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５－２ Question 

高水敷掘削や切り下げを行う際に、掘削の効果を長持ちさせながら、河川

環境の改善に寄与するための留意点を教えてください。 

■Question の意味と背景 

河道掘削（高水敷掘削）は、流下能力を確保するための主要な河川整備メニューとして、各

地の直轄河川で実施され、今後も継続が見込まれている。高水敷掘削や比高が高くなった砂

州・寄り洲等の切り下げは、地盤の切り下げによって相対的に高さの低い、より冠水しやすい

エリアを創出する行為であることから、ワンドやたまりを含む氾濫原・湿地環境の形成、そこ

に依存する生物の保全に寄与することが期待されている 1)。しかし、掘削後に土砂の再堆積や

樹林化が発生した場合、治水面と環境面の両面の効果が低下することがあるほか、掘削高さの

設定によって掘削後の経過が異なることも、各地の事例により明らかになってきている。また、

高水敷利用が想定される区間においては、水辺利用や景観面への配慮についても留意が必要

（６－１参照）であり、対象区間の特性に合わせて掘削高さや掘削方法が検討されるべきであ

る。主にセグメント 2河道における高水敷掘削、切り下げを行う際のポイントについて示す。 

 
図 1 河道掘削（高水敷掘削）のイメージ 

 

■関連する Question 

⚫ Q7-4 生物の多様性向上のために河道～水路～流域の環境をつなぐ有効な方法を教えて 

下さい。 

⚫ Q6-1 人の利用という視点から、高水敷整備をどのように進めたらよいか、考え方や事例 

を教えて下さい。  
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【高水敷掘削後】 



5-2-2 

Answer  

掘削高さによって、掘削後の土砂の再堆積や樹林化の進行に差が生じま

す。また、氾濫原的な環境の創出等の効果にも違いがあります。 

■Answer の概要と基本的考え方 

高水敷掘削は、流下能力確保のためだけでなく、二極化・樹林化が進む河道において、重要

な生息場を残しつつ“生息場の更新・若返り”を人為的に起こす手段として適度に活用するこ

とで、河川環境の多様性を保つ有効な手段となりうる。一方、高水敷掘削後に生じうる土砂の

再堆積と樹林化は、治水・環境両面の効果を低減させる主要な要因となる。高水敷を掘削した

際には、高水敷を形成していた粒径集団の土砂が再堆積することが一般的であり、セグメント

2-1と 2-2では堆積する土砂の性質が異なる。堆積する土砂は出水時に輸送された土砂が掘削

面上に堆積したものであるから、掘削高さが異なれば受ける外力の規模・頻度も変化するため

に掘削後の経過にも違いが生じる。また、土砂の再堆積に伴い植物が侵入し、草本から木本へ

と遷移して再樹林化した事例、掘削後の裸地にヤナギ類が侵入・定着して樹林化した事例等も

報告されている。掘削後の植生の遷移についても、掘削高さとの関係性が強く示唆されている。 

セグメント 2-2 河道（Q3-1 参照）では高水敷掘削によって創出されたワンドやたまりを含

む氾濫原的な湿地環境、そこに依存する生物の保全に資する効果も確認されている。掘削面に

土砂が堆積する過程で生じるワンド・たまりといった氾濫原的な水域が、開発が進む以前の平

野部に広く生息していた氾濫原的環境を生息場とする生物の貴重な生息場となる。しかしな

がら、これらのワンド・たまりの環境も次第に劣化していく場合があり、土砂堆積の進行や樹

林化に伴う有機物の集積、冠水頻度の低下などがその要因と考えられている。 

   
図 2 川内川における土砂再堆積 2)   図 3 揖斐川 37k付近における掘削後の堆積物 3) 
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■Answer の詳細 

（１）土砂の再堆積と掘削高さ 

１）セグメント 2における高水敷掘削後の堆積土砂 

セグメント 2において高水敷掘削を行った場合、再堆積する土砂の粒径は、低水路にみられ

る土砂よりは 1 オーダー以上小さく、掘削前に高水敷を形成していた土砂と同クラスのもの

が堆積することが普通である(Q3-1 参照)。一般的には、セグメント 2-2 河道では、ウォッシ

ュロードや浮遊砂として輸送されるシルト・細砂、セグメント 2-1河道では浮遊砂や掃流砂と

して輸送される砂・礫が堆積する。セグメント 2-2における高水敷掘削後の土砂堆積の事例と

して、いくつかの河川の例を示す。揖斐川と米代川における高水敷掘削の事例においては、掘

削後に堆積した土砂の主成分はウォッシュロードとして輸送される概ね粒径が 0.1mm 以下の

細粒分であった 3)。揖斐川（河床勾配 1/3,300）の事例では、掘削後 10年程度の間に堆積した

土砂の大部分は、大規模出水ではなく中小出水によっても浮遊砂として運搬されうる微細砂・

シルトであった。また、米代川（河床勾配 1/2,700）の事例でも、掘削後 40 年余りの間に堆

積した土砂の 95%がシルト・粘土であった。これらの事例は、セグメント 2-2における掘削地

の堆積物の主成分が、ウォッシュロードとして輸送される細粒土砂であることを示している。

しかしながら、掘削後に生じるレスポンスには、河川毎の違いがみられる。この違いを生じる

要因の一つとして、洪水時に輸送される土砂濃度の違いがある。洪水時に輸送される土砂濃度

は河川毎に異なることは以前から把握されており 4)、昭和 40 年代に旧建設省が各地の河川で

行った流量-浮遊砂量の観測では、同じ洪水流量に対して 100倍程度の土砂濃度の違いが計測

されている（図-4）。このような河川毎の土砂輸送特性の違いが、河川毎に掘削後の土砂堆積

の傾向が異なる大きな要因の一つとなっている 5,6)。 

セグメント 2-2 において土砂堆積の主要因となるウォッシュロードは、中小出水時にも輸

送されているため、高い濃度で多量の土砂が輸送されるが頻度は低い大規模出水だけでなく、

相対的に頻度が高い中小出水も土砂再堆積に影響している。図-5は、揖斐川掘削地において、

水位（流量）と土砂が堆積しうる最大量をポテンシャルとして粒径別に検討した例 5)である。 
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図 4 旧建設省による流量(m3/s)と浮流砂量の測定結果 4)より再作図 

 

図 5 水位に応じた土砂堆積ポテンシャルと水位の時間頻度分布の例
5)より再作図

 

 

水位が高い（流量が多い）ほど、流送される土砂濃度・量は上昇し、掘削地に堆積しうる状

況になり、粒径が細かい土砂ではそれがより顕著になる（左図）。しかしながら、掘削地は、

掘削高さによっては、大規模な出水でなくても冠水し、低頻度な大規模出水よりも、高頻度な

中小出水で冠水している時間帯の方が多い（右図）。実際の土砂堆積は、これらの掛け合わせ

によるものであり、中小規模の出水がウォッシュロードや低水路河床由来の浮遊砂を堆積さ
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せる主要因となっている可能性が示唆される。加えて、ウォッシュロードの堆積量を予測する

にあたっては、図-4 に示したとおり、河川毎に洪水時の土砂濃度に違いがあることを考慮す

る必要がある。ウォッシュロードは低水路の河床にはほとんど存在せず、洪水時に流域内の山

地や農地等から直接的に流出し河川を流下するために、浮遊砂が河床面から巻き上がること

を前提とした平面二次元河床変動解析等の手法によってその堆積量を予測することは難しい。 

揖斐川と長良川を対象に、掘削地における堆積土砂とそのポテンシャルを比較した事例 5)で

は、両河川ともにウォッシュロードが堆積するポテンシャルが導かれるのにもかかわらず、実

際には、揖斐川においてのみ顕著なウォッシュロードの堆積が観測されている。この原因とし

て、長良川の流送土砂に含まれるウォッシュロードが少ない可能性が示唆された。そこで、揖

斐川と長良川における高水流量観測時に採水を行い、採水試料に含まれる土砂濃度を比較し

た結果、長良川の出水時の土砂濃度は揖斐川よりもかなり低いことが確認された 6)。 

これらの知見を踏まえ、中小出水も含む年間の水位・流量の時間頻度（図-5 右）と、河川

毎の流量－土砂濃度の関係性の両方を考慮したモデル計算を行うことによって、揖斐川と長

良川の掘削地におけるウォッシュロード堆積量の再現が可能であること、掘削地に植生がな

ければウォッシュロードの堆積は生じないことなどが示されている 6)。揖斐川と長良川のセグ

メント 2-2 区間における高水敷掘削後の経過観察と分析の結果は、高水敷掘削後の土砂再堆

積には河川ごとの違いがあり、河川毎に異なる土砂流送特性や流況特性がその違いを生じる

要因となっていることを示している。また、ウォッシュロードの堆積が生じるか否かは、植生

の存在に支配的な影響を受けていることも明らかである。 

一方、セグメント 2-2 と比べて河床勾配と河床材料の粒径が大きいセグメント 2-1 では、

掘削後に堆積する土砂は主に掃流砂・浮遊砂としてもたらされるために、掘削後の経過が異な

る。岩木川（河床勾配 1/500、セグメント 2-1）における平水位を基準とした中洲の掘削では、

掘削後の出水により砂礫が急速に堆積し、これらの砂礫は、主に掃流砂として輸送された低水

路由来の土砂が掘削面上に堆積したものと考えられた。セグメント 2-1 における河床材料は

砂礫が中心であり、したがって掘削後の土砂再堆積は主に掃流砂の形で掘削地に輸送されて

きた土砂が堆積するものと考えられる。したがって、セグメント 2-1における高水敷掘削の計

画においては、掘削後の出水による低水路由来の掃流砂・浮遊砂の動態の予測が重要であり、

これらを扱いうる平面二次元河床変動解析等の解析手法によって、土砂堆積に関する予測は

ある程度可能であると考えられる。  
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２）セグメント 2における掘削高さと堆積速度の関係 

高水敷掘削時の掘削高さの設定は、掘削地が冠水する頻度や出水時に受ける外力並びに掘

削地上を流れる土砂輸送に直接的に関係する要因であり、高水敷掘削を計画するにあたって

最も重要な検討事項である。 

揖斐川のセグメント 2-2 区間における事例では、渇水位相当から豊水位相当の間で掘削高

さを様々に設定した掘削が試験的に行われており、掘削高さによって土砂堆積の速度に違い

があり、低く設定した工区の方において堆積速度が小さい傾向がみられた 5,7)。渇水位から豊

水位の間に着目すれば、掘削高さが高いほど土砂の堆積速度が速く、掘削工区ごとの平均で 5

～12cm/year3)であった。土砂の堆積が進むにつれて比高は大きくなり、冠水頻度も減少して、

土砂堆積速度が次第に頭打ちになっていく傾向がある（図-6左）。また、掘削地に形成される

微地形に着目すると、低水路に面した掘削地の肩には自然堤防状の微高地が発達する。自然堤

防状の微高地の堆積速度は、その後背地の堆積速度よりかなり大きい 3)。また、自然堤防状の

微高地を構成する土砂の粒径は低水路河床にも含まれる中砂を主体としていることから、低

水路から浮遊砂として巻き上げられた土砂が堆積したものと考えられる。 

長良川のセグメント 2-2区間における事例では、揖斐川と同様に渇水位相当から豊水位、あ

るいはそれ以上の高さまでの間で高水敷掘削が行われている。掘削後の土砂堆積速度を定期

横断測量成果より分析した結果、長良川においては掘削後の出水によってむしろ掘削地が侵

食を受けている工区も多く存在していること、掘削高さとの関係に着目すると、低めに掘削し

た工区の方が侵食傾向であることが確認できる（図-6右）。 

 

 
図 6 セグメント 2-2における高水敷掘削高さと再堆積速度の例（揖斐川・長良川）5) 
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３）セグメント 2における高水敷掘削の留意点 

これらの事例が示唆することは、セグメント 2-2においては、前に述べたとおり河川毎の土

砂流送特性の違いが掘削後の経過に大きく影響しており、すべての河川において適切な掘削

高さの設定は存在しないものの、低めに掘削した方が長持ちする傾向がある、ということであ

る。しかしながら、低水路に沿った高水敷を深く掘削する行為は低水路拡幅に近い変化を河道

に与えるものであり、出水時に低水路に作用する掃流力を全体的に低下させることにもつな

がる。一部区間のみの低水路拡幅は、縦断的な掃流力分布を変化させ、低水路への土砂堆積や

河床形状の変化による新たな水衝部の形成といった好ましからざる変化を招く可能性もある

ことから、掘削高さの決定にあたっては縦断的・平面的な河道計画の観点をもって検討を行い、

高水敷掘削が思わぬ悪影響を生じないよう留意が必要である。 

岩木川のセグメント 2-1 区間における中洲の平水位掘削では、掘削後 2 年間で掘削前の高

さに戻る箇所がみられ、その堆積速度は 50～65cm/yearであった。この急激な堆積には、現地

の平面形も影響していると考えられるが、2年間に発生した出水は中小出水のみであり、堆積

に寄与する出水規模は揖斐川の解析例と同様であった。これらの事例は、セグメント 2-1にお

いて掘削地における堆積速度を予測するにあたっても、やはり頻度の高い中小出水を考慮す

ることの必要性を示している。一つの目安は、どの程度の規模の出水で低水路の主材料である

粒径の土砂が移動しうるかに着目することであり、掘削後の土砂再堆積を生じうる出水規模

も河川毎に異なることに留意が必要である。 

 

４）セグメント 1における砂州の掘削に関して 

砂礫を中心とした河床材料により河川地形が構成され、砂州が河川地形の骨格となってい

ることが多いセグメント 1 河道(Q3-1 参照)において、砂州の掘削を計画する際には、セグメ

ント 2 河道とは異なる点に留意が必要であり、本節に示したセグメント 2 河道における掘削

高さの知見をセグメント 1河道にそのまま適用することは厳に慎まなくてはならない。 

砂州河道における重要な生息場である早瀬と淵は、河道内に形成された砂州の前縁線を乗

り越える位置に早瀬が、その下流側の砂州にせきあげられ滞留した流水が淵を形成している。

平水時に川原として認識される砂州の上部を低く平坦に掘削すると、その後の出水による土

砂輸送によって砂州は次第に平坦に変化し、早瀬と淵のメリハリがなくなる方向に変化する。

砂州の冠水頻度や土砂の移動性の向上を目的に砂州の切り下げが行われることも多いが、瀬

淵が消失する方向の変化を引き起こさないよう十分な留意が必要である。  
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（２）掘削地の樹林化 

高水敷掘削後の土砂の再堆積に伴い、植物が侵入し、草本から木本へと遷移して再樹林化し

た事例もある 8)。草本類は、流水中に浮遊して輸送されている細粒土砂を堆積させやすくする

作用 9)があり、掘削地における植物の存在は土砂の再堆積を助長する方向に作用する。掘削後

に草本群落を経ずヤナギ類により急速に樹林化した例も報告されている 10,11)。河道内の樹林

化に関わる樹種は地域によって異なり、ヤナギ類、ハリエンジュ、タケ・ササ類が主なものと

されている 12)が、掘削後の再樹林化については、湿潤な環境に適応しており、様々な繁殖方法

をもち成長が早いヤナギ類による例が多い 8)。 

揖斐川の事例では、渇水位より低く掘削した工区を除き、掘削後に継続的な土砂堆積が生じ、

10 年ほどの間に裸地－草本－木本へと植生の遷移が生じた。揖斐川では、掘削後の再樹林化

によって、掘削前よりも樹林面積の割合が増大してしまった。この理由の一つとして、高茎草

本に覆われて樹木（特にヤナギ類）の侵入が抑制されていた場所を掘削したことで、ヤナギ類

に適した土壌・水分条件を有する裸地が創出されたことが指摘されている 11)。また、ヤナギ類

が種子散布する時期に裸地が水面程度の高さで露出しており、種子が漂着しやすい条件が整

っていたことも一斉に樹林化した要因と分析されている 11)。樹林化した場所を再度掘削する

には、樹木の伐採除根、これらの処分費など大きなコストを伴うため、掘削地は草本群落や裸

地として維持されることが一般的には望ましいと考えられるものの、そのように維持してい

くための方策 11)を現場で実践するにはいまだ不明な点や課題が多いのが現状である。 

 

（３）掘削高さと生息場 

１）ワンド・たまりにおける二枚貝生息環境 

高水敷掘削によって創出されたワンドやたまりを含む氾濫原的な湿地環境、そこに依存す

る生物の保全に資する効果について述べる。掘削後の土砂の再堆積や出水による河床変動の

過程で、低水路河道と一部連結したワンド、低水路河道とは分離しているたまりなどの氾濫原

的な水域が形成される 4)。氾濫原生物の代表であるタナゴ類は、二枚貝の中に卵を産み付ける

ことから二枚貝への依存度が高く、二枚貝がタナゴ類の生息を示す指標となる。 

揖斐川における事例では、様々な高さで掘削した結果、掘削後に形成されたワンド・たまり

の生物生息環境としての質、さらに、生息環境の劣化につながる土砂堆積の速度に違いがあっ

た。渇水位～平水位程度の低い高さで掘削した場合（図-7左）、二枚貝の生息量が多くなって

おり、自然に二枚貝類の生息に適したワンド・たまりが形成された（図-7中）。これは、冠水
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頻度の比較的高い水域が二枚貝類の生息に適しているためと考えられる。また、そうした低い

掘削高さの工区では、掘削後の土砂の堆積速度も小さかった（図-7右）。これは、土砂堆積に

よる冠水頻度の低下と水域の縮小、それに続く生息場の劣化が緩やかであり、より長く好適な

環境を維持できることを示す。ただし、渇水位よりも低い掘削工区では、土砂が堆積しないた

めにワンドやたまりも形成されず、本川の一部として存続した。 

 

図 7 揖斐川における掘削高さと二枚貝、土砂堆積との関係 7) 

  

 

２）本川水際域の浅場におけるアユとウグイの産卵環境 

低水路の水際域における生物生息環境を創出する観点に立てば、常時、浅い水域が形成され

る低い高さでの掘削（低水路拡幅）も効果的であることが示されている。岩木川（河床勾配

1/500）の事例では、澪筋の河床低下により本川と陸域が二極化して失われていた砂州縁辺部

の浅場（平水位-0.2～-0.4m）を掘削によって形成したことで、アユとウグイの産卵環境が再

創出された。さらに、掘削による発生土は、低下していた河床に還元して、横断形状を平滑化

させた。これにより、増水時に働く掘削面の攪乱力を増大させ、浅場の砂礫環境維持を図った。

これらの結果は、治水と環境の両立の観点からも歓迎される結果であった（図-8）。 

  

平水位

渇水位 

豊水位 

渇水位～平水位で掘削した場合 

二枚貝生息量が多くなっている 

渇水位～平水位で掘削した場合 

土砂堆積速度も小さい 
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図 8 岩木川における浅場創出のイメージ 

 

３）生物多様性に寄与する高水敷掘削の考え方 

ここまでに示したとおり、高水敷掘削による地盤の切り下げや、これに伴う樹木伐採などは、

河道内の物理的な環境に人為的なインパクトを与えるものであるが、これを河道内氾濫原や

水域の環境再生に資するものとするためには、自然度が高い原生的な河川において河道内の

生息場が形成・維持・更新される仕組みを理解することが重要である。 

河道や河道に隣接する氾濫原には、洪水攪乱の影響を強く受けた自然裸地（河原）や一年生

草本群落、相対的に安定的な多年生草本群落や木本群落など、さまざまな景観がみられ、この

ことが生息場の多様性を生んでいる。このような多様性は、自然度が高い河道では洪水に伴う

土砂輸送と侵食・堆積作用により生じる流路変動によって、安定的な景観が破壊・更新される

ことによってもたらされている（このような仕組みは、シフティング・ハビタット・モザイク

と呼ばれる）。しかしながら、自然営力による流路変動は、ときとして堤防の侵食にもつなが

る事象であることから、我が国の河川では、堤防―高水敷―低水路を明確に分け、護岸・根固

め・水制等によって流路変動を制御してきたという実態もある。このように、自然営力による

流路変動に伴う生息場の更新を期待しにくい河川においては、定期的な高水敷掘削等による

“人為的な生息場の更新・若返り”が河道内景観の多様性を保つ上で有効な手段となりうる。 

図-9 には、河川水辺の国勢調査や河川環境情報図における河道内景観の景観要素、群落・

群集、種の関係性を示している 13)。我が国の河道は全体的な傾向としては低水路の固定化と

施工前の状況：H25.11撮影 施工後の状況：H29.8撮影
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河床低下による二極化・樹林化が進行しており、樹木伐採と高水敷掘削を適度に実施すること

によって、洪水流下能力を確保しながら同時に河道内景観の多様性を保つことに寄与するこ

とも期待される。しかしながら、高水敷掘削によって元あった景観・群落、その場を利用して

いた生物の生息場は一旦破壊されることになることから、連続した高水敷の大部分を一斉に

掘削することは、大きな負のインパクトを与えることに留意しなくてはならない。 

 

図 9 河道内の景観要素と群落・種の関係性
13)より再作図

 

 

また、事例として示した揖斐川と岩木川の事例は、低い高さに掘削することで魚類または貝

類の生息場形成に寄与するものであるが、その他に、水位変動の影響を受けにくい場所で出現

種数が増大する生物（例えば、両生類やトンボ類など）も存在する（図-10）。こうした本川流

路の水面からの比高が大きいエリアを残すことは、河道掘削において生物多様性を保全する

ために大切な視点であり、河道掘削断面の設定に際しては、高比高域と低比高域のバランスを

考えて計画・設計を行うことも重要である。 

 

 

図 10 氾濫原水域と本川の連結性と種数が最大となる分類群の関係 
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