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研究の背景

日本の平野部河川は，両岸ともに堤防が設置され，台風や集中豪雨による通

常の洪水を河道内で流下させる流下断面を有している。平常時流量は，そのよ

うな洪水流量の数百分の 1程度に過ぎないので，平常時の水域は，河道のごく

一部を占めるのみで，広い中洲や寄洲，河原が広がっている場合が多い。そし

て洪水による冠水頻度が小さくなると中洲や寄洲の砂礁面上にも植生が広が

り，樹林帯が発達する。

河道内の樹林帯は，野生動物や鳥類の成育の場となるほか，河畔林と呼ばれ

る河岸沿いの樹林は，魚類の成育にとっても重要な働きをすると言われている。

また，樹林帯は，河道内の水域や砂礁面，草地面などに対して，立体的な変化

を与え，新緑や紅葉，落葉とし、う季節的な変化も加わって，河川の自然景観を

豊かにしている。
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しかしながら，発達した樹林帯は，治水の上からは， 2つの大きな悪影響を

もたらす。まず，樹林の存在は，洪水の流下断面の減少につながり，洪水時の

水位を上昇させる。次に，洪水流によって倒されたり，根元が掘られたりして

流木となり，下流の橋梁等に滞留して洪水氾濫の原因になる。流木については，

旧来，山地からの流出が問題にされていたが， 1998年の栃木県余笹川や1999年

の岩手県雪谷川の洪水氾濫の原因となった流木は，河道内の樹林帯から発生し

たとみられている。

このように，功罪両面を持つ河川樹林帯を，今後どのように取り扱っていけ

ばいいのかとし、う問題は，河川管理上きわめて重要である。そこで，現況樹林

帯の発達過程と樹林帯からの流木発生メカニズムを明らかにしたいと考え，本

研究をスタートさせた。調査研究は，北上川上流域を中心としこれらの実態

を明らかにすることによ って，河川樹林帯の保全と治水安全との両立が可能な

対策について提言することを目指した。

2. 研究の目的と方法

昭和22, 23年頃，駐留アメリカ軍によって日本全土て、撮影された航空写真を

見ると，どの河川においても河道内の樹林の発達はほとんど見られず，砂礁の

広い河原が広がっている。このような状態になっていたのは，日本各地の河川

が，この頃，カスリン台風などによる大きな洪水に見舞われ，植生が剥がされ

たり，堆砂に埋没したりしているためで、ある。また，河道内の樹木は薪炭材な

どとしての利用価値が高く，周辺住民によって伐採されていたと推測される。

その後も，河川管理者は，洪水の疎通を阻害する支障木については伐採を進め

てきた。しかし近年の自然環境保護に対する関心の高まりによって，野生小

動物や鳥類，さらに魚類の成育にとって河川樹林帯が果たす役割の大きさが認

識され，河川管理上必要とされる伐採についても注文が付けられるようになっ

てきた。

洪水の撹乱による樹林帯の破壊と再生についての調査研究は，清水ら（1998,

1999, 2001, 2002）によ って精力的に進められているが，そもそも現在日本各

地に見られる広範な河川樹林帯がどのような経過をたどって発達してきたか，

河道幅が広い扇状地河川の場合と中流部の蛇行帯河川の場合とではどのように

違うのか，また，この間の河川改修工事がどのような影響を与えているのかと

いうような多くの不明な点がある。
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そしてこのように発達した、河川樹林帯から，洪水によってどの場所の樹木が，

どのような経過をたどって流木化するのかということも明らかではない。

長年月にわたる樹林帯の発達過程を追跡するには，当該河川が撮影された多

数年次の航空写真を比較判読する方法が簡便かっ確実である。日本では，昭和

22, 23年頃，駐留アメリカ軍によって撮影された後，地形図や国土基本図など

の作成のために国土地理院によって定期的に航空写真が撮影されてきた。重要

な河川においては，国土交通省などの河川事務所によって撮影される場合もあ

る。そこで，著者らの所属大学に隣接する北上川上流域を中心に，これらの航

空写真の比較判読によって河川｜樹林帯の発達過程を明らかにした。そのさい，

代表的な樹林帯を選んで，現在の樹林を構成する樹種と樹齢，樹高，樹径，立

木分布などを調査して，解析の妥当性を高めようとした。

北上川上流域は，平成14(2002）年 7月の 6号台風によって大きな洪水に見

舞われた。その結果，各所で樹林帯からの流木発生がみられた。我々は，洪水

発生直後に調査対象区間全域について現地調査を実施して，流木の発生箇所と

発生状況を把握した。調査区間については，その後も出水があるたびに現地調

査を実施して状況変化を明らかにした。そのさい，雪谷川において平成11

(1999）年10月に発生した洪水被害との比較研究も進め，流木発生メカニズム

を検討した。

なお，解析に使用した航空写真は，昭和23年アメリカ軍撮影のものから平成

15年 4月に国土地理院撮影のものまで＇＇ 17年次にわたっている。その中には，平

成14年洪水の前後の航空写真も含まれており，洪水による低水河岸の侵食状況

を明らかにすることができた。

3. 河川樹林帯の発達過程

3.1 樹林帯の発達箇所

河道内で樹林帯が発達している箇所は，何らかの理由で相対的に地盤高が高

く，洪水時以外は冠水しない範囲である。これらの範囲において地盤高が高く

なった理由としては，主に，次の 4つのケースが考えられる。

（！）河川改修によって堤外地になった元来の樹林地

(2）冠水頻度が小さい中洲や寄洲の高位部

(3）砂利採取や低水路掘削によ って高水敷化した領域
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図1 昭和22年当時の豊沢！｜｜（岩手県花巻市）

河道周辺の樹林

米軍撮影航空写真

A 河道沿いの樹林帯

(4）水衝部水際の河畔林

このうち，（1）の河川改修によって堤外地になった元来の樹林地については，

たとえば，図 1にしめした花巻市近郊の豊沢川の例にみられる。

堤防や護岸が整備されていない自然河川において，流路の両岸には樹林帯が

みられる場合が多い。平野面への洪水氾濫を防止するため，河川の両岸に堤防

が建設され，河道域が限定されるとき，そのような元来の樹林帯が河道内に取

り込まれ，そのまま河道内の樹林帯として保全される場合も多い。図 1の昭和

22年当時に撮影された航空写真においては，まだ堤防は設置されておらず，蛇

行する流路の両側の至る所に樹林帯が存在している。現在では，それらの樹林

帯を縦断するように，両岸の堤防が整備されているが，当時の樹林帯領域の一

部は，そのまま存在し続け，図 2のように見事な高木樹林を形成している。豊

沢川の場合に限らず，扇状地河道区間では，河道幅が大きくとられていて，堤

防の建設後，河道中央部に掘削される低水路断面をかなり大きくとることがで

きるため，高水敷上の高木樹林帯が残存してきた河川も多い。
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図3 北上川における水衝部河岸の河畔林
盛岡市三本柳地先右岸 （都南中央橋から上流に向かつて）

(2）と （3）のケースについては，樹林帯からの流木発生箇所として重要で

あるので，節を改めて詳しく説明する。

(4）の水衝部水際の河畔林は，図 3にしめした北上川でみられる。ここは，

洪水時の水衝部であり，堤防にも接近していることから，護岸と根固めブロ ッ

クが設置されている。その根固めブロックの表面と隙聞に堆積したシルトや砂

から，ヤナギ類が発芽，生長している。淵を覆うように生長した河畔林は，見

事な景観を皇し，魚類にと っても貴重な成育環境をもたらしている。そして，

ブロックの隙聞に食い込んだ根がブロックを安定させ，護岸を強化する効果も

ある。それでも，大きな洪水に見舞われると，根固めブロ ックが崩壊，流失す

る場合もあって，流木発生の可能性は否定できなし、。

3.2 冠水頻度が小さい中洲や寄洲の高位部における樹林帯の発達

交互砂洲・砂磯堆が形成された河道区間では，水域の近くに砂礁に覆われた

広い河原がみられる。そのような河原部分は，河岸沿いの狭くて深い淵から対

岸斜め下流方向に広がる砂礁堆の高位部にあたる。洪水時には，完全に水没し

河床表面の砂磯も掃流され置き換わるため，出水頻度が高いと植生の定着はみ

られない。しかし出水のない期間が続くと，水流によ って運ばれてきた種子

や実，木の枝などからの発芽がみられ，植生が進んでいく。砂喋堆に特有の 3
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図4 雫石川の中洲における樹林帯の発達
上：昭和54年国土地理院撮影，下：平成13年｜日建設省撮影

B －最下流のみ樹林が定着した中洲， c：盛南大橋， D：水管橋，

E：東北新幹線

次元形状から，寄洲や中洲の先端部の少し上流付近に最高位部があり，その付

近の河床は小出水では冠水しなし、。冠水しでも洪水の主流部からはずれた水裏

部に当たっていて，流速が遅く，砂礁の移動・更新はみられないため，草木が

定着し生長しやすい環境にある。この高位部付近に樹木が生長すると，徐々に

寄洲や中洲の全域に樹林帯が広がってく る。

寄洲や中洲上のある程度生長した樹木は，小出水では流亡せず，樹林帯は存

続・発達する。しかし，寄洲全体に樹林帯が広がると，その上流部分の樹木は

洪水時の主流にさらされることになって，傾き，倒れたり，根元の河床が洗掘

されたりして流木発生の原因になる。

(1) 雫石川中洲における樹林帯発達例

中洲における樹林帯の発達状況の一例を図 4に示す。雫石川最下流部の北上

合流点近くの中洲である。昭和23年当時の雫石川は，後の図 6にみられるよう

に，低水時の水流は左右に大きく蛇行し，広い河原の寄洲が右岸と左岸に存在

するような様相を呈していた。昭和30～40年代に全域で、砂利採取が行われたが，
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砂利採取の範囲は河道の中央部付近に限定され，低水路が掘削されたことに相

当している。

その後，砂利採取は実施されなくなり，低水路内での砂磯堆の形成が再びみ

られるようになる。上流太田橋から下流の直線的に整えられた低水路区間で、は，

水流が左右交互に蛇行する単列砂磯堆がきれいに再形成されたが，この付近は，

低水路幅が広がっているため，流れが両岸に分かれ，中洲として発達している。

昭和54年撮影の航空写真をみると，中洲下流部のもっとも河床の高い部分に早

くも植生がみられている。昭和56年に大きな洪水に見舞われているが，平成6

年には，さらに植生域が広がり，樹木の定着もみられてし、る。その後も樹林帯

域が広がって，平成14年 7月の洪水を迎えることになる。この樹林は主として

シロヤナギによって構成されている。

(2) 北上川寄洲における樹林帯発達例

北上川の調査対象とした区聞は，河道の蛇行がみられ，強い湾曲部もあるた

め，凸岸に大きな寄洲が広がっている箇所が多くみられる。複断面河道になっ

ていて，高水敷は公園や従来からの農地として利用され，寄洲は低水流路部に

広がっている。昭和22年頃，寄洲面上は砂礁に覆われた河原になっていた。昭

和30,40年代の盛んな砂利採取によって，寄洲の一部が消失したが，昭和50年

代にほぼ元の形状に復元した。その後，寄洲の高位部から樹林の発達がみられ

るようになってきた。

図5は，紫波町六日町地先の湾曲凸岸の寄洲における樹林帯発達例である。

大きく左カーブする湾曲部になっていて，凹岸河岸を徐々に侵食しながら湾曲

の度合いを強めていった区間で、ある。

昭和54年航空写真では，ほぼ砂利採取の影響が消えて，元の寄洲が発達して

きた。左岸凸岸側の寄洲の上流部は，まだ植生はみられず砂礁の河原であり，

中央部付近で樹林がみられてしる。平成6年の航空写真をみると，ごく一部分

をのぞいて寄洲全体に植生が広がり，樹林が徐々に高木化していることがわか

る。高木は主としてシロヤナギであるが，水辺に近い方には，カワヤナギやオ

ノエヤナギなどの他のヤナギ類も多くみられる。

雫石川に比べると，北上川本川は河床勾配が緩く，寄洲面が平坦であるため，

図4の雫石川の例にみられたように，特定の場所から上下流に広がるという経

過はたどらず，全体的に徐々に広がっていくような経過をたどっている場合が

多い。



8 

〆

図5 北上川の寄洲における樹林帯

の発達

左：昭和54年林野庁，右：平成 6年国土

地理院織影

紫波町六日町地先， F：上流に広がった

樹林帯

3.3 砂利採取や低水路掘削によって高水敷化した領域で・の樹林帯の発達

昭和30年代後半から40年代にかけて，日本中の河川で広範かつ大量に河床の

砂利採取が実施された。その際，河道の中央部付近に沿って低水路にあたる範

囲が掘削され，堤防前面のある範囲が高水敷として維持されてきた場合が多い。

高水敷化した領域は，洪水時の冠水頻度も小さくなるため，樹林帯として発達

してくる。明確な複断面河道として河川改修計画が立てられると，低水路河岸

の護岸も進められるので，河岸侵食は防がれ，そのような樹林帯から流木が発

生するおそれは小さし、。しかし護岸が未設置の場合も多く，低水路内の砂磯

堆形成に伴って生じる洪水水衝河岸において，低水路河岸の侵食が進み，流木

発生箇所となるケースがみられる。

昭和27年当時の雫石川では，図 6 （上）のように両岸の堤防の聞の河道内一

杯に単列あるいは複列の砂磯堆が広がっていて，各所に広い砂礁の河原がみら

れる。一部に樹林帯は存在しているが，その面積はわずかである。ところが図

6 （中）をみると，昭和30年， 40年代に広範に河床掘削がなされ，河道形態が

すっかり変わってしまっていることがわかる。河床掘削の範囲は，河道中央部

に想定された低水路に沿ったものであり，両岸堤防の前面には高水敷に相当す

る領域が残されている。この領域は元の河床の高さであるが，低水路相当部分

の河床掘削によって，低水路河床に比べると標高の高い面になる。そのため，

平常時だけでなく小洪水でも冠水しない場合も多くなり，裸地だった元、河床面
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一歩

七三号之諮問主勺「マででよ］

院内情！？ι
図6 雫石川｜の高水敷における

樹林帯の発達
上 昭和27年米軍，中：昭和44年

国土地理院， F：平成15年国土地

理院娠影

c：東北自動車道， H.舟場橋，

I 西大橋

に急速に植生が広がり，樹木の定着も進んでくる。

雫石川では，図 6 （下）にみられるように，その高水敷化した領域が，昭和

50年代以降，一気にニセアカシアとシロヤナギ他のヤナギ類によ って樹林帯化

してしまっTこ。

4. 河川樹林帯からの流木発生

河道内の樹林帯は，その地盤の高さと洪水時水位との関係や，洪水主流線・

水衝部との位置関係などによ って，洪水疎通に与える影響が異なり，樹木が流

れから受ける力も異なっている。流木発生という観点からみると， 2ヶ所の樹

林帯，すなわち，河道内の寄洲や中洲に定着・発達した樹林帯，および高水敷

河岸沿いに発達した樹林帯が重要である。

4.1 寄洲や中洲からの流木発生

日本の河川においては，年に数度の洪水時のみ冠水し，ふだんは砂礁の河原

となっている寄洲や中洲が存在する。そして， 大きな洪水がなく，洪水の頻度

が少ない年が続くと，植生域が広がり，樹木が定着・繁茂するようになる。

寄洲や中洲の下流端付近は，洪水になっても比較的流速の遅い領域にあたる
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図7 北上川の寄洲における流木発生

（盛岡市三本柳）

左：平成 6年国土地理院，右 ：平成13年！日建設

省撮影

J～K・左岸洪水水衝部（護岸設置），L；右岸

水衝部（護岸設置）， M：平成6年当時の寄洲が

消滅し，平成14年洪水では，この付近の河岸と

N上流の寄洲部が侵食される

から，流木発生の可能性はあまり高くない。洪水時の主流部にあたる寄洲や中

洲の上流部分にまで樹林帯が広がってくると，流木化の可能性が高くなる。し

かも，直線的な河道やゆるやかな蛇行区間，湾曲部などで，砂礁堆が下流に移

動し，それに伴って洪水時水衝部と主流線位置が下流にずれてくる場合には，

樹林帯の上流部分が洪水の主流をまともに受けるようになり，流木化が進む可

能性がより高くなる。

(1) 北上川における寄洲からの流木発生

盛岡市から紫波町にかけての北上川においては，河道は蛇行したり，大きく

湾曲したりしているため，河道湾曲部の凸岸側に寄洲が広がっている。洪水時

の水衝部は，凹岸頂部からその下流河岸に沿っている場合が多く，主流部が河

岸から離れて拡散し下流域に寄洲が広がる。

その一例として，図 7に盛岡市三本柳地先周辺をとりあげる。この区聞は，

大きく右カーブしているので，洪水時主流線は，湾曲部左岸の凹岸に沿って流

れた後，対岸に向かつてし、く。主流が左岸を離れる付近の下流凸岸の前面に寄

洲が広がっている。平成6年の航空写真に記入したJ～ Kの水衝部河岸から，

洪水主流は右岸に向かい，護岸が施工されている L付近が洪水水衝部になっ



上流
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下流

図8 北上川の寄洲上流部分における倒木
三本柳地先左岸寄洲（図 7のN）における様子

ている。平成 6年当時には， M付近の左岸に樹木の茂った寄洲がみられるが，

平成13年には， Kから M にかけての河岸も洪水主流がそのまま左岸に沿う状

態に変化し平成6年の左岸寄洲はなくなってしまった。平成13年当時は， M

付近の河岸と下流の寄洲表面の全域に樹木（主としてシロヤナギやオノエヤナ

ギなどのヤナギ類）が生い茂っていたが，平成14年 7月と 8月の 2度の洪水に

よって， M 付近の低水河岸が侵食された。寄洲上流部分の主流に近い領域N

においても，図 8に見られるように，ほとんどの樹木が倒され，一部は流木と

なって流失し，多くの枝葉が，途中から折れたり千切れたりして流失した。北

上川の寄洲の多くで，このように寄洲上流端付近で流木が発生した。

(2) 雫石川中洲からの流木発生

図4に取り上げた中洲の上流部分は，平成14年の洪水によって，図 9のよう

に，地盤ごと侵食され流木となって流失した。侵食された範囲は，幅16m, 

長さ40m に及んだ。この中洲では，樹林帯が中洲の上流側に広がってきてい

たときに洪水に見舞われたことと，上流部の直線的な低水路区間に形成された

砂磯堆が徐々に下流に移動してきて，主流位置も下流にずれてきていたために，

樹林帯の上流部分が洪水の激しい流れにさらされることになって侵食被害が拡

大した。
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図9 雫石川の中洲における流木発生

盛南大橋下流の中洲上流端

雫石川では，低水路内の砂礁堆が移動している箇所が多く，このように，中

洲や寄洲の上流端で樹林の根元地盤も侵食されて流木化した事例が多くみられ

る。

4.2 低水路河岸の侵食に伴う流木化

昭和30年代後半から，建設資材の砂や砂利として利用するため，日本全国の

河川で砂利採取が盛んになされた。その際，計画低水路の河道掘削をかねて実

施される場合も多かったが，河床掘削は，人工的な河床低下を意味しており，

橋梁の橋脚付近での河床の局所洗掘をもたらし橋脚を倒壊させたり，堰や床

止め工が下流河床の洗掘によって倒壊したりするという悪影響がみられるよう

になった。そのため，昭和50年代には全国的に禁止あるいは厳しく抑制される

ようになった。

それ以降，全国の河川で，砂利採取によって河床が平坦化していた状態から，

洪水のたびごとに砂磯堆の形成がみられるようになった。砂磯堆が形成される

と，淵と瀬を繰り返しながら，みお筋が左右に蛇行するとし、う形態がみられる

ようになる。砂喋堆は，実は，洪水流によって形成されるものであるから，洪

水時の流れも砂磯堆の形状にしたがって集中と発散を繰り返しながら，左右交

互に蛇行する。洪水流は河岸沿いの淵付近に集中した後，対岸の瀬と寄洲方向
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図10 雫石川の高水敷河岸の侵食
盛岡市川後地先 （平成13年旧建設省搬影航空写真）

O～P 洪水水衝部で，大きく河岸佼食を受ける

－F北白
恒
動
量

F
S

に広がっていき，下流の淵付近でまた集中するとL、う流れを呈する。流れの集

中部付近の河岸がし、わゆる洪水水衝部にあたる。水衝部の河岸が護岸や根固め

などによ って護られていない場合，高水敷河岸が侵食されるので，河岸付近に

発達していた樹林は洪水流に飲み込まれ流木となる。このようにして，流木が

発生した事例を以下に説明する。

(1) 雫石川における低水河岸侵食による流木発生

雫石川では，低水路にあたる部分の河床掘削のさい，低水路河岸つまり高水

敷部分と低水路の境界の河岸は素掘りの状態で，護岸等は施されていなかった。

砂磯堆の形成によって洪水水衝部がはっきり現れると，そこで低水路河岸の侵

食が進行するようになった。低水路河岸が侵食されて，高水敷部分が削られる

と，水衝部が堤防に接近してくるので，要所要所に低水路護岸が施工されてい

く。しかし現在でも全区間の低水路護岸施工は完成しておらず，低水路の河

岸侵食がみられる箇所がある。

盛岡市川後地先付近は，図 6の東北自動車道橋梁の上流に位置し，大きく左

カーブする区間であるため，右岸側が水衝部で左岸側に広い寄洲がある。砂利

採取が河道の中央に沿って実施されたので，右岸側にも高水敷が設けられ，樹

林帯が発達していた。図10は，平成13年撮影の航空写真であり， 0～Pにか

けての洪水水衝部では，このときまでにかなりの低水河岸の侵食が進んでいた。

そして，平成14年 7月に，昭和56年以来となる1,000m3/sを超える洪水（太

田橋流量観測所の流量）に見舞われ，この付近の低水路河岸はさらに大きく侵
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図11 雫石川の高水敷河岸における侵食状況
盛岡市川後地先右岸（図10のO付近）

食された。洪水の水衝部が，従来より下流に移動して侵食箇所が下流に広がっ

た上， 8月にも流量が小さいながら何度も出水があったので，洪水水衝部より

は上流に位置する河岸付近でも河岸侵食が進み，約600mもの距離にわたって

河岸侵食が発生した。侵食部分の最下流部o付近の高水敷は従来から水田と

して利用されている箇所で，比高は 6mにも達する河岸である。樹林帯部分

においても，図11のように比高は 3m程度もあり，上面は冠水していない。

低水河岸の底部が侵食され，残された上部が崩落して侵食が進んだものと推察

される。

雫石川の低水河岸は，このように河岸侵食を受けていた箇所が多かったが，

近年は，水衝部にあたる河岸では，低水路護岸が施工された箇所が増えてきた。

(2) 北上川における低水河岸侵食による流木発生

北上川では，昭和30年代に両岸の堤防が整備されたさい，旧来の流路を低水

流路とするように複断面河道として整備が進められた。したがって，現在の低

水流路は，旧来の河道であって，左右に大きく蛇行したり，大きく湾曲したり，

湾曲部凹岸底部からその下流側の河岸が水衝部になっている場合が多い。湾曲

部凹岸の水衝部であるため，河岸前面の河床も掘れて水深の深い淵になり，自

然のままで、は洪水のたびに河岸侵食を受け，堤防が危険になることも心配され

る。そのため，現在ではほとんどすべての水衝部に低水路護岸が施工されてい

る。

したがって，北上川における低水河岸の侵食は，主として，洪水の水衝部が
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図12 雪谷川の高水敷樹林帯からの流木発生
平成11年10月洪水直後に困際航業が撮影した航空写真

Q 侵食された高水敷， R 車門頭首工

下流にずれ動き，既設護岸の下流河岸が水衝部に変化した場合や，図 7に取り

上げた三本柳地先の例のように，護岸が施された水衝部の下流河岸に水衝部域

が広がってきたような場合にみられる。

(3) 雪谷川の場合（福田ら， 2002)

平成11年10月の雪谷川洪水において，大量の流木発生源になった箇所も，高

水敷化した領域で、あった。しかしここでの高水敷化したメカニズムは，雫石

川とは異なっている。雪谷川は狭い谷底平野を流れる中小河川であり，雫石川

のような大々的な河床掘削はなされていないが，ある程度の砂利採取は実施さ

れ，全体的な河床低下はみられている。大きな河岸侵食が生じた箇所は，図12

のQの上流河岸である。ここは，車門頭首工の下流にあり，コンクリート固

定堰の下流河床は大きく洗掘されていた。そのため，低水流路以外の河床が相

対的に高くなり，洪水の冠水頻度が減少したため，徐々に樹林帯として発達し

ていた区域である。

全体的に河床低下を起こしている河川において，頭首工や床止め工の下流域

で，低水流路部分の河床洗掘が進んでそれ以外の河床面で樹林帯の発達が進行

している例は，多摩川羽村堰の下流，高梁川湛井堰の下流など全国の非常に多

くの河川でみられる。

雪谷川車門頭首工下流の高水敷部分は，湾曲部の凹岸側にあって洪水時の水

衝部にあたっていたため，平成11年の洪水によって，最大幅20m，長さ約200



16 

図13 余笹川における河岸崖の侵食

m tこもわたって河岸侵食をうけた。同じ高水敷面上に残っていた樹木の密度

から， 200本程度の立木が流木になったものと推定される。

5. その他の流木発生

河川の流木は，山地流域からも発生する。渓岸の地滑りや斜面崩壊，渓床洗

掘によって山林の樹木が河道に流れ込んできたり，伐採後放置されていた間伐

材が流出してきたりすることがある。近年では，平成10年に青森県大畑川，平

成12年に愛知県矢作川において大量の流木が発生したことがよく知られてい

る。

また，栃木県余笹川では，図13にみられように，河岸崖が崩壊して斜面の樹

木が河道に流れ落ち，流木化した場合もあった。この河岸崖は洪水の水衝部に

なっていて，崖の底部が洪水によって洗掘された後，支持力を失った上部が崩

壊したものと推定される。

流木による被害としては山地から発生する大量の流木がもっとも重大である

が，本論では，河道内樹林帯に対象を限定して，その保全と流木化抑制lの両立

という観点から具体的な対策を検討する。

6. 樹林帯保全と流木化抑制との両立対策

流木の発生を抑制する根本的な対策は，河道内樹林を支障木として定期的に

伐採することである。しかし河川樹林帯は，野生動物や鳥類，魚類にとって
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かけがえのない自然環境を作り出し，豊かな自然景観を提供しているために，

その保全が強く望まれている。

北上川上流域を中心とする我々の研究によって，河道内樹木帯のうち，洪水

によって流木となりやすい場所を，河道の蛇行形状や低水路内の砂磯堆形状と

の関係から特定でき，その発生メカニズムもある程度明らかにすることができ

た。以下に，それらの結果を整理した上で，流木化抑制の対策を提言する。

6.1 流木発生箇所と発生原因の特定

河道内の樹木が流木化しやすい箇所は，主に，次の 2ヶ所である。

一つは，寄洲や中洲の全域に広がった樹林帯において，洪水時の高流速域が

かぶってくる寄洲や中洲の最上流部分である。河道内の寄洲や中洲においては，

図14に示したように洪水流の影響を受けにくい下流部あるいは河岸沿いの河床

高位部に，まず樹木は定着，繁茂しはじめ，徐々に全域に広がってし、く。寄洲

などの最上流域は，洪水時の主流域に重なってくるので，そこに繁茂した樹木

は，水流の勢いで倒されたり根元の地盤が侵食されたりして，流木化する危険

性が高くなる。しかも，河道内の砂礁堆が下流に移動する場合には，洪水主流

線も下流にずれてきて，寄洲上流部での重なりが大きくなり流木化の可能性が

より高くなる。

次は，河道掘削などによって複断面化した河道の低水河岸が侵食される箇所

である。雫石川においてみられたように，我が国の扇状地性河道は，元来，非

常に幅の広い河川敷を持つ単断面の河道が多かったが，昭和30～40年代に砂利

採取を目的とした河道掘削が広範に実施され，河道の中央に低水路，両岸の堤

防沿いに高水敷を配した複断面河道に変容していった。多摩川など大都市近傍

の河川では，高水敷部分は，グラウンドや公園に利用されることが多いが，そ

のような利用が進まなかった地域で、は，広域で樹林帯の発達がみられた。低水

路内での河床掘削が禁止，あるいは抑制されるようになると，河道内に砂磯堆

が形成され，水流蛇行もみられるようになる。図14に示したように，洪水時の

水流も左右に大きく蛇行し，主流部が沿う水衝部河岸において河岸侵食が発生

し侵食地盤に生い茂っていた樹木は，低水路内に倒れ込み流木となる。

両者は，発生箇所もメカニズムも異なっているが，洪水時の主流部との関係

で流木発生箇所が特定できる点では共通している。
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図14 蛇行i可道に

6.2 流木発生を抑制するための対策

以上のように，流木発生が発生しやすい

箇所が特定できることが分かったので，必

要な箇所について適切な対策を立てること

が可能になる。

(1) 寄洲や中洲に発達した樹林帯への

対応

寄洲や中洲の領域において，最初に樹木

おける流れと が定着・繁茂するのは，図14にV として

樹林帯発達と 記入した付近で，相対的に河床が高く洪水
の関係

5・砂磯堆前縁，

T：推定洪水主流線，

u #til＜水循j部，

v・ 最初に樹林が定

着する筒所，

w：この付近まで樹

林帯が広がると洪水

によって倒され流木

化する

による冠水頻度も低い区域である。その区

域は，洪水時の流れのパターンからみれば，

主流部からははずれて流れの弱L、箇所であ

る。この区域で樹木が生長しても，洪水の

疎通にそれほど大きな影響を与えないし，

流木の発生にもつながらない。

しかし樹木の生育範囲が中洲や寄洲の

全体に広がってくると，洪水時の主流部に

かぶさるようになってきて，洪水の疎通に悪影響を及ぼすとともに，水勢によっ

て倒されたり，根元が洗掘されたりして流木化する危険性が高まってくる。と

くに，洪水によって低水路内の砂磯堆が下流に移動する場合には，洪水時の水

衝部や主流線の走り方パターンも下流にずれ，樹林帯上流部のかなり広い範囲

が洪水主流にさらされるようになる。

したがって，中洲や寄洲の上流部分の樹木については，大きく生長しないよ

うに伐採管理が必要である。伐採の必要な範囲は，基本的には，現状の砂磯堆

形状から判断される洪水の主流部領域であるが，砂傑堆位置の経年的な位置の

変化から，砂磯堆が下流に移動する区間であることが確認されれば，砂磯堆の

移動量を推定して伐採範囲を広げておく必要がある。

(2) 低水河岸の侵食が予想される箇所の樹林帯への対応

低水河岸は，低水路の河床掘削によって形成された元の、河床部分で、あること

が多く，砂や礁で構成されている。樹木の根が張っている場合，湾岸侵食を防

止する効果もある程度は考えられるが，水勢が強く，当たっている時聞が長く
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なると，根周辺の地盤が洗掘され，倒壊し流木となる。低水河岸高が高くなる

と，根張りの下部地盤が洗掘され，上部地盤もろとも流れに巻き込まれる。

低水河岸の侵食は，雫石川・）｜｜後地先では幅数十m，長さ600mtこも及んだ

し雪谷川の車門頭首工下流でも長さ200mtこも及び，大量の流木発生につな

がった。対策としては，侵食が予想される河岸に護岸を施工することがもっと

も効果的である。堤防から少し離れた低水河岸で、は，洪水によって大きく侵食

された後，災害復旧によって護岸されることが多い。しかし洪水によって，

低水路内に形成された砂礁堆が下流に移動する場合には，次の洪水では，護岸

箇所の下流河岸が侵食される。このような事例は，全国多くの河川でみられる。

高水敷の樹林帯は，洪水の疎通を阻害するとし、ぅ悪影響は小さいので，保全

の対象になりやすいが，低水河岸の侵食によって大量の流木が発生する危険性

もあるので，次回洪水の水衝河岸を的確に推定して，予防的に護岸工事を実施

する必要がある。

7. 今後の課題

本研究によって，流木が発生しやすい箇所の特定とそれぞれの箇所の発生メ

カニズムが明らかになったことから，発生の抑制対策を提言することができた。

ただし，そのさい，もっとも重要なことは，洪水時の流況，つまり水衝部位

置や洪水主流の走り方のパターンなどを的確に推定する技術である。洪水時の

流れにもっとも強い関係を持つ砂磯堆の形状と接続パターンを正確に読み取

り，洪水時の流れを推定する必要がある。そのためには，現地洪水の観測・観

察がもっとも基本にあるが，①航空写真・河床縦横断測量図からの河床形態を

読み取ることと，②模型実験によって砂磯堆形状と洪水時流況との関係を繰り

返し観察・測定して，洪水水衝部と主流線推定の能力を高めておくことが重要

である。

また，河道内の砂醗堆の位置，形状の経年変化を丹念に調査して，下流に移

動するか否かを的確に判断しておく必要がある。河道形状や低水路形状が変更

される場合には，砂磯堆の移動の有無が変化する可能性もある。変更された流

路形状における砂磯堆の挙動を正確に知るためには，砂磯堆を相似させた模型

実験（木下， 1984，三輪， 2002）によるのがもっとも有効な手段であり，その

技術の開発が急がれている。
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