、「置き砂」の効果によ
り、徐々に礫河原の回復が見られている。さらに図-3よ
り、2015年と2016年を比較すると2016年は既往最大の出
水の発生により、さらに礫河原の面積は増大した状況で
ある。
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図-3 河道内の礫河原と樹林の変化状況
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図-4 年最大・融雪期最大流量の変遷（上札内観測所）
土砂の除去

図-2 H工区旧流路引き込み位置と河道状況の関係

二つ目は、2014年出水で、流路が固定化した直線流路
区間で砂州が発達し、その影響で側岸侵食が発生、流路
が蛇行化している状況が見られた点に着目し、2015年か
ら「置き砂」を実施している（写真-3）。これは、旧流
路引き込みのための流入部掘削により発生する土砂の有
効活用も兼ねており、直線区間の上流側水衝部に置砂を
実施することで砂州の発達を促し、河道の蛇行化を期待
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3. 2016年8月出水に生じた河道変化
(1) 出水の概要
札内川流域では、8月30日から8月31日にかけて総雨量
約507mmを記録し、札内川で既往最大の出水が発生した。
このため、札内川ダムでは、非常用洪水吐から放流が開
始され、最大放流量は約655m3/sを記録し、その下流河川
である札内川では、4観測所のうち、3観測所で既往最大
水位を観測した。

(2) 河道内の状況
出水により、大きく変化した札内川の河道状況を把握
するため、河床高や土砂動態の変化、礫河原面積と比高
差の関係について整理し、今後の札内川礫河原再生の取
り組みをどのように継続すべきか検討を行った。
a) 河床高について
平均及び最深河床高は、局所的に低下してる箇所は見
受けられるものの、既往の縦断経年変化から河床低下を
助長するような様子は見られないことを確認した。
b) 土砂動態について
図-5のLP地盤高差分図より、全体的に上流区間は堆積
は殆どなく、側岸侵食が発生し、下流区間は上流からの
土砂の堆積や側岸侵食と河床が侵食されている状況を把
握した。図-5に示すLP地盤高差分を、KPごとの土砂動
態量として図-6に示す。図-6より、KP25上流は堆積が僅
かで侵食量が多く、KP14からKP25は上流と比べると堆
積が増加したものの侵食の方が多かった。これらの区間
では側岸侵食が多数発生したが、侵食による生産土砂は
上流区間ではあまり堆積せず、下流区間まで流下して堆
積したためと考えられる。KP14下流は、侵食と堆積が
同程度の規模で発生した。上流からの供給土砂量と下流
からの流出土砂量が同程度だったためと考えられる。
c) 礫河原面積と比高差の関係について
図-7,8よりKP25から上流側は、側岸侵食により低水路
幅が広がり、非冠水面積が広く水面比高差が大きい礫河
原が比較的多くなった。KP14からKP25の区間は、側岸
侵食と局所的な河床低下から非冠水礫河原面積は概ね広
く、水面比高差が大きい礫河原が若干多くなった。
KP14から下流側は、非冠水礫河原面積が概ね減少しお
り、水面比高差は殆ど変わっていない。
d) 課題と今後の対応方針
写真-1や図-3のように、2016年の出水後は、一時的に
礫河原は回復したかのように伺えるが、KP14の上流側
のように、今後中規模フラッシュ放流を実施したとして
も水面比高差が拡大している区間は河道内で二極化する
恐れがあり、高比高箇所は再樹林化が懸念される。この
ため、比高差の高い区間に流路引き込みのような、冠水
や撹乱を促す新たな対応策が必要と考えられる。なお、
KP14の下流側は河道状況が大きく変化していないため、
対応策の必要性は低いと考えている。
下流区間：KP4.8-KP8.8

上流区間：KP24.0-KP28.0

図-5 H28.8出水後LPとH25.9LPとの地盤高差分図
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図-6

H28年8月出水による札内川の土砂動態量

図-7 中規模ﾌﾗｯｼｭ放流推定ピーク水位時の非冠水礫河原面積
H28.10 平均高

H25.9 平均高
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図-8 中規模ﾌﾗｯｼｭ放流推定ピーク水位時の礫河原水面比高差

4. iRICによる取り組み効果の検証
これまで、札内川礫河原再生では、旧流路の引き込み
効果、ダム放流による効果など、iRICにより礫河原再生
に寄与する様々な検証を現地試験と同時に試みた。その
結果、現地の事象とiRICにより実施した結果は概ね同じ
結果となったため、以下にこれまでのiRICの実用事例等
を示す。

(1) これまでのiRICの実用事例
a) 旧流路引き込み効果の検証
旧流路引き込みは、ダム放流を実施することにより、
単列流路を河道内の比高差を縮小し、交番現象が生じや
すい複列流路を形成させることを目的としている。
図-9より、旧流路引き込み工区であるD下流工区
（2013年設置）、D上流工区(2013年設置)、E工区(2013年
設置)では、明らかに河道内の流路変動が見られ、特にE
工区では、交番現象が見られ複列流路の形成に寄与する
結果となった2)。
D 下流工区
主流路

主流路

旧流路

旧流路内に堆積
ケース１（融雪出水繰り返し）

D 上流工区
主流路 E 工区

旧流路
旧流路

旧流路内が維持(侵食)
ケース２（融雪出水＋ダム放流繰り返し）

図-11 放流有無による経年的な横断変化図
計算開始前の河道状況

c) 最適な旧流路引き込み位置の検証
写真-4,図-12より、旧流路への流入位置を変化させ、
もっと効果的に引き込み流量が大きくなる位置を検討し
た。その結果、B案で旧流路の水面幅がもっとも広く、
流速の増大が増大し、最も最適な旧流路の引き込み位置
を把握することが出来た。

引き込み掘削なし＋120m3/s の河道状況

引き込み掘削あり＋120m3/s の河道状況
図-9 旧流路引き込み掘削有無による河道変化の状況

b) ダム放流効果の検証
ダム放流の効果を検証するため、引き込み掘削を行っ
た地形に毎年発生する融雪出水（概ね80m3/s）を加えた
上で、ダム放流の実施有無を加え、河床変動量を把握し
た。なお、繰り返し期間は4年間実施し、図-10のケース
1とケース2は、4年目の融雪出水のピーク流量時の状況
を示す。
図-10,11より、ケース1では旧流路流入部は維持され
たものの旧流路内は堆積傾向を示した。ケース2では旧
流路の流入部とその下流側が侵食され、ダム放流を実施
することにより、旧流路への流入が明瞭となり複列流路
の形成に寄与する結果となった2)。

写真-4 引き込み位置

図-12 放流時の水深分布と流速分布の比較

流入部・流路内の侵食

図-10 放流有無による河床変動量の状況
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(2) 2016年8月出水の再現と出水後の河道変化予測
出水後旧流路引き込みは、ダム放流を対象に複列流路
を維持をしつつ、概ね1/20確率の出水を対象に主流路と
旧流路の交番現象を期待し、複列流路の礫河原を維持す
ることを目的としている。しかし、本取り組みで想定し
た流量以上の流量が札内川に発生し、これまで実施して

きた旧流路の機能が維持されているのか検証をした。ま
た、その上で出水後に大きく河道内の比高差が拡大した
中でも流路引き込みが可能か否かを検証した。
a) 平成28年8月出水の再現計算
出水前後の写真-5に示すとおり、出水後においては、
旧流路引き込みを実施した箇所は複列流路の形成が見ら
れた。そこで、iRICにより出水前の現況河道に対して
2016年8月出水流量（速報値流量）を与え、再現計算を
行った。図-13は、ピーク流量から100m3/s程度まで流量
が低下した時の水深分布、図-14はピーク時の流速分布
を示す。
その結果、フシ下流の引き込み箇所で複列流の形成が
見られたり、流入した旧流路では高速流が発生し、大規
模な樹木流亡が発生し、旧流路の引き込みにより複列流
が形成され、広大な礫河原が再生されることが期待され
る結果となった。

床が侵食し、主流路では概ね堆積傾向となった。このた
め比高差の縮小による複列流路の維持が期待される結果
となった。
主流路
主流路
Ｊ工区
旧流路
旧流路 Ｋ工区

図-15 H35中規模フラッシュ放流時の水深分布(60m3/s低減時)
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旧流路

出水前
主流路

旧流路

J’

J
旧流路

主流路

(H28 出水後)

旧流路

出水後

侵食され流路が維持

主流路

堆積傾向

写真-5 2016年8月出水前後の河道状況
図-16 H35中規模フラッシュ放流後の横断図

図-13 出水時の水深分布（100m3/s時）

c) 出水後の引き込み効果の妥当性の検証
前項a),b)の結果から、3章(2)節d)項に示した出水後の課
題に対して、比高差が高くなった礫河原に対して、今後
の対応策として考えている流路引き込みを実施し、ダム
放流を繰り返すことにより複列流路が形成されるのかを
iRICにより検証を行った。
写真-6は、札内川において、最も比高差が高くなった
箇所を示し、出水前の高さと比べ約1m程度上昇してい
る砂州である。
L’

図-14 出水時の流速分布（ピーク時）

b) iRICによる出水後の長期的な河道変化予測
前項a)の結果を受けて、2017年から2023年まで複列流
路が維持されるか、長期的な河道変化について検討を行
った。図-15は、2016年出水後河道に対して、ダムから
120m3/sを放流し、その後60m3/sまで流量が低減したとき
の水深分布を示している。その結果、旧流路引き込みを
実施したJ工区、K工区は、長期的に旧流路が維持され
ている結果となった。
また、図-16では、2016年出水前の横断図と2023年の
ダム放流を実施した後の横断図を比較し、旧流路では河
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L
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L
写真-6 比高差が大きく流路引き込みを予定している箇所

その箇所に対してフシの位置や水面縦断勾配を確認し、
流路の掘削を再現し、中規模フラッシュ放流を5年間繰

り返した後の河床変動量の結果を図-17,18に示す。図-17
は流路引き込み無し、図-18は流路引き込み有りの計算
結果を示し、掘削した流路では河床変動が発生する結果
となった。また、図-19より、旧流路での侵食、主流路
での堆積により比高差の縮小が確認出来たと同時に主流
路では、流速の低下等により、側岸侵食を抑え、流心を
河道中央に寄せ、治水安全性の効果も期待される可能性
があることを確認した。

図-17 放流5回目終了時の河床変動量（掘削なし）

図-18 放流5回目終了時の河床変動量（掘削あり）

図-19 放流5回目終了時の河床変動量（掘削あり）

5. まとめ
本稿について、以下のとおりとりまとめる。
・LP差分図から札内川ダムの放流や旧流路引き込みの
実施が礫河原再生に寄与することが検証された。
・よって、iRICの活用により旧流路の引き込みについて、
施工実施前に効果的な形状・位置を把握するすることが
可能であると考えられる。
・また、iRICの活用により2016年の出水により広大な礫
河原の状況を再現でき、計画規模の大規模な出水におい
ても適用できることが分かった。
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・2016年の出水後、比高の二極化が懸念される中、iRIC
を活用して、事前に防止する方策を長期的な視点から傾
向を把握することが出来た。
・流路引き込みの対応策は、引き込み箇所を十分検討し
た上で、治水安全性の効果も期待される可能性があるこ
とが示唆された。

6. 今後の取り組みについて
これまで札内川礫河原再生の取り組みについては、旧
流路引き込み位置選定手法、旧流路引き込み形状などに
ついて技術の蓄積がなされ、他河川への適用性は高いも
のと思われる。また、出水後の今後の取り組みを検討し、
iRICの活用は極めて有効であることを再認識した。
今後とも、現地モニタリングにより効果の検証を継続
し技術レベルをさらに向上させ、礫河原依存種が世代交
代できる河川環境を目指し、引き続き事業を進めたい。
また、昨年、北海道総合開発八期計画により、観光は
戦略的産業の柱として位置づけられ、河川においても生
産空間の確保、世界の北海道を目指すことが北海道計画
に寄与すると記された。札内川は現在、民間事業者の参
入によりアクティビティとして、カヌーはもとよりリバ
ートレッキングや良い景観や空気に触れながら食事をす
る（川狩り）など多く活用され始めている。このことか
ら、札内川礫河原再生は、副次的に観光振興にも期待さ
れていることから、地域や民間事業者とともに良好な札
内川の川づくりを進める必要があると考えている。
謝辞：札内川の礫河原再生の取り組みにあたっては、北
海道大学農学研究院中村太士教授をはじめとする札内川
技術検討会の各委員から多大なる御指導と御助言をいた
だき、また地域の方々からなる札内川懇談会を設置し、
意見交換などを行い、取り組みを進めている。
なお、自然再生のためのダム放流に関しては、電源開発
株式会社をはじめ利水者の皆様からの御理解と御協力の
もと実施している。
この場を借りて、すべての方に深く感謝し、ここにお
礼申し上げます。
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