
キーワード：河道応答、河道計画、河道管理、河道予測手法 

平成24年度 

北海道の河川における 
河道計画・河道管理技術に関する研究  

－北海道河道技術研究会－（第 2報） 
 

とりまとめ担当 本局 建設部 河川計画課       

河川工事課       

河川管理課       

各開発建設部（稚内除く）   

（独）寒地土木研究所 寒地水圏研究グループ 
 

まえがき 

北海道の一級河川では、大正以降の比較的短い期間にシ

ョートカット等の治水事業が急激に進められ治水安全度が

大幅に向上した。その一方で、土砂堆積や河床低下等の河

道変化が生じ、河川管理上支障が生じる可能性も指摘され

ている。本研究は、これらの河道変化の要因分析や将来予

測等を通じ、今後の河道変化にどのように対応して河道計

画や河道管理を進めていけばよいかを検討することを目的

として実施するものである。 

 

1.  本研究の全体計画 

本研究では、平成 23～25年度の 3カ年で、かつて行わ

れた治水事業、河道変化要因分析手法の解説、各河川で

実施した要因分析事例、河道特性の総合的な傾向等をと

りまとめた「河道計画・河道管理の実践のための読本

（仮称）」を作成する計画である（図1参照）。 

 本研究を進めるため、平成 23年度に本局、各開発建設

部及び寒地土木研究所寒地水圏研究グループを構成員と

する「北海道河道技術研究会」を立ち上げ、これまでに

６回開催した。平成 23年度には、各河川で生じている個

別箇所の河道変化（土砂堆積、砂州の発達、低水路の樹

林化、河床低下）について、水理データを整理し、グル

ープに分かれて議論しながら要因分析を行った。 

 今年度は、主に北海道内の各一級河川の全川にわたる

各年代の水理データを収集・整理することにより北海道

の河道特性の総合的な傾向の分析を進めている。本論文

では、北海道の河道特性の分析の途中経過について報告

するとともに、職員自らが河道の将来予測をする技術を

身につけるために実施中している水位･河床変動計算演習

の内容と、整理中の「河道計画・河道管理の実践のため

の読本（仮称）」読本の素案について報告する。 

 

 

 

図1 本研究の全体計画 

 

2.  北海道の河川における河道特性 

(1)  目的と分析の流れ 

 捷水路工事や砂利採取等が行われていた頃と比べて大

規模な直接的河道改変が少なくなった近年の河道変化に

ついて、過去と現在の河道特性を分析することによって

その要因を考察し、これからの河道変化にどのように対

応して河道計画・河道管理を進めていけばよいかを考え

る指標とすることを目的として分析を行った。河道変化

特性の分析の流れについては図 2 に示す。現在、データ

の基本的な整理が終わり、河道特性の分析を進めている

段階である。 

 

(2)  河道特性に関する収集データ 

 北海道の河川の河道特性を分析すため、一級河川全 13

水系を対象に表 1 に示すキロポスト毎の各水理諸量デー

タを収集した。なお、川幅や平均水深、径深等について

は平均年最大流量（過去10ヵ年）時の値を採用した。 

対象とする年代は、最新データに加え、過去のデータ
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も対象とした。なお、第 25～27 回及び第 44～46 回北海

道開発局技術研究発表会の指定課題（河川部門）1）～6）に

おいても河道特性についての各種データを収集しとりま

とめており、そのデータも使用した。 

 

(3)  河道特性の分析 

収集した各水理諸量データを整理し、中規模河床形態

領域区分図 7）と、粒径と摩擦速度 u*及び無次元掃流力

τ*との関係図 8) 等にプロットすることにより河道特性

の分析を行った。本論文では、中規模河床形態領域区分

図及び粒径と摩擦速度との関係図について紹介するが、

現在、詳細な分析まで至っていないため中間報告とする。 

a) 中規模河床形態領域区分図 

中規模河床形態領域区分図（図 3）は実験に基づいて

作成された図で、川幅水深比、エネルギー勾配、無次元

掃流力との関係をプロットすることにより、その箇所が

単列砂州、複列砂州、砂州非発生領域に属するのかが分

かるようになっている。全 13 水系の最新データ、約 10

年前、約 20～30年前の 3年代分をプロットした。その内、

特徴的な3河川について図3に示す。 

その結果、留萌川（図 3 上段）は砂州非発生領域に、

石狩川下流（図 3 中段）は非発生領域から単列砂州発生

領域に、十勝川水系札内川（図 3 下段）は複列砂州発生

領域に区分されていることが分かる。石狩川下流につい

て年代別に見ると、昭和 59 年及び平成 14 年では非発生

領域から単列砂州領域に分布しているが、平成 21年では

単列砂州領域に大部分が移行していることがわかる。単

列砂州の河川では砂州の固定化とみお筋の深掘れ、対岸

の河岸侵食が進むことがよくみられることから、河道管

理にあたり砂州の発達に留意することが望ましいと判断

できる。 

今後、セグメント毎に区分したり、個別のプロットと

工事履歴等を追っていくことにより各種河道変化と関連

付けた考察をできないか検討中である。 

b) 粒径と摩擦速度との関係図 

 本項で示す図は、河床材料の代表粒径と低水路に働く

平均年最大流量時の掃流力との関係を表した図であり、

全国の沖積河川のデータをプロットして近似曲線が引か

れている。 

全 13 水系の代表粒径ｄR、摩擦速度 u*をグラフにプロ

ットした。前項と同様 3 年代を対象とした。その内、特

徴的な3河川について図4に示す。 

その結果、留萌川（図 4 上段）と石狩川下流（図 4 中

段）ではプロットがややばらつくものの近似曲線に沿っ

て礫から細砂まで幅広く分布していた。また、札内川

（図 4 下段）は河床材料が粒径 2cm 以上の礫で構成され、

プロットが実線付近に集中していた。河川改修等での河

道変化後にプロット点は近似曲線に近づくと言われてい

ることから、これら 3 河川では今後極端に大きな自然変

化はないと考えられる。プロットを詳細に見ると、札内

川では経年的に縦軸方向のばらつきがなくなっており、

縦断的に摩擦速度 u*が変化しなくなる傾向であることが

データから分かる。 

今後、セグメント毎に区分したり、同一地点のプロッ

トが経年的にどのように移動したか、その過程でどのよ

うな河道変化が起こったか等と関連付けた考察ができな

いか検討中である。 

 

 

図2 河道特性の分析の流れ 

 

 

表1 収集した各水理諸量 

 

※平均年最大流量時の各値は計算値 

・摩擦速度   u* ＝√ｇｈⅠe 

・無次元掃流力τ*＝ｈⅠe／ｓｄ 

ｓ：砂の水中比重（-） ｄ：砂粒子の粒径（cm） 
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図3 中規模河床形態領域区分図8) 

 

3. 水位・河床変動計算演習 

研究会の開催にあわせ、自ら河道計画を検討すること

を目的として河川技術職員を対象に iRIC（International 

River Interface Cooperative）ソフトウェア 9)を使用した

水位・河床変動計算演習を実施している。本ソフトウェ

アは USGS（アメリカ地質調査所）で開発した MD_SWMS と

（財）北海道河川財団で開発した RIC-Nays の機能を統合

した河川の流れ・河床変動解析ソフトウェアで清水康行 

 

 

 

 

 

 

図4 代表粒径ｄRと摩擦速度u*の関係9） 

※黒実線は全国沖積河川のプロットの近似曲線 

 

 

教授（北海道大学）とJonNelson博士（USGS）の提唱によ

り実現したものである。平成 23 年度は iRIC の使用方法

を習得するため全開発建設部で同一つ課題についての演

習を計 4 回実施した。今年度は、第 5 回演習（9 月 25

日）及び第6回演習（12月13日）を実施し、研究会でも

取り上げている各河川で抱える河道変化に伴い課題とな

っている箇所において流況計算及び河床変動計算を実施

し、モデルの適用性等について検討した。その内、石狩

川下流と札内川の2事例について以下に示す。 
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（1） 石狩川下流 

a)  検討にあたっての背景 

石狩川の KP23 から KP28 にかけて土砂堆積が進行して

おり(図 5)、KP28 付近では砂州の発生及び樹林化が見ら

れる(写真 1)。現在のところ流下能力上問題は無いが、

土砂堆積及び樹林化が進行すれば流下能力不足となる懸

念があることから iRIC ソフトウェアを使用し河床変動計

算を行った。 

b)  流況計算の実施 

河床変動計算に先立ち、実績水位と計算水位の比較を

行うことで本検討に使用したモデルの適用性について確

認した。対象とした洪水は、石狩川での最新横断測量成

果が平成 21年度であるため、測量年次以降に発生した平

成23年 9月出水のハイドロとした。その他の計算条件に

ついては表2に示すとおりとした。 

計算区間内にある石狩大橋水位観測所（KP26.5）の平

成23年 9月出水実績水位と比較を行った(図7参照)。ま

た、現地確認によりピーク時で高水敷の一部低い箇所に

乗り上げた程度であったことから、縦断的に高水敷高と

の比較を行った結果(図8参照)、平成23年 9月出水の流

況を概ね再現できていることが確認できた。 

c)  河床変動計算の実施 

引き続き河床変動計算を行った。河床変動計算に用い

たハイドロは、近 10カ年で最も大きく低水路満杯流量程

度であった平成23年9月出水とした。 

 

 

表2 計算条件（石狩川下流） 

図5 平均河床縦断図
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図6 計算検討区間 
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図7 石狩大橋水位観測所 
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図8 洪水ピーク流量時の計算水位縦断図と高水敷高 

 

図9 河床変動計算結果 

ソルバー  Nays2D ver.4  

計算格子  平成21年石狩川定期縦横断測量データより

計算格子を作成（KP19.0～KP30.5） 

縦断方向：299分割 

横断方向：24分割  

計算時間  288h （Δｔ＝0.1）  

流量  平成23年9月出水ハイドロ  

（ピーク流量：5,700[m3/s]） 

植生  粗（密生度＝0.01） 

密（密生度＝0.03）  

（平成17年航空写真より判断） 

樹木の抵抗係数  0.6 
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水位 
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河床変動計算の結果を図 9 に示す。元々あった砂州

（図中の赤丸箇所）は洪水前後でフラッシュされず土砂

堆積が進行する箇所も見られた。また、河道が湾曲して

いる区間で河床変動が生じている傾向であった。次に、

河床変動計算前後の比較横断図を図 10に示す。湾曲部の

外岸側で河床が低下し内岸側で土砂が堆積していること

が分かる。図 11 に平成 23 年 9 月出水前後の横断測量成

果を示すが、シミュレーションと同様な現象が確認され

た。 

以上のことから、本検討区間では低水路満杯流量程度

では土砂の堆積が今後も進行するものと考えられる。な

お、第 3 章の中規模河床形態領域区分図（図 3 中段）で

示した石狩川下流の本検討区間（KP28）のプロットに注

目した場合、昭和 59年には砂州非発生領域と単列砂州領

域の境界付近に位置していたが平成 21年には単列砂州領

域に位置していることからも、本検討区間が土砂が堆積

しやすい傾向があることが分かる。 

d)  今後の検討予定 

河床変動計算の結果、本検討区間では土砂堆積傾向が

あることが分かった。今後、砂州が発達し樹林化の進行

により流下能力への影響が懸念されるため、1 洪水では

なく長期的な河床変動シミュレーション等を実施するこ

とにより将来予測をしたいと考えている。 
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図10 河床変動計算前後比較横断図（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ） 

 

 

 

図11 平成23年9月出水前後の横断測量成果 

 

 

（2） 札内川 

a)  検討にあたっての背景 

十勝川水系札内川では近年河道内の樹林化が進んでい

る。帯広開発建設部ではダムの放流によって、低水路内

の樹林化の管理を行うことも検討している。ダムの放流

による攪乱を増やすことで、樹林化の進行を抑制し、礫

河原の再生を目指している。本検討区間（図 12)は、札

内川自然再生計画の実施区間であり、ダム放流の効果を

検討するモニタリングを行っている。そのため、水位、

流速などの観測データがある。また本区間は礫河原再生

のための樹林化した砂州の上部掘削・樹木の伐採が検討

されている。 

b)  流況計算の実施 

河床変動計算に先立ち、実績水位と計算水位の比較に

よりモデルの適用性を確認した。流量は平成15年 8月出

水の最大流量（690[m3/s] ）を採用した（表3参照）。 

計算水位と平成15年 8月洪水の痕跡水位をプロットし

たものを図 13に示す。痕跡水位と計算結果の水位の差分

を算出したところ、平均で 0.3ｍの差となり概ね良好な

再現性が確認できた。次に、樹木の影響を確認するため

整備計画目標流量（1,400m3/s）を流した場合の流速コン

ター図を図 14に示す。赤枠で示された箇所において樹木

により河道が狭窄されており、その箇所で高速流が発生

していることが確認された。 
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図12 計算検討区間 

表3 流況計算条件（札内川）
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図14 流速コンター図 

（整備計画目標流量時 [1,400m3/s] ）

表 4 河床変動計算条件（札内川）

図16 河床変動計算結果（札内川）

図13 計算水位と痕跡水位の比較

図15河床変動計算に用いた流量（H15年8月洪水）
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c)  河床変動計算の実施 

河床変動計算に使用した条件は表4の通りである。 

計算結果の適用性について、平成 12 年、平成 17 年の

航空写真、横断測量のデータを活用し検証を行った。 

航空写真平成 12 年（図 16(ⅰ))と河床変動計算前の水

深コンター図（図 16(ⅲ))、航空写真平成 17 年（図

16(ⅱ))と河床変動計算後の水深コンター図（図 16(ⅳ))

を比較したところ、河床変動計算前（図16(ⅲ))、河床変

動計算後（図16(ⅳ))ともに航空写真のような澪筋を確認

することができなかった。 

次に横断測量データと計算結果の比較を行った(図 17)。

両者を比較したところ、堆積や侵食について変動量は違

うものの傾向は概ね一致した。しかし、上で述べた流況

の一致が確認されていないので、モデルの適用性につい

ては判断がつかなかった。札内川のような複雑な砂州や

微地形を持つ河川においては定期横断測量データでは再

現することが難しいことが分かった。 

d)  LPデータを用いたモデルの検討 

前項 c)での河床変動計算結果を踏まえ、札内川のよう

な複雑な砂州や微地形を持つ河川では計算精度向上のた

めにＬＰデータを用いることが必要であることが分かっ

た。そのため、横断測量成果ではなくＬＰデータを取り

込んだ計算格子を作成し適用できないかを検討した。 

図18に縦横断測量データとＬＰデータを用いて作成し

た格子を比較したものを示す。ＬＰデータを用いたこと

により微地形の再現が可能になっていることが分かる。

作成した格子を用い流況計算を行った。平成17年におけ

る航空写真とＬＰデータを用いた流況計算結果（流量＝

80m3/s時）を比較したものを図19に示す。垂直写真から

確認できる澪筋を計算においても概ね表現できているこ

とが分かる。今後、LPデータを用いた河床変動計算を実

施し適用性を確認する予定である。 

e)  今後の検討予定 

札内川における自然再生事業を実施していくにあたっ

ては実施効果を予測することが重要である。iRIC のよう

な二次元河床変動計算を用いて、疑似洪水による攪乱が

より効果的に行われる箇所を将来的に検討したい。 

 

 

 

4.  河道計画･管理の実践のための読本(素案) 

(1)  目的 

 河川の技術職員が担当する河川で生じている問題に気

づき、それがどのような要因によるものかを考え、問題

解決に向けて自らの力で要因分析から解決策の選定まで

たどり着くための参考書のひとつとなることを目指し、

「河道計画･管理の実践のための読本（仮称）」（以下、

読本）を作成中であるので、以下に内容について示す。 

 

 

 

 

 

 

(2)  読本の骨子 

読本の骨子を表5に示す。「序論」、「河道変化の要

因分析」、「河道変化要因分析事例」、「河道の将来予

測と 管理水準の考え方」、「道内河川の河道特性」の全

5章と、巻末資料で構成される。 

(3)  読本の内容について 

 以下に読本の概要について示す。便宜的に表 5 の章番

号と合わせて表記する。 

図19 航空写真（平成17年）と 

LPデータを用いた流況計算結果の比較 

図17 KP23における河床の実測値と計算結果の比較

図18 縦横断測量データとＬＰデータを用いて

作成した格子の比較 
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Ⅰ．序論  

(ⅰ) 北海道における治水事業 

 これまで北海道で実施されてきた治水事業の概要につ

いて整理した。一例として図 20に水系ごとの主な実施事

業と水害被害額の関係を示す。捷水路や放水路等の大規

模な整備が昭和 50年代までに集中して行われきたことが

わかる。これらの大規模な事業は、河床勾配や横断形状

を直接改変することから、読本では各事業が河道に与え

る影響等についても記載することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、高度成長期（昭和 50 年代）までに盛んに行われ

た砂利採取（図 21参照）についても河道の変化に大きな

影響を与えることから対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図20 水系ごとの主な実施事業と水害被害額 

図21 北海道内一級河川の砂利採取量の推移1）

※昭  和  ←｜→  平  成 

※横軸「第○次」は砂利採取規制計画の単位を示す

表5 河道計画･管理の実践のための読本（仮称）骨子
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(ⅱ)  近年特徴的な河道変化 

平成以降、捷水路等の大規模な事業はほぼ終わり、ま

た、砂利採取がほとんど行われなくなる（図 21参照）等、

人為的な河道改変が少なくなった。それに加え、過去の

治水事業の効果から氾濫の頻度が少なくなり、昭和以前

のような自然短絡といった大きな河道の変化はみられな

くなってきた。その一方で、写真 2～写真 5 に示すよう

な土砂堆積や河床低下、砂州の発達や低水路の樹林化等

の河道変化が生じ、流下能力不足や河川管理施設に悪影

響を与える等の河川管理上の支障が生じる可能性も指摘

されている。 

(ⅲ)  河道計画の考え方 

 ここでは、「Ⅰ（ⅱ）近年特徴的な河道変化」で示し

た課題に対応する新しい河道計画の考え方（例えば「長

期的に維持管理の効率が良い河道形状を検討する必要が

ある」等）を記載する予定である。具体的には平成 25 年

度に検討する予定である。 

 

Ⅱ．河道変化の要因分析 

(ⅰ)  要因分析の目的 

 本章で示す河道変化の要因分析は、河道変化が起こっ

た場合に、その河道変化がなぜ起こったのか、また、今

後も進行し続けるのかどうかを予測するために実施する

ものである。 

(ⅱ)  要因分析の流れ・方法 

 図22に河道変化の要因分析の流れを示す。 

まず、現場に行き現況写真撮影や、目視で河道の状況

や植生等を把握する。次に、平面・縦横断図等の地形デ

ータのほか、水位・流量や掃流力等の水理データ等につ

いて、過去から現在まで収集する。 

次に、河道変化を起こしたと考えられる要因を洗い出

す。可能性が高いものに限らず低いものも含めて、一般

的な知見や地域特性等から列挙する。収集したデータを

グラフ化し、いつ頃どの場所がどれくらい変化したかを

捉える。工事等による直接的な改変と自然変化を選別し

要因を絞り込んでいく。その結果、要因として該当する

ものを整理しとりまとめる。分析については具体的な箇

所の例を交えて示すものとする。  

 

Ⅲ．河道変化の要因分析事例  

 読本の本章では、第Ⅱ章「河道変化の要因分析」にお

いて示した要因分析を実際に各河川の河道変化が起こっ

ている箇所について分析した事例を記載する。なお、第

55 回北海道開発局技術研究発表会（指定課題・河川部

門）において、土砂堆積、砂州の発達、低水路の樹林化、

河床低下の 4 つの事例について報告しているので参照さ

れたい。 

 

 

 

 

 
写真2 土砂堆積の例（石狩川下流 KP28、H20年） 

 

 

 
写真3 河床低下の例（石狩川上流KP160、H21） 

  

 

 

写真4 砂州の発達の例 （空知川KP74） 

 

 

 

写真5 低水路樹林化の例（札内川KP29） 
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図22 河道変化の要因分析の流れ 

 

Ⅳ．河道の将来予測と管理水準の考え方 

(ⅰ) 河道の将来予測 

前述の「Ⅱ.河道の変化要因分析」により要因が特定さ

れた後、その後の河道変化が進行し続けるのかを予測す

る必要があるため、読本ではそれらの手法について記載

することとした。将来予測を行うには、一般的に既往の

調査データから予測する方法と、数値シミュレーション

により予測する方法がある。既往の調査データから予測

する方法としては、「Ⅱ.河道変化の要因分析」を実施す

ることによりある程度の将来の河道を予測することがで

きる。数値シミュレーションにより予測する方法として

は、流れの計算と河床変動計算があるが、具体的な例に

ついては巻末資料に「河道予測手法の基礎」「シミュレ

ーションソフト活用事例」を示すこととした。 

(ⅱ)  管理水準の考え方 

「Ⅳ（ⅰ）河道の将来予測」の結果、治水・利水・環

境上の支障が出る場合に、河川管理者がどのような対策

あるいは管理を実施するかについてここで予定である。

具体的には平成 25年度に検討するが、方向性について以

下に示す。 

河道の将来予測実施後にとるべき対応として、主に次

のような3ケースに分類するできる。 

① 将来的に河道が安定しており、対策が不要な場合 

② 徐々に河道が変化しており、早急な対策は必要ない

が監視（モニタリング）が必要な場合 

③ 河道変化が顕著で、早急に対策が必要な場合 

 ①の場合は、これまで実施している定期的な調査（定

期縦横断測量、空中写真撮影等）により河道状況を監視

するものとする。 

③の場合は、河道変化を止めるハード対策や、そもそ

も河道変化の起こりづらい河道計画（断面）にする等の

対策が考えられる。具体的な対策については北海道内の

みではなく全国を対象として事例を収集し読本に掲載す

る予定である。 

②の場合は、その河道変化が将来的に河川管理施設に

悪影響を与えるかどうかを判断する必要がある。現在そ

のような判断のための指標がなく、そのため管理水準を

今後検討したいと考えている。 

Ⅴ．道内河川の河道特性 

本論文の第 2 章「北海道の河川における河道特性」で

記載した北海道の河道特性の総合的な傾向について、読

本の本章に記載する予定である。 

 

あとがき 

 今年度は「河道計画・河道管理の実践のための読本

（仮称）（素案）」を作成した。今後は、北海道内一級

河川の河道特性の分析を引き続き実施するとともに、未

検討となっているこれからの河道計画や管理水準の考え

方等を整理し、最終的に「河道計画・河道管理の実践の

ための読本（仮称）」としてとりまとめる予定である。 
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