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 標津川の自然復元事業の一つとして検討されている、旧川H・Ｊを利用し連続した蛇行復元箇所における河道維持に
関して、昨年度までの検討で大・中規模出水（降雨による洪水）時に蛇行河道部は堆積傾向であり、小規模出水（融雪

出水レベル）時に分岐部直線河道側に堰を設置し、蛇行河道部への流量配分を増やした場合浸食傾向になることが判明

した。本年度は中規模出水（低水路満杯程度）と小規模出水を連続して流すことで、中規模出水時に堆積した土砂が、

小規模出水時に浸食されることで、蛇行河道部の河道が維持できることを確かめる等の実験を実施したので、その結果

をとりまとめ、報告する。 
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１． はじめに 
 治水安全度向上や周辺の土地利用を目標に、蛇行

した河川を直線化（ショートカット）する事業は、

北海道内の多くの河川で実施されてきた(図－1)。 

図－１ 標津川の河道状況の変化 

直線化した河川を再び蛇行河道（旧川部）と接続

させ、多様な環境を創出使用とする試みが標津川で

実施されている。 
 標津川で行われている旧川接続による蛇行復元は、

治水安全度を確保するため、直線河道と蛇行河道の

双方に水を流すような仕組をとっており、2way 河
道となっている。 
 平成 14 年度から実施された試験地での蛇行復元
により、これまで多くの知見が得られてきた。試験

地で発生した諸問題を解決し、今後実施予定の箇所

での河道維持を適切に実施するために、寒地土木研

究所では、現地調査・大型模型実験・計算モデルの

開発等を実施してきた。 
 大型模型実験については、平成 18 年度より、次
の復元候補となっている旧川 H・Jの連続した 2つ

の蛇行河道区間について、石狩水理実験場に設けた

大型模型実験水路において、旧川 H・J 区間を移動
床に改造して、通水後の河道変化等の実験を実施し

てきた。昨年度までに、個別流量ごとの河道変化や

分流堰の必要性に関する方向性を見いだしたので、

平成 20年度は、低水路満杯・融雪洪水・融雪出水・
平水・渇水の 5つの流量規模を組み合わせた実験を
実施し、実際に起こる河道変化とその対策ついて検

討した。 
 
２． 実験施設概要 
実験場所   石狩水理実験場 
模型縮尺   1/25（未歪み模型） 
模型対象区間 標津川 K.P0.0～14.0 
      （下記区間を除き固定床） 
移動床区間  K.P.3.6～5.3 
水路勾配   直線部 1/1200 
       蛇行部 1/1700～1/1900 

図－２ 1/25 スケール標津川大型模型 
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標津川模型の移動床範囲 模型縮尺 S＝1/２５
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図－３ 旧川 H・J区間概要図 

 

３． 過年度の実験結果の概要について 
 平成 18年度・19年度の実験については、低水路
満杯規模（18年度）、融雪及び平水規模（19年度）
の流量における実験を実施した。 
実験はHと Jそれぞれの直線河道と蛇行河道の分
岐点の直線化道側に堰を設置することで、流量配分

を変化させ、堰の有無による河道変化について観測

し、堰設置の必要性を検討した。 
 表―１は各ステージごとの、分岐前の本川流量を

1.00としたときの、蛇行河道（旧川）部の流量配分
である。 

J堰無 J堰有 J堰無 J堰有

1 （10時間） 0.27 0.36 0.24 0.70

2 （20時間） 0.26 0.38 0.26 0.83

3 （30時間） 0.26 0.37 0.19 0.88

4 （40時間） 0.25 0.35 － 0.90

5 （50時間） － － － 0.86

旧川J　流量配分変化

通水回数
H18年度 H19年度

本川流量を1.00とする  

H堰無 H堰有 H堰無 H堰有

1 （10時間） 0.28 0.38 0.30 0.93

2 （20時間） 0.28 0.34 0.29 0.73

3 （30時間） 0.27 0.33 0.36 0.82

4 （40時間） 0.29 0.33 － 0.83

5 （50時間） － － － 0.95

本川流量を1.00とする

旧川H　流量配分変化

通水回数
H18年度 H19年度

 

表―1 蛇行河道部流量配分一覧 

 平成 18 年度に実施した低水路満杯流量規模の場
合、堰の有無により蛇行部に配分される流量比に変

化の幅は小さかった。一方、平成 19 年度に実施し
た融雪出水流量規模（～20時間）及び平水流量規模
（～20時間）の場合、堰の有無により蛇行部に配分
される流量比の変化が大きく、堰有の場合 8割以上
が蛇行部を流れることがわかる。 
 蛇行部への配分比が増えることで、堆積した土砂

が流れることになるのだが、この点については後で

考察することとする。 
 また、通水後の河道の変化については、低水路満

杯流量規模の場合は大きく、融雪出水及び平水流量

規模の場合はかなり限定的であった。このことから、

河道の変化に与えるインパクトについては、相当規

模の出水が寄与していると言える。 
 
４． 平成 20年度の実験について 
（１） 実験概要 
 平成２０年度の実験は、低水路満杯規模時に堆積

した土砂（が、その後の融雪出水時に堰を設置する

ことで蛇行部への流量配分を多くすることで、取り

除くことができるかに焦点をあてて実施した。 
 表－２に通水パターンを示す。当初の計画では St
１のみの予定であったが、旧川 Jの蛇行部に退席し
た土砂が、融雪出水規模を３回通水した後も、上流

部から移動してきた土砂（主に分岐直後及び曲線部

に堆積したもの）が蛇行部の最下流端まで移動しき

れない状態であったため、旧川 J蛇行河道部から出
てくる土砂により、Hと Jの接合部の堆積問題等を
検証する必要性があることから、St２及び St３の通
水パターンを追加して実験した。 

St 流量規模 
実験流量 

（Ｌ／ｓ） 

通水時間 

（ｈ） 

実流量 

（ｍ３／ｓ）

平水① 5.4  10.0 17

低水路満杯① 140.0  6.0 438

平水② 5.4  10.0 17

融雪出水① 16.0  6.0 50

融雪出水② 24.0  6.0 75

融雪出水③ 16.0  6.0 50

1

平水③ 5.4  10.0 17

低水路満杯② 140.0  6.0 438

平水④ 5.4  6.0 17

融雪出水④ 16.0  9.0 50

融雪出水⑤ 16.0  9.0 50

2

渇水① 3.0  6.0 9

融雪出水⑥ 16.0  9.0 50
3

渇水② 3.0  6.0 9

表－２ 平成２０年度通水パターン 



（２） 通水後の河道状況 
 主要なポイントにおける、通水後の状況は以下の

通りである。 
 ①旧川 J分岐部 

 
写真－１ St１低水路満杯流量①通水後 

 
写真－２ St1 融雪出水流量③通水後 

 
写真－３ St３融雪出水流量⑥通水後 

（水の流れは全て右から左の方向） 

 上の３枚の写真は、今回の実験でもっとも変化の

大きかった、旧川 J分岐部を写したものである。 
 写真－１は St１の低水路満杯流量①通水後のも
のだが、分岐部に大量の土砂が堆積しているのが見

える。とりわけ分岐部の上流端に大きな段差ができ

た点が特徴的であった。写真－２はその後、融雪出

水流量を３回通水後時点のものだが、段差は消滅し、

堆積した土砂が少なくなっている。写真－３は St３
融雪出水流量⑥通水後で、今回の実験のほぼ最後の

姿となっている。この段階では、左岸側（手前側）

に砂州が発生しており、渇水流量規模では右岸側の

少し掘れた部分だけを流れるような状況である。 
 
②旧川 J蛇行部 

 
写真―４  

St３融雪出水流量⑥通水後の水衝部上流側 

（水の流れは上から下の方向） 

 
写真－５  

St３融雪出水流量⑥通水後の水衝部下流側 

（水の流れは下から上の方向） 

 写真－４は、水衝部から上流を写したものだが、

上流側の湾曲部左岸（写真では右側）に砂州が発生

している。この砂州は、低水路満杯の際に分岐部に

堆積した土砂が、融雪出水時に削らた後、流されて

きて堆積したものである。 
水衝部では、低水路満杯時には、流れがショート

カットする（写真－４の踏板右側に沿って流れるイ

メージ）ため、水衝部付近は流れが停滞し堆積傾向

となった。一方ショートカットして流れた水が水路

に戻る箇所（写真－５の中央部付近）には土砂が堆



積し、その対岸側に浸食が発生している。 
蛇行部の下流側では、堆積や浸食、砂州の発生な

どの変化はほとんど起きていない。 
 
③旧川 H蛇行部 

 
写真－６ St３融雪出水流量⑥通水後の分岐部 

（水の流れ右から左の方向） 

 
写真－７  

St３融雪出水流量⑥通水後の第１水衝部上流側 

（水の流れは上から下の方向） 

 
写真－８ 

St３融雪出水流量⑥通水後の第１水衝部下流側 

（水の流れは下から上の方向） 

 
写真－９ 

St３融雪出水流量⑥通水後の第２水衝部下流側 

（水の流れは下から上の方向） 

 
 写真－６は、旧川Ｈの分岐部をを写したものであ

る。低水路満杯で堆積し、融雪出水で浸食されると

いう傾向は旧川 Jと同じであるが、旧川Ｊに比べる
と小規模であった。また、入口付近に砂州が発生す

るような傾向も見られない。 
 写真－７は旧川Ｈに２つある水衝部のうち上流側

の第１水衝部から上流をを写したものだが、分岐部

直下流の湾曲部の左岸側に砂州が発生するのも旧川

Ｊと同様である。 
 第１水衝部では、水衝部下流内岸側に少しばかり

の堆積が見られたが、外岸側の浸食はほとんど発生

していない（写真－８）。 
 第１水衝部下流以降は第２水衝部を含めて、ほと

んど河道に変化は発生していない（写真―９）。 
 
 ④直線部 

 
写真－１０ St３融雪出水流量⑥通水後  

旧川Ｈ分岐部から上流直線部 

（水の流れは上から下の方向） 



 
写真－１１ St３融雪出水流量⑥通水後 

旧川Ｈ分岐部から下流直線部 

（水の流れは下から上の方向） 

 写真－１０と１１は、旧川 Hの分岐部付近からそ
れぞれ上下流を撮影したものだが、直線部において

は、試験地で発生したような、著しい堆積と浸食は

特に発生していない。また、合流点付近の深掘れな

どの状況も見られず、ほぼ、初期河道の状況を保っ

ていた。 
 ただし、写真－１１の右下に若干の堆積が発生し

ているが、これは低水路満杯時に旧川H蛇行部に流
れ込んだ水の一部が最初の湾曲部のせき上げによっ

て、分岐部下流の低い部分を伝って、直線部に再度

流入した箇所に発生したものである。 
 
（３） 考察 
 ①流量配分比 
 さて、現時点ではまだ精査中で概算値ではあるが、

直線部と蛇行部の流量配分比は、低水路満杯時が直

線部：蛇行部で概ね７：３に対して、融雪出水時や

平水時は概ね３：７もしくは２：８であり、平成１

８年、１９年の実験結果と同様である。 
 また、低水路満杯流量を通水した後は、分岐部へ

の堆積の影響で蛇行部への配分比が小さくなると考

えていたが、ほとんど変らないか、若干増える傾向

になっている。詳細は不明だが、分流堰は透過性の

構造となっているため、低水路満杯通水時に目詰ま

り等を起こした可能性があり、その影響とも考えら

れる。ただし、流量の変化は小さいので、このこと

が実験結果に及ぼす影響はないと考えていい。 
 
 ②蛇行部の河道変化 
 蛇行部の河道変化は、分岐部では旧川Ｈ・Ｊとも

低水路満杯時堆積した土砂が見られるが、融雪出水

時にそれが浸食されることで、河道閉塞のような現

象には至っていない。ただし、旧川Ｊについては、

分岐部左岸側に砂州が発生し、右岸側が掘れるよう

な河道形状となっている。 
 分岐部に堆積した土砂が、融雪出水時の浸食によ

り下流に運ばれることで、分岐部直下流の湾曲部内

岸側に砂州を形成する傾向もＨ・Ｊともに見られる

現象である。 
 水衝部は、旧川Ｈについては上流側に第一水衝部

では、低水路満杯時に堆積が発生するが、融雪出水

時に少しずつ浸食される傾向にある。外岸側につい

ては目立った浸食は発生しない。下流側の第二水衝

部については、下流河道を含めてほとんど河道の変

化は発生しない。これは、この付近では流速がかな

り遅くなっており、土砂移動がほとんど起きないた

めと推測できる。一方の旧川Ｊについて、低水路満

杯時に河道内岸にある、低い箇所に水が乗り上げ、

主流路がそちらに移ってしまう。そのため、水衝部

自体は淀みとなり、土砂が貯まる傾向となる。また、

ショートカットした水が河道に戻るところで、堆積

が発生するとともに、その主流線がぶつかる対岸側

に浸食が発生する。堆積した土砂は、融雪出水時に

削られ下流に移動するが、蛇行河道部内に堆積する

ことなく、直線河道に流れ出している。 
 これらの河道変化を、試験地の状況と比較すると、

分岐部（旧川Ｊ）や分岐部直下流の湾曲部内岸に砂

州が発生する状況は試験地と同じ傾向である。一方

で、分岐部直下流湾曲部より下流の河道においては

水衝部以外では河道変化は少なく、幾つかの砂州が

発生している試験地の様子とは異なっている。この

辺については、河道条件や実験と現地などの条件の

違いによる影響も含めて、今後検証する必要がある。 
 
 ③直線部の河道変化 
 直線部については、実験ではほとんど河道の変化

が発生していない。一方で、試験地では河道の左岸

側 1/2 が浸食、右岸側 1/2 が堆積という極端な現象
が発生している。試験地と同様の現象が旧川Ｈ・Ｊ

で発生すると治水安全度に影響する可能性があるこ

とから、この結果については、今後更に掘り下げて

検証する必要がある。 
 
５． 分岐部における堆積・浸食に関する考察 
 河道に土砂が堆積するか、浸食するかを決定する

力の一つとして掃流力がある。 
 ここでは、1988年に寒地土木研究所（当時は北海
道開発局土木試験所）で作成した、「現場のための水

理学」を参考に、平成１８・１９年の実験データを

用いて、簡易的に分岐部における堆積・浸食につい

て考察してみる。 
 検討の前提として、河床材料は非粘着性であり、

流れは等流、河道断面は広矩形断面水路と仮定する。 



 この条件下で掃流力τ０は、次式で計算すること

ができる。 
 τ０＝ρｇＲｉｂ           （１） 
    ρ：水の密度 
    ｇ：重力加速度 
    Ｒ：径深 
    ｉb：河床勾配 
広矩形断面水路と仮定したので、ρｇ＝１として

（１）式は 
 τ０＝ｈ０ｉｂ                     （２） 
    ｈ０：等流水深 
と簡易化することができる。 
等流水深ｈ０は 
 ｈ０＝[ｎＱ／Ｂ（ｉｂ）1/2]3/5      （３） 

    ｎ：マニングの粗度係数 
    Ｑ：流量 
    Ｂ：水面幅 
で計算できる。 
流量や水面幅は実験値を使用し、ｎ＝0.02として計
算すると、表－３のような結果となる。 
①低水路満杯時 
 Ｂ 

(cm) 
ｉb Q 

(L/s) 
ｈ0 τ0 

分岐前 64.4 1/1200 140 80.7 0.067
旧川Ｈ蛇行部 50.8 1/1900 53 59.5 0.031
旧川Ｊ蛇行部 46.1 1/1700 50 59.2 0.035
②融雪出水時 
 Ｂ 

(cm) 
ｉb Q 

(L/s) 
ｈ0 τ0 

分岐前 62.0 1/1200 16.0 22.5 0.019
旧川Ｈ蛇行部 24.0 1/1900 14.9 43.6 0.023
旧川Ｊ蛇行部 23.0 1/1700 11.2 36.5 0.022

表－３ 掃流力比較 

 低水路満杯時には、流量の減少に比べて、水面幅

の減少量が少ない。そのため、掃流力が分岐前に比

べて半分程度に減少するため、堆積傾向となる。一

方、融雪出水時は水面幅の減少に比べて、流量の減

少が小さく、そのため、掃流力が分岐前に比べて増

加することで浸食傾向となっていると考えられる。 
 もちろん、河床が動かないような条件下でこのよ

うな検討を実施しても意味はないが、実験に使用し

ている河床材料でで摩擦速度（ｕ＊）及び限界摩擦

速度（ｕ＊ｃ）を計算した結果、全ての条件下で河床

は動いていることが確認できた。 
 以上の検討は、あくまでも簡易的にモデルとして

検討したもので、実際の実験結果を検証したことに

はならないが、実験やシミュレーションを始める前

に、条件設定などを行う際に簡易的に検証しておく

ことは有用であると考える。 
 
６． あとがき 
 今年度実施した実験結果を見る限りでは、旧川

Ｈ・Ｊの区間で蛇行復元を実施しても、河道維持に

関して大きな問題は発生しないと考えられる。 
 しかしながら、分岐部直下流の湾曲部内岸側にで

きる砂州や旧川Ｊ蛇行部の水衝部において、洪水時

ショートカットが発生し、その影響で河岸が削られ

るという現象が、もっと長期的な河道維持を考える

場合、問題とならないか検討する必要がある。 
 また、直線部や蛇行部下流では、ほとんど河道変

化が発生していないが、本当にそうなのかを、試験

地で発生して現象も踏まえて、数値シミュレーショ

ン等を用いて検証する必要もあり、この点は次年度

以降のテーマであると考えている。 
 さらに、自然再生事業とは別に、蛇行河道の研究

として水理学的な検証の必要性についても検討して

いきたい。 
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