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1. はじめに

• 砂州…河川中流域の河川環境を特徴づける代表的な河道内地形
瀬淵構造の基盤でもあり，河床環境の多様性と相まって
動植物に多様な生息場を提供

砂州が形成する水衝部は，しばしば河岸侵食・侵食破堤の原因にも．

• 流量に応じて異なる粒径の範囲の土砂移動が生じており，一つの砂州で
も平面的な部位に応じた粒度分布の違いや表層の粗粒化など，様々な形
の土砂輸送現象が生起している．

➢砂州の動態把握，河床環境変化は，治水上，環境上重要だが把握が困難
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1. はじめに

【本研究の目的】

• 砂州地形の動態と流量の関係性に着目し，砂州河道の順応的な管理に資
する簡易な分析手法を提案することを目的とする．

• 砂州河道に対してあらかじめどのくらいの流量（あるいは水位）のときに，
どのような事象が生じるかを「流量ステージ」として整理しておくことに
よって，砂州河道に生じる諸現象を把握しやすくする．

• 木曽川水系長良川扇状地区間を対象に，手法の有効性を検討する．
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２．手法

（2)長良川扇状地砂州における現地調査

• 長良川扇央部の代表的な砂州の動態を
2020年出水期前後でモニタリング．

• 調査項目：
UAV空撮，砂州前縁線部のVRS測量，ふ
るい分け試験による 表層付近の河床材料
調査，早瀬の流速・水深の計測

• 調査日（UAV空撮）：
6/8，7/30，8/8，8/25，10/7，10/28
その他の調査項目は2～3回実施．
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(1)流量ステージの検討

• 平水時から出水時までの流況全体を対象とし，治水と環境の両面から砂
州の状態に変化を与える流量の幅とその閾値の設定方法を検討

• 既往の流量指標も参照しつつ，土砂輸送に着目した簡易な水理計算により
指標及びその具体的な閾値となる流量を算定する．

図-1 2020年調査地の位置
中長期的な解析は，48kp-56.2kp
を対象とする．



２．手法

（4)中長期的な砂州動態の分析

• 1970年代以降の空中写真，時刻水位デー
タをもとに，過去の砂州動態が流量ステー
ジの概念で説明可能か検討．

• 水位流量：
1976年1月～現在 （HQ式で流量換算）

• 空中写真：
1975年11月～2019年3月 27時期

～2004年11月 14時期 国土地理院
2005年11月～ 13時期 Google Earth
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(3)短期的砂州動態の分析

• 2020年出水期における調査地の砂州動態が流量ステージ概念で説明可
能か検討．

• 2020年6月～10月の流量波形（時刻水位をHQ式で換算）して解析．

図-1 2020年調査地の位置
中長期的な解析は，48kp-56.2kp
を対象とする．

➢ 砂州前縁線の位置が視認できた18時期（17期間）を分析対象とする．



3. 結果 (1)流量ステージの設定の結果

【既往の流量指標】

• 豊平低渇の各流量 ・・・低水管理向けであり，土砂輸送の指標たりえない．

• 平均年最大流量，低水路満杯流量 ・・・河床変動に寄与し，河道特性を規定

• 日本の河道において平均年最大流量と低水路満杯流量が概ね等しい，その回帰年

が概ね3年程度，洪水の発生頻度と河床に作用する掃流力の双方を考慮すれば低

水路満杯流量（≒平均年最大流量）が河道内の河床地形を規定する流量であるこ

と （山本）

【本研究で提案する流量ステージ】

• 平水時から出水時までの流況全体を対象とし，治水と環境の両面から砂州の

状態に変化を与える流量の幅とその閾値の設定方法を検討

• 早瀬―淵―平瀬における土砂動態に着目し，4段階の流量ステージを仮設定
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3. 結果 (1)流量ステージの設定の結果

• ステージ１：局所的に勾配が大きい早瀬では，平水時から中小出水時にか
けても部分的な土砂移動が生じており，早瀬の河床環境を緩やかに変化
させる． 早瀬部での限定的な土砂移動と粗粒化

• ステージ２：早瀬の河床表層を覆う最大クラスの粒径集団（d84粒径を代
表粒径とする）が移動限界に達し，早瀬部で活発に侵食堆積が生じ始める
状況
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3. 結果 (1)流量ステージの設定の結果

• ステージ３：水域面積のうち最も大きい面積を占める平瀬部において，土
砂移動が始まる．平瀬からの土砂移動は砂州前縁線に位置する早瀬に達
し，砂州全体の前進等の形状変化が生じ始める．これをステージ3とし，低
水路全体の主材料となる粒径集団（d60粒径を代表粒径）の移動限界

• ステージ４：低水路全体の粒度分布のd84粒径の移動限界を上回る状況
河床全面での土砂移動と砂州の変形．
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3. 結果 (1)流量ステージの設定の結果

項目 数値 備考

平均河床勾配Ib 1/630 木曽川水系河川整備計画数
量諸元表（2006）
48.0-56.2kpの平均値

平均低水路幅B 218(m)

平均河岸高Hb 4.92(m)

低水路粗度係数n 0.030

早瀬の河床勾配Ibr 1/100 2020年出水期前 平均値

早瀬の流路幅Br 109(m) 平均低水路幅の半分と仮定

低水路粒度分布
d84粒径
d60粒径

89(mm)
41(mm)

貸与資料（2009年調査）
47k-55kの粒径加積曲線の
平均より 図-2参照

早瀬粒度分布
d84粒径
d60粒径

117(mm)
81(mm)

2020年現地調査 52k早
瀬の粒径加積曲線の平均より
図-2参照
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• 流量ステージの閾値は，単断面等流を仮定し，着目した粒径の土砂が移動
限界となる（移動開始する）流量として算出．

表-1 長良川扇状地区間（48.0-56.2kp）の河道の諸量

図-2 低水路平均及び早瀬調査地の
河床材料粒度分布



3. 結果 (1)流量ステージの設定の結果

流量指標 流量
(m3/s)

設定根拠

ステージ3-4閾値 3,512 低水路d84が移動限界

ステージ2-3閾値 965 低水路d60が移動限界

ステージ1-2閾値 343 早瀬部d84が移動限界

低水路満杯流量Qbf 4,120 水深が平均河岸高となるQ

平均年最大流量Qap 3,256 水 文 水 質 デ ー タ ベ ー ス
忠節水位流量観測所流況
2002-2019年の平均値

豊水流量 127 

平水流量 71 

低水流量 47 

渇水流量 29 
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【流量ステージ閾値を算出した結果】

• ステージ4の閾値は，平均年最大流量Qapと低水路満杯流量Qbfの間に入る数値となり，低水路満杯流
量によって河床形状が規定されるという一般的な知見と一致．

• ステージ3の閾値は，平均年最大流量の1/3程度となり，年間の流況において砂州全体の土砂移動が
生じている時間帯は比較的長いことが示唆される．

• ステージ2の閾値は，中小出水でも頻繁に観測される程度の流量であり，平瀬部と比較して早瀬部は
流量変動による河床環境の攪乱を受けやすい環境であることが容易に理解される．



3. 結果 (2) 2020年出水期における砂州動態①

• ステージ3を超える時間帯が6月中
旬から7月中旬に断続的に発生
（ステージ3：172時間，ステージ4：5時間）

• 6月⇒8月の間に砂州が変形．

• 8月以降はステージ3は記録され
ず，砂州の変形もなし．
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2020/6/8 流量：26m3/s

2020/8/8 流量：77m3/s

2020/8/25 流量：39m3/s

2020/10/7 流量：43m3/s



3. 結果 (2) 2020年出水期における砂州動態②

• 下流側の横断型の早瀬では，流量
ステージ1に区分される流量にも関
わらず，活発な侵食・堆積が生じ，
櫛状の細い流路が複数発達

• 局所的に勾配が大きい早瀬では，
粗粒化，側岸侵食による土砂共有
など，活発な微地形変化が発生
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2020/8/8 2020/8/25

2020/10/7 2020/10/28

• 流量ステージ2と判定される中小出水が9月上旬に複数
回発生し，10/7（図-5左下）調査時には，櫛状の地形が
一旦洗い流され，均された状態に.

• その後も局所的な侵食・堆積が継続し，10月下旬には流
路内の河床礫にアユの卵が多く付着していることを確認



3. 結果 (3)中長期的な砂州動態の分析結果①

• 1975年11月～2019年3月までの空中写真より
経年的な砂州前縁線の位置が追跡できた6つの砂州について，
17期間の砂州前縁線の移動量をGIS上で計測

• 各期間の砂州の移動距離は，砂州に動きのない期間は砂州ごとのばらつ
きが小さく，砂州の動きが大きい期間は砂州ごとのばらつきも多い傾向

➢各期間の砂州の平均移動距離が，流量ステージ概念で説明可能か検証
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3. 結果 (3)中長期的な砂州動態の分析結果②

• 写真撮影と写真撮影の間の期間の流量ステージ３，４の累計時間を横軸，
6つの砂州の平均移動距離を縦軸とし，説明力を検討．

• 流量ステージ3+4の累計時間によって砂州の移動量はよく説明された．
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４．考察(1)流量ステージの設定の妥当性と解釈

➢砂州河道で生じる諸現象を簡易
な流量指標で検討することがで
きる可能性を示した

• ステージ3（平瀬部のd60粒径の
い移動限界以上）は，黒木・岸の砂
州発生領域区分図における下限
値に相当．

• 長良川の場合，最大粒径が移動し
始めるステージ4流量から低水路
満杯流量あたりで単列砂州の河
床形態が発達し，河床の骨格が形
成されるが，それよりも高頻度か
つ累計時間が長いステージ3にお
いて，砂州の主材料が輸送され，
砂州前縁線の前進と砂州の変形
が生じているものと判断される．
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４．考察(2)中長期的な砂州動態の分析への適用性

➢河道内状態は，数十年間で様々に変化．
現況河道で算定された流量ステージ閾値を過
去に適用することは，当然課題あり．

• 最大の変化は高水敷造成による低水路幅の変
化，河岸の固定．（複列⇒単列への変化）

• 河床低下の進行，最深河床の低下（平均河床勾
配には変化なし）

• 河床材料もおそらく変化している？残念なが
ら過去の河床材料に関する情報は乏しい．

➢上流区間からの土砂供給条件の変化など，中
長期的な境界条件変化をどのように扱うかに
ついても課題がある

• 澪筋の直線化傾向は，三輪ら（2007）が示し
た，土砂供給を減らした条件下の交互砂州の
変形過程に酷似．
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5. まとめ

➢本研究では，砂州河道の順応的な管理に資する簡易な分析手法を提案す
ることを目的とし，砂州河道の平瀬・早瀬における土砂移動現象に着目し
た流量指標を流量ステージとして整理した．

➢長良川扇状地区間に適用した結果，各流量ステージの累計時間を参照す
ることにより，砂州の動態をある程度記述可能であることが示された．

➢砂州の状態に変化を与える流量の幅とその閾値が設定されることにより，
河川・区間ごとに異なる，流量の規模・時間頻度と，これに対応して生じる
土砂輸送現象の対応関係の理解が容易になり，河川間の比較と河道特性
の理解にもつながる．

➢把握された課題の改良及び一般化を進め，砂州河道の河道管理に資する
手法に高めたい．
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