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石狩川上流の河床低下対策に関する
大型模型実験による検証について(第2報)
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旭川市を貫流する石狩川上流域において、近年河床低下の進行による護岸機能の喪失や橋脚への影響が懸
念されており、これまで複数の対策工の検討を行ってきた。
現在、その対策工の効果や環境への影響などを確認するために、現地縮尺 1/50 模型による水理模型実験
を実施している。本論文では平成 25 年度から実施している各対策工の選定や対策工実施後の効果について
検証し報告するものである。
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1.はじめに
近年、石狩川上流の KP157～166 区間(図-1)では河床
低下が進行しており、既設護岸の機能喪失や橋脚の安定
性低下が懸念されている 1)、2)。さらに河床低下の進行に
伴い河床砂礫が流出し、岩盤の露出が確認されている
(図-2)。当該区間においてはサケの遡上が確認されてい
る 3)ことから、河床低下により岩盤露出面積が増大する
とサケ等の産卵適地が減少することも懸念される。その
ため、当該区間では河床低下を抑制し、砂礫床河川を復
元することが課題となっており、現在その対策手法につ
いて検討を行っているところである。
河床低下の対策手法については、河床変動計算等を行
い、低水路拡幅及び土砂を利用した岩盤被覆による対策
が効果的であることが確認されているが 4)、構造物周辺
の局所流や河床変動、流量が少ない場合の流況等につい
て、より明確に現象を把握するため、平成 24 年度から
大型模型実験を実施している(表-1)。
本検証では、平成 24 年度に作成した大型模型につい
て、平成 25 年度に実施した模型の再現性の再検証及び
平成 25 年度、平成 26 年度に実施した各対策工の選定及
び効果検証、段階施工時の効果検証結果と確認出来た事
項について報告する。
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図-1 対象区間の位置図

図-2 現地の露岩状況（秋月橋下流付近）2012 年撮影
表-1 実験計画・目的

2.模型施設について
検証に用いた大型模型（縮尺 1/50）は、平成 23 年測
量成果をもとに、高水敷と岩盤をモルタル、低水路河床
を砂礫で製作した(図-3)。なお、岩盤の高さは平成 19
年のボーリング調査結果により設定した。実験で使用す
る河床材料は河床材料調査に基づき代表粒径 1.18mm
（現地スケール 59mm）で設定した。
また、河床低下区間に設置されている横断工作物とし
て、床止め工及び橋脚の模型を設置した。

位が 30cm 程度（模型で 6mm）高めに計測された。
これは上流から流下してきた砂堆が通過したためと推
測される。

図-5 再現実験による実測水位と実験水位の比較
（永山水位流量観測所）

図-3 模型断面イメージ
3.検証実験について
平成 24 年度に実施した模型の再現検証については、
前回論文にて報告していることから、平成 25 年度以降
の実験について報告する。

河床変化の再現性について、初期河床からの縦横断の
変化高を実測値と実験結果について比較すると、KP160
から KP165 区間では比較的良好な結果となったものの、
KP165.2 から KP165.4 の河床高に実測と実験で差異が生
じた（図-6）。これは模型の河岸と河床を同質の材料で
製作したため、現地の河岸耐性と異なることが原因の一
つと考えられる。

(1)模型の再現性の再検証（平成 25 年度実験）
(a)概要
大型模型の再現性については、平成 24 年度実験で確
認された「実験条件として砂州の固定化を考慮する必要
がある」という課題を踏まえ、再検証実験を行った。大
型模型の初期河床形状は平成 21 年 9 月の横断測量デー
タを基に製作した。流量は対象期間（平成 21 年 9 月～
平成 23 年 9 月）の永山水位流量観測所の実績流量（代
表粒径 1.18mm（現地スケールで 59mm）の無次元掃流力
が 0.05 以上になる流量である 400m3/S 以上を対象）を
用いた(図-4)。

図-6 再現実験による実測と実験の河床縦断の比較
（上が平均河床高、下が最深河床高）
(c)考察
洪水時の永山水位流量観測所の水位や、河床の変化を
概ね再現できていることなどから、対象区間の河床変動
を概ね表現でき、岩盤床の露岩面積等を指標として河床
低下対策工の効果を評価することができる模型であるこ
とが確認出来た。

図-4 実験で利用した流量条件
(b)実験結果
水位の再現性について、永山水位流量観測所の実測水
位と実験水位の時刻変化を比較すると、洪水を通じて概
ね一致している（図-5）。しかし、洪水ピーク付近で水

(2)対策工の効果検証（平成 25 年度実験）
(a)概要
既往の河床変動計算で「低水路拡幅及び岩盤被覆」
(図-7 及び図-8)による対策が効果的であることが確認
されていることから、対策工条件を、岩盤被覆厚を岩盤
高+50cm とした場合、岩盤被覆厚を岩盤高+50cm にし帯
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工を組み合わせて施工した場合、岩盤被覆厚を岩盤高
+100cm とした場合、岩盤被覆厚を 100cm とし、外力条件
を変えた場合の 4 ケース設定(表-2 及び図-9、図-10、図
-11、図-12、図-13)し、それぞれ効果の発現状況につい
て、検証実験を行った。

図-12 実験条件図（H25）流量条件
ケース 4-1、4-2、4-3

図-13 実験条件図（H25）流量条件
ケース 4-4

図-7 対策工のイメージ(横断図)

図-8 対策工のイメージ(平面図)
表-2 実験条件比較表（H25）

(b)実験結果
各ケースの実験後の露岩範囲を計測し、平面図上で比
較したところ、各ケースともに岩盤被覆厚が薄い河岸際
において、平均幅約 30m で縦断的に連続して露岩する結
果となったが(図-14)、露岩面積は対策前より減少する
ことが確認出来た（図-15）。岩盤被覆厚については、
厚いほど露岩面積は減少する傾向にある。また流量条件
を変えても同じような箇所で露岩することが確認された。

図-9 実験条件図（H25）対策工について

図-14 露岩の状況（ケース 4-1 の例）
図-15 露岩面積の比較（4 ケース）
図-10 実験条件図（H25）初期の岩盤被覆断面
ケース 4-1、4-2：岩盤被覆(=岩盤高+50cm)

図-11 実験条件図（H25）初期の岩盤被覆断面
ケース 4-3、4-4：岩盤被覆(=岩盤高+100cm)
(c)考察
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「低水路拡幅及び岩盤被覆」により露岩面積は減少す
ることが確認出来た。また、いずれのケースも河岸際が
約 30m の幅で縦断的に連続して露岩することが確認され
た。なお、岩盤被覆厚を厚くするほど露岩面積は減少傾
向となるが、実施に際しては、土砂収支バランスを考慮
する必要がある。一方、課題として、被覆厚を厚くして
も河岸際が縦断的に連続して露岩することが確認された
ため、次年度に検討することとした。

図-17 水制状構造物のイメージ

(3)河岸際の対策工の選定、対策工完成後の河道内流量
の違いによる対策工の効果検証、段階施工時の効果検証
（平成 26 年度）
(a)概要
対策工の効果検証（平成 25 年度実験）において、
「低水路拡幅及び岩盤被覆」により露岩面積が減少する
という効果と河岸際が縦断的に連続して露岩するという
課題が確認されたことから、河岸際の対策工の選定、高
水・低水時の対策工の効果検証、段階施工時の効果検証
に関する実験を実施した(表-3)。

図-18 ネットのイメージ

表-3 実験計画表（H26）

図-19 予備実験における各対策工法配置平面図（H26）
表-4 河岸際の対策工選定実験の比較表
(b)実験結果
河岸際の対策工の選定について、工法を比較するため、
予備実験として、露岩箇所に対し、巨礫（粒径 150～
350mm 程度）を混入した土砂による被覆、水制状構造物
の設置、ネットの設置の 3 種類の対策を選定(図-16、図
-17、図-18、図-19)し、被覆土砂の流出抑制効果を確認
したところ、工法により効果の違いは見られたが、各対
策における課題を考慮し、巨礫を 35%混合した土砂によ
る被覆が最も有効であると判断した。また対策の範囲に
ついては、予備実験及び本実験結果により、河岸から
30m 幅で配置するのが最適である(表-4)ことが確認出来
た。

図-16 巨礫混入土砂による被覆のイメージ

次に対策工完成後の河道内流量の違いによる効果を検
証するため、対策工整備後河道に対し、融雪・渇水・整
備計画目標流量の 3 パターン（図-20）を流した際の変
動状況を検証した。その結果、融雪による河岸際の露岩
は抑制され（図-21）、渇水時に水深 0.5m 以上の水みち
確保が確認出来た(図-22)。しかし、整備計画目標流量
に対しては、巨礫が一部流出し、河岸際の露岩を確認し
た。
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よるすり付けについては、融雪出水規模では安定するも
のの平成 23 年 9 月出水規模流量に対しては低水路中央
部で流出することが確認された(図-27 及び図-28)。
表-5 段階施工による効果確認実験の状況の概要
図-20 実験条件

図-21 対策工完成後の露岩状況（H26）

図-23 河床縦断図（上流すりつけ部付近）

図-22 渇水流量を流した状況
次に実際を想定し、下流から複数年にわたって工事を
実施していくため、低水路拡幅を本格化させる 2 年目工
事完了段階の対策工の効果および融雪等の出水が対策工
に与える影響の有無について検証（表-5）した。2 年目
までの対策工完了段階の河道に対し、河岸際の対策工を
実施したうえで融雪・渇水・整備計画目標流量を流した
場合（図-25）と、対策工の上流端を巨礫 35%混合土砂
により横断的に敷設して保護（すり付け部）し（図-23、
図-24）、融雪・渇水・平成 23 年 9 月出水規模流量を流
した場合（図-26）の 2 ケースを設定し、実験した。
実験ケース 1 の対策工の変動状況を検証したところ、
融雪流量に対しては、巨礫を敷設した箇所では河岸際の
露岩は抑制され、渇水時に水深 0.5m 以上の水みちが確
保できた。整備計画目標流量に対しては、極端な洗掘及
び堆積箇所はないものの、巨礫が一部流出し、河岸際の
露岩を確認した。
また、実験ケース 2 の対策工の変動状況を検証したと
ころ、融雪に対しては、巨礫を敷設した箇所では河岸際
の露岩は抑制され、渇水時に水深 0.5m 以上の水みちが
確保できた。しかし、平成 23 年 9 月出水規模流量に対
しては、極端な洗掘及び堆積箇所はないものの、巨礫が
一部流出した。また、上流端の横断的に敷設した巨礫に
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図-24 すり付け部イメージ

図-25 ケース 1 実験条件

図-26 ケース 2 実験条件

4.まとめ

図-27 段階施工による露岩状況
（実験ケース 2 H24 融雪および H23 洪水後）

低水路中央部で流出

図-28 洪水後のすり付け部の状況
(c)考察
河岸際の対策工については、被覆土砂に巨礫を 35%混
合させ、河岸から 30m 幅で施工することで河岸際の露岩
を抑制することが出来る。なお、この巨礫による対策は
平成 23 年 9 月洪水規模の流量までは露岩を抑制し渇水
時には水みちを確保できるものの、整備計画目標流量規
模の出水では、河岸際の一部が露岩する結果となった。
また、段階施工を想定した実験では対策工上流端の土砂
の流出抑制策として横断方向に巨礫混合土砂を敷設し効
果を確認し、融雪出水規模の出水までは流出抑制効果が
あることが確認できた。

本研究では、平成 25 年度・平成 26 年度の 2 カ年の実
験結果から河床低下区間における対策工及び形状につい
て選定した。
当該区間における河床低下対策として実施する低水路
拡幅及び土砂による岩盤被覆と併せて覆礫土砂に巨礫を
35%混合し、河岸から 30m 幅で施工することで、平均年
最大規模の流量の出水に対して河岸際の露岩を抑制する
効果があることが確認された。
また、対策工整備後における渇水流量時でも、水みち
が確保されることから、魚類の移動を妨げないことが確
認出来た。
また、想定している段階施工においても、上流端を巨
礫を混合した土砂によりすり付けることで、融雪出水規
模までは、土砂の流出を抑制できることが確認出来た。
今後は、対策工を実施しても河岸際が縦断的に連続し
て露岩する箇所についての有効な対策工の検証や、露岩
箇所の洗掘の進行状況の把握等をすることで、より明確
な河床低下対策を目指す必要がある。
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