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帯広開発建設部

帯広河川事務所

計画課

○桑村

貴志

近代の河川改修は、河岸侵食の要因となる河道蛇行を抑制することを目的の一つとして進め
られてきた。しかし、河道は本来自由にその形を変えるものであり、蛇行形状の歴史的変遷か
ら蛇行特性を知ることは、これからの河川管理の方策を考えていくうえで重要なことである。
そのため、本研究では、道内の代表的な急流河川である音更川を対象に、既存の新旧の地形デ
ータを用いて河道変遷の調査を行って蛇行特性を分析したほか、蛇行に対する現在の川幅につ
いての治水上の評価を行った。
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1. 調査目的
明治・大正時代の頃の十勝川水系音更川は、蛇行が発
達し、広い礫河原を持つ砂州河川であった。昭和30年代、
連続堤防の築造に着手するにあたって、図-1に示すよう
に当時の蛇行流路の外縁部を包絡するように堤防法線が
設定された。その後、築堤が概成した昭和50年代には、
河道掘削によって蛇行河道の直線化が実施されたが、そ
の後の大小の出水によって徐々に再蛇行が始まり、図-2
に示すように今後も蛇行が発達していく可能性が指摘さ
れている1)。蛇行が発達した場合、蛇行流路が堤防内の
空間に留まるのなら問題はないが、平成23年洪水では蛇
行発達により流路が堤防にまで達し、堤体の一部を流出
させる事象も発生している（写真-1）。堤防の安全を確
保していくためには、音更川の蛇行がどこまで発達し、
現在の川幅（堤防幅）が蛇行をどこまで許容できるのか
を知り、その対策を考えることが重要となる。
そのため、新旧の地形データを用い、河川改修以前か
ら現在までの河道変遷の調査を行って、音更川の蛇行特
性の実証的な分析を行うものである。

図-1 改修着手時の河道と、堤防法線の関係

図-2 河道直線化以降の蛇行流路の発達イメージ1)
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写真-1 平成23年出水時の流路変動の発達イメージ
（赤：出水前流路、青：出水後流路）

2. 地形図を用いた蛇行流路形状の変遷調査
音更川本来の蛇行度を知るため、国土地理院の地形図
に描かれた主流路の蛇行度を計測し、経年的な蛇行流路
形状の変遷の分析を行った。
(1)計測に用いた地形図
音更川が記載されている国土地理院の地形図は、縮尺
1/25,000が明治30年代、縮尺1/50,000が昭和30年代から発
行されている。本調査では、近代改修以前の古いデータ
が必要なことから1/50,000図を用いることとした。なお、
地形図の縮尺の違いによる計測差を把握するため、中流
部の任意の区間を対象に、ほぼ同時期に作成された
1/25,000図（駒場、S50年測量）、1/50,000図（中士幌、
S51年測量）を図-3のように比較すると、二つの地形図
の差は非常に小さいため、流路形状の分析を行う上で
1/50,000図を選択することに問題は無い。また、調査対
象範囲は音更川の十勝川合流点から糠平ダム上流に至る
約90kmの区間とした。この区間の分析には9つの図郭の
地形図が必要となるが、それらの測量年にはばらつきが
あるため、図-4に示すように、明治、大正、昭和30年頃、
昭和40年頃、昭和50年頃、平成元年頃の6つの年代にグ
ループを区分した。また、約90kmの区間は、①下流(KP

図-5 中流～上流部の地形図の流路形状（6年代）
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図-3

1/25,000地形図（上）と1/50,000地形図（下）の水面形状

の比較 （1/50,000地形図は2倍に拡大して表示）

図-7 無次元平面形状の関係（①下流区間）
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図-8

無次元平面形状の関係（②中流区間）

(3)蛇行流路形状の特性分析
蛇行流路形状の特性を分析するため、流路形状パラメ
ータによる分類を行った。分類は、図-6のように蛇行流
図-6 流路形状パラメータの定義
路の低水路中心線をSine-generated curveで近似できると仮
定したうえで、流路幅、蛇行振幅、蛇行波長を無次元化
0.6～14.0)、②中流(KP14.0～21.0)、③上流(KP21.0～30.2)、
して、それぞれの関係を示したものであり、岡田2)らの
④糠平ダム下流(KP30.2～55.8)、⑤糠平ダム上流(KP55.8
方法を参考とした。この図の縦軸の2Amp/Lは蛇行度を
～88.5)の5つの区間に分割し分析を行った。計測に用い
表し、横軸のbmc/(2Amp+bmc)は、値が大きいほど直線河
た地形図の②と③の区間の一部を例として図-5に示す。
道に近づくことを表す。なお、上流の蛇行河川にも適用
なお、図には各年代の主流路の水面形状を着色している。
可能なように蛇行箇所の下流部bmcS、湾曲部bmcC、上
流部bmcEの3点の水面幅の平均値をbmcとした。また、
(2) 流路形状パラメータ計測
図上の曲線は、bmc/Lが各値をとるときの縦軸の2Amp/L
主流路の蛇行形状は出水時と平常時では厳密には異な
と横軸のbmc/(2Amp+bmc)の関係を示す。このことから、
るが、蛇行の水衝部（外湾部）の位置そのものに大きな
縦軸は蛇行度を表し、横軸と曲線は、流路幅bmcの影響
差異はないと考えられるため、本調査では地形図に記載
を表している。計測した各年代の流路形状パラメータを
されている平常時の主流路の平面形状をもって各年代の
無次元化し、プロットしたものを図-7～図-11に、それら
蛇行形状の特性を表せるものと考えた。
のプロットの分布範囲を図-12で示す。以下、各区間の
各年代の蛇行流路の形状変化を定量的に把握するため、
傾向について概要を記す。
流路形状パラメータとして、蛇行振幅(2Amp)、蛇行波長
【① 下流区間の傾向】
(L)、流路幅(bmc)、蛇行帯幅(2Amp+bmc)）を計測するこ
年代を経るほど、2Amp/L値が小さくなり蛇行度が減
ととした。また、流路幅は蛇行箇所の下流部bmcS、湾
少し、bmc/(2amp+bmc)値が大きくなり直線化傾向にある。
曲部bmcC、上流部bmcEの3点を計測した。計測にあたっ
ほか、各年代間で明確にプロットの分布がわかれており、
ては、地形図の主流路を抜き出しCAD上で各パラメー
特に近年では図の右下の方へと分布が移っている。これ
タの計測を行った。
は、昭和50年代から本格化した市街地区間の低水護岸の
整備に伴う低水路幅の縮小と直線化の影響である。
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図-9 無次元平面形状の関係（③上流区間）

③上流

：明治・大正
：昭和 30～50 年頃
：平成元年頃

図-12 各区間・各年代の無次元平面形状分布の変化
図-10 無次元平面形状の関係（④糠平ダム下流区間）

【④糠平ダム下流区間の傾向】
明治・大正時代はプロット範囲は広く、蛇行度の高い
流路や直線的な流路など多用な河道であったことを示し
ているが、年代が下るに従って蛇行度の大きな流路が減
少している。
【⑤糠平ダム上流区間の傾向】
河川改修やダムの影響が少ないこの区間では、各年代
間でのプロットの分布に大きな変化は見られない。

図-11 無次元平面形状の関係（⑤糠平ダム上流区間）

【②中流区間の傾向】
明治・大正から昭和30～50年頃にかけて蛇行度の減少
が確認される。河道の直線化傾向は、その後の平成元年
頃に至っても変化は小さい。昭和30～50年頃と平成元年
頃のプロット範囲は全体的に大きな違いはなく、昭和50
年代に一度直線化された河道が、平成元年頃には昭和30
～40年代の蛇行形状へと戻りつつある。
【③上流区間の傾向】
経年的な、蛇行度の減少と直線化傾向が顕著である。
これは、上流部の頭首工前後で低水護岸の整備によって
直線河道が固定化されている影響が大きい。
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以上のように、無次元平面形状の経年的な変化を総じ
て見ると、下流・中流・上流では蛇行度の減少、直線化
傾向にあるが、中流では蛇行度が回復しつつある。また、
ダム上流では流路形状に大きな変化はなく、人為的なイ
ンパクトの有無が平面形状に大きな影響を与えていると
考えられる。
(4)蛇行振幅の変化
蛇行が発達する河川では河岸侵食が発生しやすく、洪
水による侵食に対する堤防の安全性確保を図る必要があ
る。現在の流路が直線的であっても、出水時にはその地
形・水理条件に応じて蛇行が発達するため、その河川の
蛇行振幅が長期的にどの程度まで拡大する可能正がある
のかを知っておく必要がある。
各年代の蛇行振幅(2Amp)を縦断的に示したものが図-13
である。自然状態であった明治・大正時代の蛇行振幅の
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図-15 河道蛇行の概念と計測方法
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図-13 蛇行振幅(2Amp)縦断図（中流部KP14～21）
全区間
100%

明治

90%

大正

超過率 ％

80%
70%

昭和30年頃

60%

昭和40年頃

50%

昭和50年頃

40%

平成元年頃

30%

平均

基準線からの偏倚量[m]

2000
1000
0
0

5

10

15

20

25

30

‐1000
‐2000
基準線

距離標（KP）
明治

大正

昭和30年頃

昭和40年頃

昭和50年頃

平成元年頃

河岸段丘

図-16 河道蛇行計測結果
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図-14 蛇行振幅(2Amp)超過率分布（全区間）

包絡値は約300mであり、現在の堤防幅とほぼ等しい。
音更川では戦後の昭和30年代から本格的な河川改修に着
手しているが、堤防法線の設定にあたっては、当時の蛇
行流路の外縁部を包絡するように法線が設定されていた
ことがこの図から推察できる。現に、改修当時に水衝部
となっていた箇所では堤防と低水護岸が一体の構造とな
っており、改修当時は堤防幅と蛇行幅がほぼ等しい皿形
の河道形状の改修が行われた。
図-13からは、明治・大正年代において蛇行振幅が大
きく、時代の経過に伴い蛇行振幅が減少する傾向が見て
とれるものの縦断的なばらつきが大きく定量的な評価が
できない。そのため、各年代の代表的な蛇行振幅を評価
するため、各年代ごとに計測されたN個の蛇行を母集団
として蛇行振幅の超過率として図-14のように整理を図
った。各年代の曲線を比較してみると、明治・大正の蛇
行振幅に対して、河川改修に着手された昭和30年・40年
頃には若干の振幅の減少が見られる。その後、昭和50年
代では、低水路の直線化が図られたため蛇行振幅が減少
し、その後の平成元年でも同等の小さな振幅のままで推
移している。
改修前の明治や大正時代に蛇行振幅が300mを超える
割合は10%未満に過ぎず、昭和30年頃の流路をもとに設
定した現堤防幅の300ｍは、音更川の自然状態の蛇行振
幅と概ね等しいと考えられる。
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(5) 河道蛇行の変化
仮に、蛇行流路の平面形状や蛇行振幅に変化が生じな
かった場合であっても、図-15に示すように蛇行流路の
位置そのものが左または右方向へと移動していく可能性
がある。蛇行流路は必ずしも両岸の堤防法線の中心線上
を蛇行して流れているのではなく、図-15の下図②に、
緑、赤、青の実線で示しているように、中心線とは異な
る位置で流下している。ここでは、このような蛇行流路
の中心線を河道蛇行と定義する。河道蛇行が移動すると
蛇行流路の外湾部が堤防に達し、堤防の破壊が生じるた
め、堤防の安全性を確保するためには、音更川本来の河
道蛇行の移動の可能性を知る必要がある。
各年代の河道蛇行の偏倚量は、現在の河道中心線を基
準として、各年代の河道蛇行との偏倚量を右岸側は正、
左岸側は負とし、その計測結果を図-16に示す。
堤防が概成した昭和50年頃以降は、当然ながら偏倚量
は小さいが、それ以前（明治～昭和40年頃まで）の偏倚
量は年代を遡るにつれて大きい傾向にある。改修を着手
する以前の年代で人為的影響がほとんど無かった明治か
ら大正にかけての河道蛇行の移動は、大きな箇所では
500m程度の偏倚が生じており、自然状態では長期的にこ
のような規模の河道蛇行の偏倚が生じる可能性がある。
6つの年代の地形図より、それぞれの年代の流路位置
の変化を知ることができたが、過去の自然堤防の跡から
も旧流路の位置を知ることができる。図-17は平成18年
に実施したレーザープロファイラー測量(LP測量)の地形
データを用いて作成した標高陰影図である。また、6年
代の地形図に記されていた流路位置を重ねている。
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図-18 年最大流量の推移(明治29年～平成23年、音更地点)
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図-17 レーザープロファイラー測量の地形データによる標
高陰影図・各年代の蛇行流路位置（KP13.8～14.8）

LP測量は精度が高く、過去の流路の跡が凹地となって
帯状に続いている。凹地が埋没して不明瞭なものも
多いが、このような微地形から旧流路位置を推定す
ることは有効な方法である。明治年代の流路の他に
も、現在の河道位置から大きく外れて流れていた
流路跡が幾筋も確認できる。また、正確な判読は困
難であるが、旧流路跡の蛇行振幅は、地形図判読を
行った6年代の流路の振幅に比べ、大きな差はないよ
うに見える。また、図-17は谷底平野の左右端の段丘
までの範囲が示されているが、谷底平野の中には幾
多の蛇行跡が確認でき、音更川はその位置を谷底平
野全体に移していたことが確認できる。

3. 河川の蛇行に対する治水安全上の評価
蛇行流路の無次元平面形状は、明治・大正時代に
比べ、改修に着手した昭和30年代以降、蛇行度を弱め
ている。昭和30年代当時の蛇行振幅をもとに設定され
た現在の堤防幅300mは、明治・大正時代の蛇行振幅と
も概ね一致しており、音更川の堤防幅は蛇行流路を
その中に許容できる幅を基本的に有していると判断
できる。
また、10%以下の超過率ではあるが自然状態の明
治・大正時代には300mを上回る蛇行振幅が確認された
ほか、また、長期的には、蛇行流路が左岸または右
岸方向へと移動して堤防を侵食する可能性があるこ
とも確認される。この対策として昭和50年代に、低水
路幅を60mとして低水路を直線化する河道掘削が行わ
れた。図-18に明治29年から平成23年までの年最大流量
の推移を示した（流量資料が存在しない昭和41年以前
の流量は、流出計算により求めた計算値）。昭和50年
代の河川改修後もそれ以前と同規模の出水が発生し
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図-19 平成23年出水前後の蛇行振幅縦断図

ているにも関わらず、平成23年出水に至るまで、大規
模な河岸侵食が発生しなかったのは、昭和50年代の直
線化の効果であると考えられる。しかしながら、音
更川では平成元年以降、平成15年8月出水(2003年)を
契機に再び蛇行流路が発達し始め、平成23年9月(2011
年)出水では更に蛇行の発達が堤防にまで及んでいる
ことに留意する必要がある。図-19に示す平成23年出
水前後の蛇行振幅の縦断図を見てみると、既に平成22
年時点で100mを超す蛇行振幅が発生しており、平成23
年出水後には、さらに80mほど蛇行振幅が拡大した。
蛇行流路の発達には、出水などの水理条件に加え、
出水前の河床形状が大きく影響するため、全川的に
蛇行流路が復活している現状においては、蛇行発達
による堤防流出のリスクは増大している。その対策
を考えるとき、昭和50年代に実施したような低水路直
線化による対策は、河床低下の懸念、実施コスト、
再蛇行を含む維持管理、環境の面からも実施は困難
である。これからは、現在の堤防空間の中で流路の
蛇行を許容できるよう極力広い低水路の確保を図る
ことを前提として、数値計算による蛇行流路予測や
モニタリングによって蛇行流路の外湾部が堤防に達
する危険性が高い箇所を予知して最小限の堤防防護
対策などを図るとともに、堤防流出などの不測の事
態に備えて水防体制の強化を行うなど、最新の知見
を活かした高度な河川管理を行う必要がある。
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