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多自然川づくりが河川整備の基本施策として位置づけられてから約20年が経過し、これまで
様々な工法・材料を用いた環境配慮型の河川整備がなされてきた。しかし、実態として、施工
当初期待された環境改善効果が得られない事例も少なくない。本論文では、水際部の環境とし
て、特に重要な護岸工法に着目し、過去の施工事例や施工後の追跡調査結果などから、工法別
にその課題を整理するものである。
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１．はじめに
今後、寒地土木研究所では、多自然護岸工法が有
する構造的耐性と環境創出効果を多角的に評価する
ことにより、水理的機能を考慮した数値計算モデル
を開発し、最適な多自然護岸工法の選定を可能とし、
設計技術等へ反映させるための研究を進めていく予
定である。
それにあたり、北海道開発局で約20年間に渡り実施
されてきた過去の多自然川（型）づくりの施工事例
や施工後の追跡調査結果などから、工法別にその問
題・課題点を抽出した。
２．方法
国交省監修のシステムである「多自然型川づくり
クリアリングハウス」（以下、「システム」とする）
から、対象地域を北海道、管理者を開発局、尚且つ
追跡調査（施工後5ヶ年）情報を有する多自然型川づ
くりの事例を検索条件として抽出し、それぞれに目
指した目標に対する達成度の整理及び工法毎の問
題・課題点の抽出を行った。また、北海道開発局で、
各部局の実施事例を取り纏めた「多自然型川づくり
実施状況調査・追跡調査結果様式（平成7年度～平成
19年度）」（以下、「製本版」とする）から、工法毎

46件中、37件が改修事業、9件が災害復旧事業であ
った。
追跡調査は施工後5ヶ年後で、施工年度に合わせて
平成16年度、平成17年度に実施されているが、調査の
結果、目標に対する達成度については、各々の工事
箇所毎に目指した河岸・水際保護、魚類保全といっ
た保全・復元が概ね達成されていることが分かった。
保全・復元の目標が概ね達成されている事例につ
いての具体的な内容は述べないが、これらについて
は、後述する問題・課題点がクリアされたものと考
えていただきたい。
また、製本版から平成7年～平成19年度に実施され
た事例から問題・課題点の抽出を行ったが、これに
ついては、システムに登録されている事例から抽出
した問題・課題点と、ほぼ同様の内容であったため、
一括して扱うこととした。ただし、製本版は、シス
テムから抽出した事例と工事自体が重なっている、
追跡調査の有無が途中で変更になっている等、扱い
が煩雑なため、件数の把握はしていない。
また、抽出した工法毎の問題・課題点は以下に示
すが、河岸保護に水際保護を含めて行っている事例
が多かったため、河岸保護と水際保護に分類（図-1）
して実施された工法を羅列し、抽出された問題・課
題点の整理を行った。

の問題・課題点の抽出を行った。
３．結果
システムから、先述した方法で検索した結果、平
成11年度、平成12年度に施工された46事例を抽出した。
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図-1 河岸・水際の分類の指標

（1）河岸保護
実施された工法は、覆土、埋枝、植樹、植生マ
ット、籠マット、ポーラスコンクリート、粗朶法
覆工、張芝、覆土＋割石、植生（多段）ブロック、
控え護岸（直壁プレキャストブロックを堤防最低
防御ラインに設置）、河岸に生えていたヤナギを
高水敷へ移植、木製階段、ジオテキスタイル、練
石積工、繊維マット等であった。
また、システムから抽出された46事例中、災害復旧
事業で実施しているものは、ジオテキスタイルや植
生マット及び張芝等で施しているものが多く、改修
事業で実施しているものは、覆土のみの措置が多か
った。
また、殆どの箇所で施工後5ヶ年以内に出水・洪水
等のインパクトが何度かあったが、それらが直接的
要因となり流出・破壊に至った事例は無かった。
なお、河岸保護において抽出された問題・課題点
は以下の通りである。
1）覆土の植生不良（播種無し）。
2）覆土＋粗朶法覆の植生不良。
3）覆土＋ヤナギ埋枝で、ヤナギが生育不良。
4）覆土＋ヤナギ植樹でヤナギが枯死。
5）練石積工には堆砂及び植生の侵入が見られな
い。（図-2）

図-4 魚巣ブロック工での事例
8)河岸法面の繊維マットには、植生の侵入が無い。
（図-5）

図-5 繊維マット工での事例
（2）水際保護
実施された工法は、木工沈床工、コンクリート
沈床工、水制工、捨石工、粗朶柵工、連柴柵工、
杭柵工、板柵工、魚苑ブロック、籠工、根固めブ
ロック＋覆土、埋枝、河道法線の変更等であった。
また、殆どの箇所で施工後5ヶ年以内に出水・洪
水等のインパクトが何度かあり、以下に示す問
題・課題点の内、それらが直接的要因になったも
のもあると考える。
1）木工沈床内の玉石が一部流出している。
2）木工沈床の前面が流心となり、水深及び流速
が大きくなっている。（図-6）

図-2 練石積工での事例
6）ジオテキスタイル法面のジオテキスタイルシ
ートが部分的に露出し、芝が生育していない。
（図-3）

図-6 木工沈床工での事例（澪筋変化）

図-3 ジオテキスタイル工での事例
7）魚巣ブロック内部に堆砂が進み機能していな
い。（図-4）
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3）泥に近い細流砂の堆積により、木工沈床が埋
没。
4）木工沈床内の麻袋は流出し、植生の侵入は見
られなかった。
5）木工沈床が完全に干出。（図-7）

図-7 木工沈床工での事例（干出）
6）水制工群の上流側では堆積して水面に接して
おらず、下流側では水没し、あまり機能して
いない（ただし、河岸は浸食されていない）。
（図-8）

図-11 捨石工での事例（堆積）
10）粗朶柵が壊れ、多くの区間で土砂が流出して
いる。（図-12）

図-12 粗朶柵工での事例（崩壊・土砂流出）

図-8 水制工での事例（土砂堆積・水没）

11）粗朶柵自体に損傷は無いが、柵内の土砂が流
出していた。（図-13）

7）魚類生息空間創出を目指した水制工間に土砂
が堆積し、機能を果たしていない。（図-9）

図-13 粗朶柵工での事例（土砂流出）
12）連柴柵工裏込土のヤナギが発育・萌芽不良。
（図-14）
図-9 水制工での事例（土砂堆積）
8）水衝部にあった捨石工が流出し、水深が深く
なり流速も早くなった。（図-10）
図-14 連柴柵工での事例
13）フトン籠及び蛇籠前面に、泥質の土砂が堆積
し、魚類に配慮した多孔質空間を消失した。
（図-15）
図-10 捨石工での事例（流出）
9）魚類生息空間創出のための捨石工に土砂が堆
積。（図-11）
図-15 蛇篭・フトン籠での事例
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14）籠工への水生植物侵入不良。（図-16）

図-16 籠工での事例
15）埋枝工が全て流出。（図-17）

図-17 埋枝工での事例
４．考察
各々の工事箇所毎に目指した河岸・水際保護、魚
類保全といった保全・復元の目標が概ね達成されて
いることについては、各箇所において、周辺環境・
景観との調和・機能向上を適切に設定したうえで、
最も有効なミティゲーション措置をとる努力がなさ
れていると考える。
また、抽出した問題・課題点については、１事例
毎の詳細な設計思想・条件の把握及び現地調査を行
った上のものではないため、断定できる精度での要
因把握は出来ておらず、その内容から想定しうる範
囲内での考察であるため、あくまで考え得る要因の
一つとして捉えていただきたい。
河岸保護の問題・課題点についての考察は以下の
通りである。
問題・課題点1)～4）は、覆土材料自体が生育基盤
として有効なのかを調べる必要がある。
特に、ヤナギ生育については周辺景観の調和・復
元及び、生育すれば水中がカバーされることから、
水際域・魚類保全へも繋がるため、流下能力の阻害
とならないものであれば積極的に復元していくべき
と考える。
問題・課題点5) は、貸与された資料からは読み取
ることが出来なかったが、環境との調和上、早期植
生が急務ならば、施工費は増えるが、表面は深目地
にした上で、現地発生土を用いて目地部に間詰めす
ることを考えても良い。
問題・課題点6)は、周辺環境との調和、非被覆規
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模・見栄えの良否を判断した上、必要であれば土が
植生基盤として有効であるかを調べ、結果により追
肥等を行う必要がある。
問題・課題点 7)は、予め保全対象魚の生育環境を
調べ、その環境を回復するような適切な工法を選定
すべきと考える。
問題・課題点8)は、先に述べたジオテキスタイル
シートでの芝の生育不良と合わせて、問題を解消し
ていく必要がある。
河岸保護の問題・課題点についての考察は以上で
あるが、保全・復元の目標として植生復元を狙った
ものが多いことがわかった。実施時に既に配慮され
ていると思われるが、当該箇所で土が足りない場合、
他工区から流用するが、その際は、流用土は表土に
は使用せず、現地発生土を表土・覆土に使用してい
ただきたい。そのことによって、在来種又は郷土種
として周辺景観と馴染むことは勿論、環境意識変化
により、新たに排他対象の植物となった際のリスク
も軽減できると考える。
次に、水際保護の問題・課題点についての考察は
以下の通りである。
問題・課題点 1）～5）について、沈床内の玉石の
流出は出水・洪水等インパクトにより想定外の外力
を受けた結果、洗掘・堆積等については、設置によ
り澪筋に変化を与えた結果と考えられるため、一連
の区間で適切な配置計画を立てる必要がある。
問題・課題点6)、7）は、流況をより把握した上で、
水制工の位置・間隔・形状等を決定することが重要
と考える。
問題・課題点8）、9)について、前者は水衝部では
流水の影響をダイレクトに受けるため、流出のリス
クが高まり、後者のような流況の変化が少ない箇所、
もしくは流速自体が弱いところでは、捨て石により、
粗度が上がったためと考えられる。また、既存文献１）
に基づいた安定重量算出を行うと、一つあたりの重
量が過大となってしまうため、慎重な流速の評価が
必要である。
問題・課題点10）、11)について、前者は柵前面へ
の想定外の外力、後者は柵高を越えた高さで水が流
れた結果であると考える。今後の使用にあたっては、
材料の強度や耐久性を十分考慮する必要がある。
問題・課題点12)は、裏込土自体が植生・生育基盤
として有効なものか調べる必要がある。また、先述
した粗朶柵工と同様、今後の使用にあたっては、材
料の強度や耐久性を十分考慮する必要がある。
問題・課題点13）は、先に述べた魚巣ブロックでの
事例であった土砂堆砂の事例と合わせて問題を解消

する必要があると考える。
問題・課題点14)は、籠のみの粗度では水生植物の
植生基盤となる土砂の捕捉は厳しいと考える。最低
限の垂れ長を確保した上で、河床への根入れを長く
し、その上に土砂を捕捉しやすい工夫をする等が考
えられる。しかし、不経済となる恐れがあるため、
河岸・水際保護工を一体として、最も経済的、なお
かつ周辺環境との調和を図れる材料を選定すべきと
考える。
問題・課題点15)は、根張り強度を持つ時点まで生
育する前段で、出水等インパクトにより流出してし
たものと想定されるため、ある程度成長できるまで
の期間、囲う等の埋枝保護工が必要と考える。
水際保護の問題・課題点についての考察は以上で
あるが、木材・石材等自然素材を使ったものが多い
ことがわかった。これらは現地周辺から調達できる
ものであれば、コスト縮減・周辺環境との調和の観
点からも望ましいと考える。ただし、木材について
は水際で乾湿の繰り返すような条件下では腐りやす
く、期待した耐久性を持続できない場合があるため、
今後は強度や耐久性を十分考慮し、素材の選定や設
置場所に留意しなければいけないと考える。
また、防腐処理された木材使用の際は、生物に与
える影響を十分考慮する必要がある。

また、「多自然川づくり」に関連する新技術（Ｎ
ＥＴＩＳ）製品が多く出されており、活用すればコ
スト縮減に繋がる可能性はあるが、ほぼ事後評価未
実施のものばかりであることから、活用の際は慎重
に検討する必要がある。
これらを踏まえ、今後、寒地土木研究所では、多
自然護岸工法が有する構造的耐性と環境創出効果を
多角的に評価することによる水理的機能を考慮した
数値計算モデルの開発。また、最適な多自然護岸工
法の選定を可能とし、設計技術等へ反映させるため
の研究を進めていく。これにあたり、平成25年度以降
は先述した問題・課題点等を抱えている箇所の詳細
な現地調査を実施し、要因を究明していく予定であ
る。
謝辞：本論文を纏めるにあたり、北海道開発局河川
計画課・河川工事課から資料の貸与及び貴重な意見
を聞かせていただくことが出来た。ここに記して謝
意を表す。
参考文献
1)

（財）国土技術研究センター：護岸の力学設計法（改
訂版）,pp109,2007

2)

（財）リバーフロント整備センター：多自然川づくり
ポイントブック～河川改修時の課題と留意点,2007

５．まとめ

3)

（財）リバーフロント整備センター：多自然川づくり
ポイントブックⅡ 川の営みを活かした川づくり 中

本研究では、北海道開発局で約20年間に渡り実施さ
れてきた過去の多自然（型）川づくりの施工事例や
施工後の追跡調査結果などから、工法別にその問
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また、個々の実施箇所で掲げた保全・復元の目標
が概ね達成されていることから、現地条件を適切に
勘案した工法での実施がなされていることが伺える。
また、平成18年10月に国交省より『多自然川づくり
基本指針』が策定され、「多自然川づくり」が全て
の川づくりの基本となり、可能な限り自然の特性や
メカニズムを活用する等、「河川全体の自然の営み」
を視野にいれなければいけなくなった。その中で、
平成22年8月に「中小河川に関する河道計画の技術基
準」が策定され、実施にあたっての具体例が示さた。
また、「多自然川づくりポイントブック（Ⅰ2）～
Ⅲ）」が出版されているが、特にⅡ3）、Ⅲ4）について
は中小河川を対象とした内容のものであるが、直轄
にも適用できる河川は多いと思われ、適用できる箇
所には積極的な活用を望む。
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