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管理中のダムでは、一般に降雨時に利水回復を優先するため、中小出水規模の放流頻度の低下に伴うダム
下流河道の攪乱頻度の低下、土砂供給の減少などが生じ、ダム下流の水質・生物・景観等の環境に影響を及
ぼすことが懸念されている。こうした中、ダム下流における河川環境回復に向けた対策として、直轄ダム、
水資源機構ダム及び補助ダムにおいて、弾力的管理によりフラッシュ放流や維持流量の増量放流等を実施し
ており、一定の効果が得られている。しかし、これらは流量規模が限定されているため、掃流力によって得
られるフラッシュ効果は限定的と言わざるを得ない。本研究は、これまで以上に放流量を増加させ、フラッ
シュ効果を高めることを目的として、中規模のフラッシュ放流手法、管理方法、放流効果の確認方法につい
て検討したものである。
キーワード：ダム下流河川環境、弾力的管理、フラッシュ放流
To prioritize recovery water use during rainfall generally occurs decrease the frequency of disturbance of river
downstream of the dam due to the decrease in the frequency of discharge of scale flood small and medium, and
a decrease in sediment supply, dams in the management, and biological water quality downstream of the damcan affect the environment, such as scenery is concerned. Against this backdrop, as measures for environmental
restoration of rivers downstream dam, dam under the direct control, the dam and auxiliary dam Water Agency, has
been conducting such discharge increase of flow rate and maintain stocking flash by managing resilient, a certain
effect have been obtained. But we have to say for the scale flow is limited, these flash effect obtained by the tractive
force is limited. This study, It is those studied with the aim of increasing the flash effect, increasing the amount of
discharge more than ever, we examined how to check method discharged flash-scale flood medium, how to manage
and Stocking effectiveness.
Key words：Dam downstream river environment , Flexible management , Flash discharge

洪水調節容量内に確保した流水（活用容量）を洪水発

１．はじめに

生までに全量を放流する必要があることから、貯めら
れる活用水量が少なく、結果として放流水量が限られ

（１）ダム下流河川環境改善に関する現状

る。その結果、改善効果は「河床付着藻類の剥離更新」

ダムの供用に伴い下流河川では流況が制御され、ま

や「細粒土砂の掃流」など限定的なものとなっている

た流砂が遮断されることから、河床や河川形状、河原

（図-2 及び図-3 参照）。

など河川環境への影響が懸念されている。これらの改
善策として、ダムの弾力的管理を活用したフラッシュ

そこで、本研究では弾力的管理よりも規模の大きい

放流等を実施するケースが見られるようになり、一定

｢中規模のフラッシュ放流｣に関する放流効果の確認方

の効果が得られている。しかしながら、弾力的管理は、

法等について現地実験を通じて検討した。なお、中規

図-1 に示すとおり、洪水の発生が予測される場合に、

模のフラッシュ放流は、弾力的管理によるフラッシュ
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放流でその環境改善効果が認められている河床水域だ

（２）中規模フラッシュ放流の考え方

けでなく、一部陸域における撹乱が期待される。

中規模フラッシュ放流は、弾力的管理のように洪水
調節容量の一部に流水を貯留するという考えではな
く、流入量が多くなるタイミングやドローダウンに合
わせて放流する手法である。具体的には、図-4 に示

▼洪水時最高水位

す①融雪出水、②ドローダウン、③洪水時後期放流を
想定している。これにより、これまで以上の放流水量

▼平常時最高貯水位

が確保しやすくなり、更なるダム下流河川の環境改善

弾力的管理による
貯水池管理

が期待される。

▼活用水位

(EL.m)
▼洪水貯留準備水位
フラッシュ放流

従来の貯水池管理

洪水調節に備えた
事前放流

フラッシュ放流

自然出水やドローダウン
による放流管理

①

図-1 弾力的管理の概念図

▼平常時最高貯水位

②

従来の貯水池管理

(EL.m)

③
▼洪水貯留準備水位

河川の形状
澪筋の固定化
（年数回の出水：中小規模出水）

樹林化

ダム供用後の平常時水位

植生の攪乱が減少
→樹林化が進む

自然裸地の減少
（砂州の陸化）

河 床
付着藻類の剥離更新減少

河 原

図-4 中規模フラッシュ放流の概念図
河川の形状
淵の変化(細粒土砂の堆積)

小規模フラッシュ放流は、ダム流入平水流量の 2 ～

※堤体直下は土砂供給がないた
め、深い淵が形成される。

→藻類の繁茂

3 倍程度の規模と定義し、その効果は付着藻類の剥離

細粒土砂の堆積
→底生動物の群集構造の変化

砂州の減少

河床の粗粒化
河床低下

ダムによる
流砂遮断の影響

更新や細粒土砂の移動等である。

河床の攪乱減少
→河床間隙水域に生息する底生動物への影響
→砂礫に産卵する魚類、底生魚への影響

一方、中規模フラッシュ放流は、年に数回の出水規

ダムによる流況制御の影響
⇒今回の検討対象

模程度と定義し、小規模放流～大規模放流(平均年最
大流入量程度)の間の流量規模である。具体には、年

図-2 ダムによる下流河川への影響 1),2)

に数回から２、３年に１回程度の出水規模と捉え、年
最大流入量の約半分程度（全国ダム 10 ヶ年日量デー
タから算出した「年間第４位/年最大」の比0.49を参考）
を目安とする。
中規模フラッシュ放流は、小規模フラッシュ放流で
はあまり望めない河床材料の攪乱、河川形状（瀬・淵・
ワンド）の形成・維持、河原環境等の改善効果が期待
される。
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期待される効果
植生の攪乱
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維持
樹林化抑制
礫河原再生
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平均200
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100
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図-3 流量規模による期待される環境改善効果 3)

付着藻類剥離
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図-5 フラッシュ放流規模の概念図
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（２）中規模フラッシュ放流実験の実施

２．中規模フラッシュ放流手法の分析
（Ａダムにおけるケーススタディ）

a）基本方針
Ａダムにおいて礫河原及びケショウヤナギの維持更
新のため、中規模フラッシュ放流実験の現地調査を実

（１）現状における課題
Ａダムは管理開始から 15 年程度経過した比較的新

施した。調査は、中規模フラッシュ放流による直接的

しい多目的ダムであり、洪水調節は自然調節方式で

な変化、物理的な変化をとらえることを目的とした「短

計画高水流量 700m3/sを 150m3/sに調節する。河川

期的な調査」と生物の生活サイクルを考慮した生物相

2

の変化をとらえることを目的とした「長期的な調査」

全体の流域面積は 724.9km に対して、Ａダムの集水
2

の観点から調査計画を立案した。

面積は 117.7km と約 1/7 程度であるが、ダム下流約
35kmの区間は大きな支川流入がないことから、ダム
による影響を受けやすい区間が多い。
Ａダムの下流河川で影響が懸念されている課題は以

放流直前:H24.6.21

下のとおりであり、これらの解決方法として、中規模

放流直後:H24.6.28

フラッシュ放流による河川攪乱が有効と考えられた。
■融雪出水の減少等により、河道内の樹林化が進行し
て礫河原が失われつつある。
■Ａ川本来の「変化に富んだ流路、広い礫河原」が失

図-6 現地調査タイミングのイメージ

われ、その環境に依存する生態系が衰退してきてい

b）調査地点の設定(ＢＡＣＩデザイン)

る。
（礫河原に依存するケショウヤナギの減少）

BA（Before and After）CI（Control and Impact）

■礫河原の更新が減少し、植物や動物の繁殖や子が育

デザインの考え方に基づき調査地点を設定した。

つ環境が失われつつある。

インパクト区とコントロール区の双方において事
前・事後の比較を行い、インパクト区とコントロール
区のそもそもの差異（事前での差異）をベースとしな
がら、事後の差異を評価していく調査方法の考え方で
ある。今回、中規模フラッシュ放流の効果検証を行う
ことを目的とし、インパクト地点とコントロール地点
の両地点で同レベルの調査（項目・方法・期間・時期・
頻度等）を計画した。中規模フラッシュ放流を開始し
た後に発生する現象の時間変化を事前・事後、コント
ロール地点、インパクト地点での結果から科学的に把
握・評価することが出来るよう、ダム直下、支川合流

(ダム供用 20 年前)

前、支川合流後、支川の 4 地点を設定した。
St.C㸦ᨭᕝྜὶᚋ㸧
࣭ᨭᕝࡢྜὶࡼࡾὶἣࡢᅇ⛬
ᗘࢆホ౯࡛ࡁࡿᆅⅬ
St.D㸦ᨭᕝ㸸ὶᇦ㠃✚㸧
࣭ࢲ࣒ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᆅⅬ

ͤSt.D ࡣᮏᖺᗘᮍㄪᰝ

(ダム供用 12 年後)
写真-1 Ａ川における礫河原の様子の違い

St.B㸦ᨭᕝྜὶ๓㸧

St.A㸦ࢲ࣒┤ୗ༊㛫㸧

࣭ࢲ࣒ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸

࣭ࢲ࣒ࡼࡿᙳ㡪ࢆ┤᥋ཷࡅࡿ

ࡿ༊㛫ࡢࣥࣃࢡࢺᆅⅬ

ࣥࣃࢡࢺᆅⅬ

図-7 現地調査地点設定の考え方
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c）放流波形と放流状況

しかし、今回の放流規模では河道陸域の高木や低木

Ａダムの中規模フラッシュ放流は、6 月 25 日 10 時

といった樹林部や河道形状を大きく攪乱させる効果は

3

に開始し、15 時 30 分に最大放流量 112m /sに達した。

見られなかった。

その後、徐々に放流量を減少させ、翌 26 日 12 時 50

b）河床材料の変化
放流前後の粒度分布を見ると、ほとんどの調査地点

分に放流を終了した。なお、今回の最大放流量は、近

において、放流後の粒径は概ね同等から粗粒化する傾

10 ヶ年における年最大放流量程度の規模であった。

120

最大放流量 112.17m3/s
H24.6.25 15:30

放流量（m 3/s）

100
80
60

貯水位

全放流量
発電水量
利水放流
第１常用洪水吐
貯水位

放流開始
H24.6.25 10:00

全放流量

利水放流

20

向がみられた。また、放流時の最大水深（120m3/s流

471

下時の想定水深）と放流前後のd60 粒径の差分、なら

469

びに 100mm以下の材料割合変化の傾向について調査

467
465

第 1 常用洪水吐

40

473

放流終了
H24.6.26 12:50

貯水位（EL.m）

140

地点の属性を「本川みお筋」「分岐したみお筋(副川)」
「分岐前の水域」
「分岐前の陸域」に区分して確認を行っ
た結果、以下の傾向が見られた。

463

・分岐前の陸域地点では、水深が浅くても河床材料が

461

粗粒化した。

発電水量

0
459
06/25 0:00 06/26 0:00 06/27 0:00 06/2 8 0:00 06/29 0:00 06/30 0:00 07/01 0:00

・本川みお筋の水域変化が顕著であるのに対し、分岐
したみお筋(副川)は水深が深くなっても粒径は大き

図-8 放流波形

く変化しなかった。

細粒化

粗粒化

写真-2 放流前(左)と放流中(右)の状況(St.A)

図-9 放流水深と放流前後のd60 の差分(St.A)

c）ヤナギ類の実生掃流効果
Ａ川における礫河原環境の指標種であるケショウヤ
写真-3 放流前(左)と放流中(右)の状況(St.B)

ナギは減少傾向にあるが、樹林化の要因の一つとして
考えられるエゾノキヌヤナギ、オノエヤナギは増加傾
向であり、これらはケショウヤナギよりも種子散布時
期が早い特徴を持つ。そのため、エゾノキヌヤナギ等
の種子散布後にフラッシュ放流を行い、種子や発芽し
たばかりの実生を掃流させることでケショウヤナギの
生育環境拡大に寄与するか現地実験で確認した。
現地実験は礫河原の水際から比高毎に定点コドラー

写真-4 放流前(左)と放流中(右)の状況(St.C)

トを設置し、礫河原表層中に定着した単位面積あたり
の実生の個体数変化を計測した。

（３）中規模フラッシュ放流の効果検証結果の分析
a）河道内状況の変化
低空度空中写真が撮影されたSt.BとSt.Cを対象に、
中規模フラッシュ放流前後の空中写真を判読した結
果、St.Bでは約 3,960m2 の掃流、約 40m2 の堆積面積
が 確 認 さ れ、St.Cで は 約 2,070m2 の 掃 流、 約 520m2
の堆積面積が確認された。

写真-5 礫間に定着したヤナギ類の実生
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d）ヤナギ類実生残存率と無次元掃流力(τ*)との関係
ヤナギ類の実生残存率と無次元掃流力との関連を散
布図により確認した結果、以下の傾向が見られた。
・無次元掃流力τ * が0.05以上では、残存率が概ね
50％以下であり、実生が流される傾向にあった

図-10 横断測線と調査地点(St.B)
実生個数

①放流前

（①）。

放流前（H24.6.21） ST.B-1 KP33.4-1

100
80
60

全てヤナギ科 sp

40

・ただし、無次元掃流力τ *が0.05以下でも残存率が

ケショウヤナギ
エゾノキヌヤナギ ・オノエヤナギ
ヤナギ科sp.

低い箇所もみられた。これは流路が分岐する手前の

20

調査地点で見られる傾向であり、当該地点は地形的

0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

100

②放流直後

80
60

放流直後は多くの実生が掃流

40
20

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

③放流 2 ヶ月後

60

水面比高差の高い範囲は、
ほとんどがケショウヤナギ

40

100

部では、8 月にはエゾノキ
ヌヤナギ・オノエヤナギの
他、ケショウヤナギもみら
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ｴｿﾞﾉｷﾇﾔﾅｷﾞ・ｵﾉｴｷﾇﾔﾅｷﾞ

20

散布図（全体）

区画 実生が掃流された後の水際

放流後（H24.8.14） ST.B-1 KP33.4-1

100
80

(②)。

ケショウヤナギ
エゾノキヌヤナギ ・オノエヤナギ
ヤナギ科sp.

全てヤナギ科 sp

0

実生個数

に礫が移動しやすい場所であったためと考えられた

放流直後（H24.6.28） ST.B-1 KP33.4-1

ケショウヤナギ
エゾノキヌヤナギ ・オノエヤナギ
ヤナギ科sp.

実生残存率％

実生個数

区画
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実生個数
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④放流 4 ヶ月後
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放流後（H24.10.26） ST.B-1 KP33.4-1
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70

ケショウヤナギ
エゾノキヌヤナギ ・オノエヤナギ
ヤナギ科sp.

0
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ﾔﾅｷﾞ科 sp

0

区画

図-12 ヤナギ類実生残存率と無次元掃流力τ*の関係

図-11 実生個数の変遷(St.B)

e）ヤナギの種子散布状況

①放流前は水際部を中心にヤナギ科spが占めるが、
②放流直後には多くの実生は掃流された。③放流 2 ヶ

エゾノキヌヤナギ等の実生掃流に適切なフラッシュ

月後には、エゾノキヌヤナギ、オノエヤナギだけでな

放流時期を把握するため、ヤナギの種子散布状況を確

くケショウヤナギの実生も多く確認できた。また、水

認した。確認は陸域に水盤トラップ、粘着トラップ、

面比高差の高い陸域部は、数は少ないもののほとんど

水域にドリフトネットを設置し、種子を回収した上で

がケショウヤナギであった。④放流 4 ヶ月後では、概

発芽試験を行い、種類と発芽個体数を計数した。その

ね放流 2 ヶ月後と同じ傾向であるが、最も水際に近い

結果、次のことが判明した。

地点では実生がみられなかった。以上のことから次の

・エゾノキヌヤナギおよびオノエヤナギは、放流前に
種子散布が終了している状況が確認された。

ことが考えられた。

・ケショウヤナギは、放流中に種子散布の初期とな

・水際部では粗粒な礫部に生育する特徴を持つケ

り、放流後の7月3日に最盛期となった。

ショウヤナギが活着したことから、フラッシュ放流に

・従って、フラッシュ放流時期は適切であった。

より発芽しやすい環境が形成されたと推測された。ま
た、エゾノキヌヤナギやオノエヤナギも活着している

表-1 ヤナギ類葉母樹種子散布状況

が、
種子散布時期は放流時には既に終了していたため、

樹 種

流下散布により供給された種子の活着によるものと推

エゾノキヌヤナギ
オノエヤナギ
ケショウヤナギ

測された。

6 月 21 日
放流前
終了
終了
散布前

6 月 25 日
放流中
終了
終了
初期

7月3日
放流後
終了
終了
最盛期

7 月 10 日
放流後
終了
終了
終期

7 月 23 日
放流後
終了
終了
終了

・水面から離れた箇所ではほとんどがケショウヤナ
ギの実生であったが、放流後も空中散布時期であっ

f）河床付着物の変化

たため、散布されたものが活着した可能性があるこ

河床付着物のクロロフィルa、フェオフィチンにつ

と、更に、ケショウヤナギは乾燥化に強いため、残

いてフラッシュ放流前後で調査をした結果、各調査

存したことが要因と推測された。

地点ともにクロロフィルa量は放流後に減少し、放流

・放流4ヶ月後の調査では水際に近い地点で実生を確

2 ヶ月後まで横ばいの後、放流 4 ヶ月後では増加した。

認できなかったが、調査直前に中規模出水があり、

フェオフィチン量は放流後に減少し、放流 4 ヶ月後ま

掃流された可能性が考えられた。

で低い値で推移した。
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以上より、当該河川でも河床付着物の更新にはフ

●従って、効果的な中規模フラッシュ放流の実施にあ

ラッシュ放流が効果的であると確認された。

たっては、ダム毎の特性に応じた適切な「放流時期」、
「放流量」、「放流頻度」を設定することが望まれる。

３．まとめ
（３）今後の方向性
●中規模フラッシュ規模の放流を実施しているのは、

（１）Ａダムにおける中規模フラッシュ放流の改善効

本稿で述べたＡダムの他に２ダムあり、各ダムの放

果と今後の方向性

流概要は次のとおりである。

●Ａダムにおいて洪水期に移行するドローダウンを利
3

■Ａダム：ドローダウンを利用した放流

用した中規模フラッシュ放流(最大放流量 112m /s)

（最大放流量：112m3/s）

を行い、河道攪乱状況等の下流河川に与える影響に
ついて各種調査を実施した。

■Ｂダム：融雪出水を利用した放流
（最大放流量：137m3/s）

●その結果、
当該規模の放流量では、高木や低木といっ
た樹林部を大きく攪乱させる効果は見られなかった

■Ｃダム：洪水時後期放流
（最大放流量：146m3/s）

ものの、水域部については河道の洗掘・堆積や河床
材料および付着藻類等の更新が確認されるととも

●今後は、Ａダムで予定しているドローダウンを利用

に、通常時に浸水しない旧河道（陸域部）について

した放流に加え、Ｂダム（融雪出水を利用した放流）

もある程度、同様の効果が確認された。また、河原

やＣダム（洪水時後期放流）による試験結果をもと

に定着したヤナギ類の実生を掃流する効果も確認さ

に、中規模フラッシュ放流に関する更なる知見を蓄

れた。

積していくことが重要である。

●一方、Ａダムにおいて実施可能なフラッシュ放流の

●一方、今回抽出したモデルダム（その他可能なダム

流量規模・時期について別途シミュレーションを実

も含む）のうち、中規模フラッシュ放流の実施が可

施した結果、今回同様のドローダウンを利用した場

能なダムについては、放流計画、調査計画等の検討

3

合は、放流量の限界は 120m /s程度と今回の放流

を進め、試験放流の実施、並びに効果検証に係る解

と同規模となり、大きな攪乱を期待する放流の実施

析が望まれる。

は困難となる結果が得られた。
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期の放流の実現に向けてリスク等を精査・解消し、
ドローダウン期と合わせた中規模フラッシュ放流の
頻度を高めた場合等による累積効果について調査・
検討を進めていくことが望まれる。
（２）中規模フラッシュ放流実施の考え方
●中規模フラッシュ放流は、これまでの弾力的管理に
よる小規模フラッシュ放流で解決できていない課題
（樹林化抑制、自然裸地の形成維持、水生生物の生
息環境の改善等）を解決することを目的として実施
するものである。
●中規模フラッシュ放流の実施にあたっては、できる
だけ大きな流量を効果的に放流するために、自然出
水やドローダウンの水量を利用して放流するダム操
作が必要となる。
●一方、放流を受ける側（ダム下流河川）の条件とし
ては、対象とする生物の生活史や流況制御の状況に
応じた適切な「放流時期」、「放流量」、「放流頻度」
を与える必要がある。
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