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湧別川・渚滑川の健全な治水機能維持は、水防災の観点で極めて重要である。
一方、当事務所では、少ない職員数や巡視員の高齢化を踏まえ、河川巡視や出水対応等多岐
に渡る事項へ効率的に対応することが求められる。また、温暖化に起因する外力増大等による
河川管理施設の変状増加、冬期にはアイスジャムへの対応も必要となる。本論文は、当事務所
の２水系について、予測評価に基づく効率的かつ適切な河川管理の検討内容を報告する。
キーワード：維持・管理、危機管理、アセットマネジメント

1. はじめに

2. 遠軽開発事務所管内の河川管理の現状

近年、令和元年10月の台風19号や平成30年7月豪雨等、 (1) 河川の特徴
全国で大きな洪水被害が頻発している。台風19号では、
湧別川、渚滑川の特徴について、河川管理の視点から
外力の大きさや同時多発的な水位上昇によって、氾濫発
まとめると以下の通りである。
生情報の未発表、樋門操作が間に合わなかったことによ
 湧別川1/480～1/220、渚滑川1/900～1/400と急流河川
る浸水発生等の新たな河川管理上の課題が発生した。
 砂州の形成、澪筋の変動により河岸侵食や局所洗
北海道では、平成 28 年 8 月豪雨で甚大な被害が発生
掘による被災が多い（写真-1、図-1）
した。遠軽開発事務所管内でも、渚滑橋（渚滑川）で計
 侵食対策の護岸や水制が多数整備
画高水位超過、中湧別（湧別川）で氾濫危険水位超過等、
 冬期はアイスジャムが発生
高い水位を記録し、護岸等の被災や河岸侵食が発生した。
平成 30 年 7 月には、局所洗掘によるいわね大橋の橋脚
沈下が発生した。また、平成 30 年 3 月には、湧別川で
アイスジャムが発生した。
一方、北海道の河川では、近年、降水量の増大や降雨
の先鋭化、冬期の気温上昇による融雪出水規模の増大傾
向が顕著となっている。この傾向は、地球温暖化の進行
により今後も継続すると考えられる。
写真-1 変状例（左:河岸侵食、右:局所洗掘による護岸被災）
以上より、湧別川、渚滑川での通年の的確な河川管理
の重要性が更に高まっており、外的要因（外力増加な
ど）、内的要因（人員減少や高齢化）が変化しても現在
の維持管理水準を維持するために、今から対応していか
なくてはならない。
本論文は、通年の河川管理の視点に立ち、近い将来の
温暖化による外力増大を視野に入れて、少ない職員数で
現状以上の的確な河川維持管理を実施するために、予測
技術を活用した、遠軽開発事務所管内の効率的な河川管
理方策について報告する。

図-1 澪筋の変化（湧別川）
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(2) 事務所の特徴
遠軽開発事務所の特徴は図-2の通りである。
 河川系職員5名で湧別川、渚滑川の2河川を管理
 事務所から渚滑川までは約50km、車で約1時間

②管理の重点化、これによる効率化の推進
管理水準を維持するため、現状把握結果や変状予測結
果に基づき、重点的に対応する区間や施設を抽出する。
これらは、巡視頻度を高めたり、出水時に特に変状発生
に注意する等、維持管理における力の入れ具合を変える。
(3) 遠軽開発事務所を取り巻く環境の変化
③対応余裕時間の確保
限られた人員で平常時、出水時の多種多様な管理事項
的確な河川維持管理を今後も継続する上で、事務所を
に確実に対応するため、上記①、②を実施し、管理課題
取り巻く外的要因、内的要因を踏まえる必要がある。
a) 外的要因
が発生したり出水時の変状が確認された場合に即対応可
能な環境を整備する。
温暖化の進行が予想されている。RCP8.5（4℃上昇相
また、機械化、IT技術の活用、管理支援システムを整
当）の場合、北海道北部、南部とも降雨量変化倍率が1.
1)
4倍と予想されており 、降雨の先鋭化・二極化・長期化
備することで、変状発生や出水時の時間が限られている
中で、職員が的確な対応を実施できる時間を創り出す。
が進行する。降雨量変化倍率1.1倍でも、河川流量は約1.
1)
2倍、洪水発生頻度は約2倍となる予測であり 、湧別川、 ④コスト縮減
厳しい維持修繕費の中で湧別川、渚滑川の河川管理を
渚滑川の洪水頻度の高まりや外力増大が進む。
最良な状態に維持するため、コスト縮減が重要である。
また、湧別川、渚滑川上流域での10年に1度の大雪の
量、降雪量の増加、冬期平均気温の上昇が発生し2)、ア
イスジャム発生頻度の増加が予想される。
4. 変状の予測評価
b) 内的要因
職員数や建設業就業者の減少や高齢化が進行している。 (1) 河岸侵食、局所洗掘の予測評価
a) 検討方針
同時に、老朽化施設の増加や労務単価の上昇による維持
修繕費の増加傾向が見られる3)。
既往の知見4)から、砂州の形態は、平均年最大流量時
の水面幅（B）と平均水深（Hm）から求めたB/Hm、河床
(4) 遠軽開発事務所管内の河川管理上の効率化の視点
材料の平均粒径によって決まることが知られている。こ
遠軽開発事務所を取り巻く環境を踏まえ、管内の河川
れにより、B/Hmを算定し、砂州形態と比較することに
管理上の効率化の視点として、以下の3点を考える。
よって、局所洗掘、側方侵食の発生リスクが高い個所を
①効率的な現地状況の把握
予測するとともに、リスクの定量的評価を行った。
b) 検討対象河川、範囲
事務所職員、巡視員が限られている事務所固有の課題
の中で、河川延長が長く、離れた2河川を適切に管理す
遠軽市街地が位置する湧別川をモデル河川とし、潮位
るため、効率的な現地状況の把握が重要である。
の影響がないKP2.2～直轄管理区間上流端で検討した。
c) 検討対象流量の設定
②限られた予算内での工夫
限られた維持修繕費の中で河川維持管理の水準を高め
中湧別、開盛、遠軽水位観測所の平成20年～平成29年
るため、様々な工夫を最大限実施することが重要である。 の10年間の平均年最大流量とした。
③局所洗掘、河岸侵食、アイスジャムへの対応
中湧別：553m3/s 開盛：502m3/s 遠軽：401m3/s
湧別川、渚滑川の特徴的変状である局所洗掘とこれに
よる護岸変状、河岸侵食、アイスジャムへの的確な対応
が課題である。
また、温暖化の進行による外力増大による変状発生の
拡大、規模の増大の可能性に対応する必要がある。

3. 効率的かつ的確な河川管理の方針
現状、課題を踏まえ、湧別川、渚滑川の効率的かつ的
確な河川管理は、以下の4項目について検討する。
①予測技術を用いた高リスク箇所の事前把握
急激な変化が生じたり、発生場所や発生時期の予測が
困難である局所洗掘、側方侵食、アイスジャムへ確実に
対応するため、湧別川、渚滑川の河道特性を基に、変状
が発生しやすい場所を予測し、事前に整理する。
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図-2 現状整理図

f) 川幅水深比（B/Hm）と砂州形態との関係の検討
d) 砂州形成個所、澪筋の抽出
平成30年、平成23年撮影の航空写真から、下記の個所、
算定した川幅水深比（B/Hm）と砂州形態、澪筋の蛇
範囲を目視で抽出した（図-3）。
行状況の把握結果とを比較した。
寄州：澪筋が対岸に移動している区間で、攪乱により
 B/Hm>100の区間で側方侵食（図-4）、B/Hm>30～40
植生が失われて地肌が見えている箇所
の区間で局所洗掘が発生している（図-5）。
中州：砂州の左右に水面が確認される箇所、又は副水
 側方侵食はKP2.2～生田原川合流点間、局所洗掘は
路が確認される箇所
開盛頭首工～直轄区間上流端間で発生している。
湾曲区間：曲率半径が川幅の10倍程度以上の区間
 「B/Hmが100程度以上であれば河床材料に関係なく
澪筋：副水路も含め、流水が確認されている流れ
複列砂州が発生、B/Hmが15以下だと砂州は発生し
e) 水位、水面幅、平均水深の算定
ない」との既存知見4)に合致する。
平均年最大流量時の水位は、下記条件に基づき準二次
 平均河床からの最大洗掘深ΔZは、砂州高Hsの8割
元不等流計算によって算定した。
とされている4)。図-6よりHs/Hmの平均値を生田原川
河道断面 ：平成30年の横断測量結果
合流点下流で1.9、上流で2.7とすると、最大洗掘深
粗度係数 ：整備計画河道設定値
さは、それぞれ0.8×（1.9*Hm）≒1.5×Hm、0.8×
樹木条件 ：平成30年の樹木条件
（2.7*Hm）≒2.2×Hm.と推定できる。なお、代表粒
橋脚
：図面から橋脚幅、形状読み取り
径（d）は、河川整備計画資料に基づきKP23.7まで
22～52mm、KP23.7上流が35～97mmとし、Hm/dは概
局所洗掘、側方侵食とも低水路内の現象であるため、
水面幅、流下断面積は低水路内の値を用いた。平均水深
ね25～50の範囲とした。
は、上記水位での流下断面積を水面幅で除して算定した。
(2) アイスジャム
a) 検討方針
吉川准教授らの研究では、アイスジャム発生の危険個
所を抽出するアイスジャムスケールSijの開発5)、実用的
な氷板厚計算式（入力値が気温のみ）が開発6)されてお
り、他開建管内で実河川への適用が検討されている。
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図-3 砂州形成個所の抽出図
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図-5 砂州の有無と川幅水深比比較図
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図-4 Hm/B>100 の区間と澪筋蛇行区間との対比
図-6 砂州の発生条件、局所洗掘深
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昨年度技研報告7)の通り、渚滑川での適用性を確認し
ているアイスジャムスケールSijを用いて、湧別川、渚滑
川の全川に適用した。

d) アイスジャムスケールSijの算定
前述c)の条件でアイスジャムスケールSijを算定した結
果、湧別川、渚滑川とも閉塞実績を有する箇所でアイス
ジャムスケールSijが高い値を示した。また、閉塞実績箇
1
(1)
Sij 
所のアイスジャムスケールSijの値は、湧別川で約2.0（図
2
 H i  CL
B2 CD  H i 
-7）、渚滑川で約1.5であった。
Fri

C

f 
 

2  Li 
B1
 Li  2
e) リスクマップの作成
アイスジャムスケールSijとアイスジャム発生時に樋門
からの逆流によって家屋浸水が発生しやすい場所とを選
河氷のフルード数Friは以下の式(2)で表される。
定し、リスクマップにまとめた（図-8）。家屋浸水は、
ui
(2)
Fri 
樋門呑口側の堤内地盤高+1m程度の地盤高の範囲に住家
  w - i 
が存在する場合とし、地理院地図から判読した。

 gH i
 w 
アイスジャムが発生する際のアイスジャムスケールSij
B1(m)：アイスジャム発生箇所の平均水路幅、B2(m)：ア
の閾値閾値は、上記d)より下記とした。なお、閾値は今
後のデータ蓄積によって妥当性を確認する必要がある。
イスジャム下流の水路幅、Li(m)：集積した氷板群の縦断
湧別川：Sijが2.0以上
長、Hi(m)：集積した氷板群の平均的な厚さ、ui(m/s):平均
渚滑川：Sijが1.5以上
氷板移動速度、ρi(kg/m3)：氷の密度、ρw(kg/m3)：水の密度、
リスクのランクは、下記の通りとした。
CD：氷板群の形状抵抗係数、Cf：氷板群の表面摩擦係数、
ランクA：閾値以上、かつ住家浸水あり
CL：氷板群の揚力係数、g(m/s2)：重力加速度
ランクB：閾値未満、かつ住家浸水あり
b) 検討対象流量の設定
ランクC：住家浸水無し
検討対象流量は、アイスジャムが発生している12月～
3月の過去10年間の平均期間最大流量とした。渚滑橋は
5. 予測に基づく効率的な河川管理の実施
潮位の影響が及ぶことから対象外とした。
湧別川
渚滑川
予測結果を活用し、変状の確実な把握、予防保全によ
3
3
中湧別 ：79.1m /s
る事前対応等、効率的な河川管理を実施する。
ウツツ橋 ：96.1m /s
開盛 ：71.2m3/s
上渚滑 ：75.5m3/s
(1) 高リスク個所マップの作成
遠軽 ：45.7m3/s
B/Hmの算定結果から、局所洗掘や河岸侵食が発生し
c) 水位、水面幅、平均水深の算定
易い個所を図面や航空写真に整理する。
平均期間最大流量時の水位は、アイスジャムが低水路
平面図や航空写真に、局所洗掘の発生リスクが高い箇
で起きること、冬であることを考慮し、以下の条件に修
所（B/Hm>40）、河岸侵食が発生しやすい箇所（B/Hm>10
正し、準二次元不等流計算によって算定した。
0）に〇を付けておくだけでも良い。
河道断面 ：低水路法線に基づき斜率補正
区間距離 ：低水路法線上の区間距離を設定
・現状の高リスク個所の抽出
樹木条件 ：冬期は落葉し疎となるが、氷塊が
現状でB/Hmが100以上の個所（河岸侵食）
詰まり閉塞するため死水域と設定
現状でB/Hmが40以上の個所（局所洗掘）
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図-7 アイスジャムスケール算定結果（湧別川）

図-8 アイスジャムリスクマップの事例
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・将来のリスク発生箇所の抽出
B/Hmが100未満、又は40未満であるが、100又は
40に近い個所
B/Hmが100未満、又は40未満であるが、川幅が
広がる傾向が見られる箇所
(2) 巡視での重点的な状態監視
局所洗掘、河岸侵食発生の高リスク箇所を通常巡視、
堤防点検に組み込み、重点的な状態監視を行う。特に、
低水護岸が設置されている箇所を抽出し、重点的に巡視
する。
水面幅が分かれば、局所洗掘、河岸侵食発生の大まか
な傾向が分かることから、巡視時にハンディレーザー等
で水面幅を計測したり、見出し杭を設置し見出し杭の流
出状況を確認する等の方法で、水面幅が広がった個所を
抽出する。
(3) 変状の定量的な予測
現状のB/Hmを用いて、どの程度川幅が広がった場合
に局所洗掘、河岸侵食が発生するかの定量的目安を算定
する。巡視では、当該数値を基に、変状発生傾向を把握
することができる。なお、川幅（B）の変化とともに水
深（Hm）も変化すると考えられるため、目安として使
用することが望ましい。
(4) 予防保全の実施判断と大まかな影響検討
変状が出始め、または変状の可能性が高い場合に、予
防保全の実施検討に活用する。また、河道掘削や樹木伐
採による川幅拡大を行った場合、新たに局所洗掘や河岸
侵食が発生するかどうかを大まかに判断する。
(5) 事前計算法によるリスク把握
複数の流量に対して準二次元不等流計算を行い、流量
規模毎（＝観測所水位毎）に局所洗掘、河岸侵食、アイ
スジャムの発生リスクが高い個所を事前に抽出する。
結果は、流量規模毎に図に整理し、ファイリングする
ことにより、観測所水位に対して変状リスクが高い個所
をリアルタイムに推測可能とする。
また、平常時の通常巡視、及び流量規模の変化に応じ
た高リスク箇所の緊急巡視を重点的に実施し、変状把握
の効率性を高める。

スクのランクの高い所を重点的に巡視する。
また、アイスジャム発生時期予測プログラム（エクセ
ル）を用いて発生時期を予測し、リスクマップを用いて
アイスジャム発生による樋門からの堤内地への逆流が発
生しやすい場所を予測し、操作員を配置する等、アイス
ジャム発生を予測した対応を行う。
(8) 局所洗掘箇所の面的な洗掘データの取得
局所洗掘の状況把握（深さ、長さ、水中形状等）のた
め、グリーンレーザースキャナ搭載UAVやマルチビー
ム搭載ラジコンボートを用いた3次元地形データを効率
的に取得する。前者は、流速が速い個所、水深が浅い個
所、喫水が取れずボートで計測困難な場所の計測、後者
は、流速が小さく水深が深い個所の計測を実施する。
調査個所は、局所洗掘発生状況に加え、予測計算に基
づき発生が予測される個所や橋脚回りとする。
地上部は、据え置き型地上レーザー測量によって、地
上＋水中が一体となったデータを取得し、局所洗掘の進
行状況を把握するとともに、対策を検討する。
(9) 管理状況図化システム
フリーのGISソフトを活用し、RiMaDISに格納してい
る各種データを容易に図化可能なシステムを構築し、管
理状況の見える化を図る。対象は、河川管理施設の変状
等の把握に加え、不法投棄、河川利用、各種要望等、河
川の維持管理に関する事項とし、職員自身が容易に図化、
データ修正ができるようにする。

6. IT技術の活用による効率的河川管理の実現
予測に基づく効率的な河川管理の実現性を高めるため、
将来的な技術開発を含めた段階的な改善策について、下
記2点から展望を述べる。
①安価に実施可能、単純化、コスト縮減
②出水時の対応時間の確保

(6) 緊急巡視における出水時の被災予測
事前計算法を実施することにより、水位観測所や危機
管理型水位計の水位から、出水時のB、Hmを想定し、出
水時の局所洗掘、河岸侵食の発生や洗掘深の想定を行い、
被災や水防対応を念頭に置いて管理を行う。
(7) アイスジャム発生を予測した対応
アイスジャムスケール、及びリスクマップを基に、リ
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図-9 ラジコンボート橋脚回りの洗掘状況把握の事例

(1) 予測対応の支援
a) 局所洗掘等の簡易予測システム
危機管理型水位計を含む水位観測所の観測水位、及び
10分毎6時間先の予測水位の入力によって、局所洗掘、
河岸侵食、アイスジャムの発生リスク箇所を表示する簡
易予測システムを構築する。
当面は、事前計算法による整理図で対応可能であるが、
将来的には予測水位や予測気温を自動取得し、変状発生
の予測計算とリスク箇所の表示とを自動化する。
b) 6時間先10分水位予測と水害リスクラインの活用
河岸侵食の事前計算結果と水害リスクラインによる越
水危険度レベルとを照合することで、現地でとるべき水
防活動の内容や必要資機材を判断できるようにする。
将来的には、6時間先10分毎の予測水位を自動取得し、
越水危険度に応じた河岸侵食発生箇所を予測する。
これらは、「河川管理者のための浸透・侵食に関する
重点監視の手引き（案）、平成28年3月、国土交通省」
を補完する手段として用い、巡視員等に的確な状況把握
を行わせる。
c) 危機管理型水位計を活用した水位縦断の取得
局所洗掘や河岸侵食、アイスジャムの発生を検知する
ためには、河川水位を取得することが重要である。この
ため、水位観測所、危機管理型水位計、樋門外水位計を
用いて河川縦断方向の水位を取得する。湧別川、渚滑川
では、水位観測所の設置間隔が広いため、危機管理型水
位計、樋門外水位計によって水位観測所間の水位や水位
変化率（上昇速度）を取得する。
(2) 計測・現地状況の把握
a) 画像データとAI技術の活用
UAVの撮影映像から3次元画像を作成し、侵食の範囲、
長さ、高さを計測する。現状で河岸侵食ラインが堤防防
護ラインを超過していたり近接していたりする場合は、
洗掘個所のリアルタイム状態把握のため、侵食センサー
を設置し、リアルタイムで侵食状況を把握する。
一方で、侵食個所は変動し、ピンポイントで予測する
ことが難しいため、侵食個所への見出し杭設置と可搬型
監視カメラによる監視を行う。侵食情報は、携帯回線に
より事務所に伝送するとともに、AI画像による変状検知
システム8)を適用し、見出し杭の流出の自動判定による
河岸侵食状況の把握を行う。
また、簡易型河川監視カメラ等の画像データをAI技術
で解析し、アイスジャム発生検知、氷速の計測等を実施
する。水位、氷速、予測気温データを取得し、アイスジ
ャム発生予測システムによるアイスジャム発生検知、職
員への発生情報の自動発信を行う。
b) 5G通信技術によるリアルタイムの情報伝達
5G通信環境の整備に伴い、UAV撮影画像や可搬式カ
メラ画像を常時伝送し、遠軽開発事務所でリアルタイム
に現状を把握し、即時対応を実施できるようにする。

c) 樋門内外水位センサーによる適切な操作
内外水位センサーを設置し、観測した水位データを携
帯回線等で事務所に伝送し、逆流状況を把握する。出水
時の樋門操作状況の把握や指示に加え、アイスジャムに
よる堤内地への逆流の検知を行う。
(3) 維持管理業務支援システムの整備
少人数で湧別川、渚滑川の2河川を的確に管理するた
め、常に遠軽開発事務所で川の状態を把握できることが、
状況分析、対応判断の時間を創り出すために必要である。
前述の各種計測結果、現地画像のモニター、気象情報、
台風情報等の各種情報を事務所で一元管理可能な管理業
務支援システムを整備する。

7. まとめ
本論文では、温暖化の影響が顕在化する中で限られた
人員で確実な河川管理を実施するため、既往の知見と湧
別川、渚滑川の特性とを組み合わせ、変状の予測に基づ
く効率的な河川管理方策について整理した。これにより、
事象発生前から変状発生を予見し、変状リスクが高い個
所を中心に現地状況の把握や予測的対応が可能になると
考える。
また、職員の対応時間を確保するため、5G通信など
の今後の技術革新を踏まえ、機械化、IT化による現状把
握、データ収集と一元管理について提案した。
今後、現地観測と予測技術とのPDCAサイクルを活用
することで変状の発生予測精度の向上を図り、高効率で
低コスト、確実な河川管理の実現を図り、職員の働き方
改革、及び住民の安全・安心の確保に繋げていきたい。
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