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１．はじめに

安威川ダムにおいては，利水容量（水道）として確
保していた容量を環境改善放流（以下，フラッシュ放
流とする）のための容量として，全国で初めて建設中
の段階から計画に位置付けられている。この環境改善
容量をいかに有効に活用するかが課題であり，フラッ
シュ放流の計画策定に当っては、大阪府河川周辺地域
の環境保全等審議会，安威川ダム環境改善放流検討部
会において専門家の意見を踏まえて、最適な放流計画，
土砂還元計画，モニタリング計画について、現在、検
討を進められている。本稿では、それらのうち、環境
改善放流における放流計画の検討方法と調査計画の考
え方の検討内容について報告する。

2. ダム下流で生じる課題とフラッシュ放流

ダムの下流河川においては、流況の平滑化や出水時
のピーク流量の低下等の流況変化や、流砂量の減少が
生じる。これらの変化に伴って、付着藻類の繁茂、魚
類等生物や植物の生息・生育環境の変化、細粒土砂等に

よる河床の目詰まり、河川形状の固定化、河床高変化、
砂礫河原の減少や樹林化に至る植生遷移などの環境変
化が生じることが知られている（図-1および図-2）。

このような課題のうち、流況変化によって生じる課
題の解決や緩和を目指して、ある程度の規模の流量を
意図的にダムから放流する試みが近年実施されてい
る。これを「フラッシュ放流」と呼ばれている1）。

3. 放流量・時期・頻度の検討

安威川は大阪府の北摂地域を流れる淀川水系の一級
河川である（流域面積163㎡，延長32km）。ダムサイ
トから下流においては茨木市等の市街地を流れ，下流
区間（14.4k地点より下流）は高水敷を遊歩道として整
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備済であり，多くの府民等が散策等に利用している。
そのため，安全確保の観点からフラッシュ放流時に高
水敷が冠水しない流量とする必要があることから，低
水路の環境改善を目的とする高水敷が冠水しない流量
として最大放流量30㎥ /sを設定した。（現状の堆積を
考慮しない計画断面における低水路の最大流下能力は
31㎥ /s：13.84k）。また，検討区間としては，支川の
茨木川合流点で河道断面が倍以上に大きくなることか
ら、放流の原則（30分当り30cm以下の水位上昇）を
考慮して、ダムサイトから茨木川合流点までとした。

最大放流量の決定に際しては，藻類の剥離更新が可
能な流量であるかどうかについての検討を行った。放
流量毎の藻類剥離効果の検討の結果，30㎥ /sの放流
量では，安威川ダム下流25地点のうち23地点（92%）
で付着藻類の剥離に有効な摩擦速度となることが確認
された。また，22地点（88%）で糸状藻類の剥離に有
効な限界移動粒径となった。

（1）ダム建設後の出水の規模と頻度の変化
ダム建設により、出水規模、出水頻度が減少し、流

況は平滑化するが、特に、梅雨期及び台風期において
出水規模が大きく低減する。また、3月では10 〜 20
㎥ /s 規模、4月〜 10月では20 〜 30㎥ /s規模の出水
が大きく低減することとなる。（図-3、4）。

1） 出水規模の変化
□出水規模の縮小　※（ ）内は差, 倍率 
最大流量：295㎥ /s⇒110㎥ /s（185 ㎥ /s, 37.3％） 
平均年最大流量：44㎥ /s⇒16㎥ /s（28㎥ /s, 36.4％）
2）出水頻度の変化
□出水頻度の減少　※（ ）内は差, 倍率 
2000年〜 2008年の9年間の月別データに基づく頻

度平均
1 〜 5 ㎥ /s： 29回⇒18回 （−11回, 62%）

5 〜 10 ㎥ /s： 11回⇒4回 （−7回,  36%）
10 〜 20 ㎥ /s： 5回⇒2回 （−3回,  40%）
20 〜 30 ㎥ /s： 2回⇒0回 （−1回,    0%）
30 〜 40 ㎥ /s： 2回⇒1回 （−1回,  50%）
40 ㎥ /s以上： 2回⇒0回 （−2回,    0%）

※ダムなし時の出水頻度⇒ダムあり時の出水頻度（予測）

ダム建設前後で30㎥ /s（フラッシュ放流の最大流
量）以下の流量規模別の発生回数（2000年〜 2008年の
延べ発生回数、年平均）を比較した結果、以下の傾向
が明らかとなった。

・ 通年で5 〜 20㎥ /sの出水の発生頻度が、年平均
で各月1 〜 2回低減する。

・特に、出水期である7、8、9月の低下が大きい。

（2）下流環境改善の観点からの必要放流量の検討
1）付着藻類剥離・更新の促進を目的とした放流量

① 付着藻類剥離に関する既往検討事例を踏まえたフ
ラッシュ放流の規模・継続時間の検討

フラッシュ放流の効果に関する既往検討事例と安威
川ダム下流河川の特性を踏まえて、フラッシュ放流の
規模及び継続時間の検討を行った。
・ 既存知見において付着藻類の剥離効果を確認してい

る実験及びフラッシュ放流事例によると、放流継続
時間は0.5時間〜 3時間で剥離効果が確認されてい
る2）、3）。また、土木研究所の実験結果では、継続時間

図-2 ダムの下流河川環境における主な課題の模式図

図-3 桑原橋地点における流量別出水頻度（累計時間）

図-4 桑原橋地点における流量別出水頻度（月別頻度）
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を長くするほど剥離効果が高いことが示されている3）。
・ 糸状藻類の場合には、土砂粒径5.2 〜 10.4mmの礫

河床において摩擦速度0.072m/s以上を2時間程度継
続することで、剥離効果が確認されている2）。

・ フラッシュ放流の効果として、摩擦速度0.071m/s以
上を継続して下流へ到達することが重要であるが、
安威川ダムの場合には、少なくともダムサイト下
流5.5kmの茨木川合流点までの到達時間を考慮する
ことが望ましいと考えられる（放流量30㎥ /s時の
流速（1.8m/s程度と仮定）で算出すると、5,500m÷
1.8m/s≒3,055 sとなり、およそ50分で到達）。

以上より、付着藻類の剥離には以下の掃流力が得ら
れる放流量が必要であることが考えられる。

○非糸状藻類の場合には、摩擦速度 0.071m/s以上で

剥離が可能。 

○糸状藻類でも、粒径10mm程度の土砂が流下すれば、

摩擦速度 0.072m/s以上を 2時間程度継続すること

で、剥離効果が得られる。 

②放流頻度
フラッシュ放流の頻度については、以下のような既

往検討事例と安威川ダム下流河川の特性を踏まえて検
討を行った。
・ フラッシュ放流の実施頻度を検討するに際しては、

再生産の速度が最も速い付着藻類に留意する必要が
ある。付着藻類の回復速度は、一般に2 〜 3週間程
度といわれており、付着藻類の剥離、繁茂抑制を目
的とした場合、これと同程度の間隔で放流を実施す
ることが望ましいと考えられる。

・ 安威川においては、平成24年度の秋季に実施され
た調査では、桑原橋上流において1週間で5割程度
回復している現状が確認されている。（図-5）

・ なお、他ダムの事例では、実施頻度が高い寒河江ダ
ム、三春ダムでは、それぞれ1回/1週、1回/2週の
頻度でフラッシュ放流が実施されている4）。

以上を踏まえると、2 〜 3週間に1回実施すること
が適当と考えられる。ただし、モニタリング調査によ
り付着藻類の繁茂状況を把握し、必要に応じて見直し
を行うこととする。
2）�生物生息環境を改善するために必要となる放流時

期の検討

「ダム事業における環境影響評価の考え方」（（財）
ダム水源地環境整備センター 平成12年）においては、
ダム事業の環境影響評価検討において、「生態系」へ

のインパクトを評価する際、陸域及び河川域それぞれ
について「上位性」、「典型性」、「特殊性」、「移動性」
の視点で注目すべき指標種を選定して検討を進めるこ
ととしており4）、この環境影響検討結果を踏まえて計
画された事業の影響を最小化する環境保全の取り組み
方針を示した「安威川ダム自然環境保全対策実行計画

（案）」が策定されている。
フラッシュ放流等の実施効果確認のためのモニタリ

ングに当たり、この実行計画で選定を行った指標種を
もとに、当該種に係る生活サイクル、ハビタット区分
等について、表-1に整理した。基本的には、「地域の
動植物相やその生育・生息環境から地域に代表的な生
物群集であり、ダム下流の河床変動の影響の可能性が
考えられるもの」としている。

対象生物は、シマドジョウ、ムギツク、アカザ、カ
ワムツ、カワヨシノボリ、オイカワ、カマツカ、ゲン
ジボタル、糸状藻類（カワシオグサ、アオミドロ類）
とし、生息環境産卵期等の生態について表-1に示す。
これらの種の生態や生息環境の改善に必要な時期を考
慮して、フラッシュ放流時期を設定した。また合わせ
て、河川への濁質等の流出の影響要因として、代掻き
期や田植え時期も考慮した。

桑原橋上流（調査時期：平成 24 年 11 月 9 日、11 月 16 日）

図-5 桑原橋地点における出水前後の付着藻類の変化
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4. フラッシュ放流計画の考え方

フラッシュ放流の目的達成のためには、1回の放流
で2つ以上の目的を同時に達成する場合もあるが、互
いにトレードオフの関係になる場合もあることから、
以下の点を考察してフラッシュ放流計画案の検討を
行った。
・ 自然出水の発生頻度とダム建設後の出水規模と発生

頻度との比較から、フラッシュ放流の規模と頻度を
設定（現状の攪乱頻度確保が目的）

・ 水生生物のライフサイクルとフラッシュ放流の悪影
響（フラッシュ放流により、産卵した卵が流失する

可能性）考慮
・ 中〜大規模出水の頻度が減ることから、現状の攪乱

状況を改善する目的で、期別で見た場合には現状規
模以上の放流を行うこともあり得ること

・ 目的ごとの優先度（利水容量不足の場合）
・ ライフサイクル等を考慮すると、フラッシュ放流の

実施頻度は1週間から10日、又は1 ヵ月単位で各目
的に応じた流量で実施されることが望ましい。 
フラッシュ放流の目的と放流規模、実施時期につい

て整理した結果、各時期のフラッシュ放流実施イメー
ジを以下に示す。

表-1 フラッシュ放流の検討対象と生活サイクル
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図-6 フラッシュ放流実施イメージ図
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5. フラッシュ放流のモニタリング計画の考え方

（1）モニタリング計画の策定
モニタリング計画策定にあたっては、直接的及び間

接的な効果と放流による弊害を確認する点に留意し
て、調査項目、調査地点、調査時期、調査方法等の現
地調査計画を適切に立てることが必要であるほか、フ
ラッシュ放流等による物理的な変化を捉えるための

「短期的調査」と生物の生活サイクルを考慮した生物
相の変化を捉えるための「長期的調査」の2つの視点
で検討する必要がある。フラッシュ放流モニタリング
計画の概要を示す。

フラッシュ放流による効果・影響を短期的・長期的
に把握するために、モニタリング調査に必要な調査項
目、調査地点、調査時期、調査方法、調査頻度等を選
定する。

設定に当たっては、ダムの影響を受けない対照地点
における調査データを用いた比較検討ができるように
デザインすることが重要である。

（2）モニタリング地点の設定
1）BACIデザインにおける調査区域設定の考え方

フラッシュ放流の効果を的確に把握するためのモ
ニタリング計画を立案するにあたっては、図-8に示す
BACIデザイン（Before, after, control & impact）の調
査地区設定の考え方6）に基づき、安威川ダムの存在

やフラッシュ放流に伴う環境変化がある区間とない区
間となる対照河川における調査結果を比較することと
した。
○ コントロール区（対照地区）は、下流支川の茨木川

と芥川において安威川と河川構造・河川環境が近似
する区間を抽出して設定する。

○ インパクト区（調査地区）は、ダム直下、並びに、
茨木川合流点の前に設定する。堰等の取水施設が点
在する区間は避ける。
対照河川として茨木川と芥川の2河川を選定し、規

模や流域面積の規模や魚類等生息する主要生物が類似
した芥川の地点をモニタリング地点として設定した。

2） 調査地点の選定と検討
モニタリング調査結果の比較対象として、安威川の

支川または近隣河川において安威川ダム直下の環境と
近似した区間に対照地区を設け、安威川ダム直下の調
査地区との差を把握して安威川ダムの影響を評価する
こととする。この場合、対照地区と調査地区との条件
が完全には一致しないため、事業前における両地区の
差を加味して評価を行った。また、モニタリングの実
施時期や頻度、箇所については、生物の生活史を考慮
した地点配置とし、既往調査地点をもとに、効果検証
のための調査地点と対照地点を設定した。加えて、通
常出水時においても、自然出水とフラッシュ放流の効
果を比較するため、調査を実施するものとした。

また、調査地点候補はダム事業に係る環境調査や河
川水辺の国勢調査等の既往調査地点でデータが蓄積さ
れている箇所から選定した。

最終的に調査地点は、BACIデザインを考慮した、
芥川（原大橋）を地形勾配等安威川ダム下流の調査対
象区間と比較可能な地点としてコントロール区に選定

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

放流前 放流後

フラッシュ放流の実施

短期的変化の把握

放流直後放流直前 長期的変化の把握

月

図-7 長期的視点と短期的視点の考え方

出典：「ダムと下流河川の物理環境との関係についての捉え方」（国土技
術政策総合研究所、平成 21年２月、一部改変） 

図-8 フラッシュ放流のモニタリング計画の考え方

項目 安威川* 茨木川 芥川 

流域面積

(km2) 
56.9 40 50.1 

計画流量

(m3/s) 
250 550,170 600,490 

河床勾配 
1/300～

1/70 
1/250 1/600～1/80

流路延長

(km) 
17 9 19 

平均粒径

(mm)** 
20 30   

主要生物 
オイカワ、

カマツカ 
オイカワ 

カマツカ、ム

ギツク 

*：茨木川合
流点上流 

表-2 安威川と対照河川の比較
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し、安威川の4地点（ダム直下、桑原橋、長ヶ橋、名
神高速下流）、芥川の1地点（原大橋）を調査地点とし
て設定した。

（3）調査項目の選定
安威川ダム下流に位置するインパクト区、及び、芥

川上流に位置するコントロール区（安威川ダム/ダム
直下の対照地区）の各調査地点における短期的及び長
期的調査時の調査項目を表-3に示す。調査項目と内容
は、フラッシュ放流の生態系への効果を把握するため
の長期的な環境変化の項目とフラッシュ放流前後の河
床・河川生物への直接的な効果を把握するための短期

調査地点間距離があまり大き

くならないようにインパクト

区を設置する。 

ダム直下は最も影響が大きい

ので、インパクト区を設置す

る。 

合流点前後は変化が大きい。茨

木川にコントロール区を設定

するので、合流点下流にはサイ

トを設置せず、合流点上流に設

置する。 

支川合流地点 

安 威 川

茨 木 川 

芥 川 

堰等の取水施設が点在するた

め、調査地点を設定しない。

堰上流の湛水域は、調

査地点を設定しない。

   インパクト区 

   コントロール区 

ダム直下 
桑原橋

長ヶ橋

名神高速下流 

幣久良橋

名神高速上流

平野部

里山的環境 渓流的環境

平野部

里山的環境 

塚脇橋上流 

対照河川の里山的環境にコン

トロール区を設置する。 

対照河川の平野部環境にコン

トロール区を設置する。 

淀川 

図-10 BACIデザインにおける調査区域設定の考え方
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的な項目ごとに選定した。調査項目選定にあたっては、
フラッシュ放流の効果を把握するための流量や物理環
境の変化の状況に加えて、評価する指標生物の生態や
各地点の環境条件のバックグランド情報の把握も目的
として設定している。

5. おわりに

安威川ダムは、「人にやさしく環境にやさしく」を
キーワードに、大阪府河川周辺地域の環境保全等審議
会及び安威川ダム環境改善放流検討部会において検討
が進められている。今後は、より具体的なフラッシュ
放流計画、土砂還元計画、モニタリング計画の案を検
討していく予定である。そのために、実際のフラッ
シュ放流の運用に向けて、自然出水を対象とした出水
前後の調査を実施し、フラッシュ放流の検証のための
調査データを蓄積するとともに、モニタリングを行い
ながらフラッシュ放流計画及び土砂還元計画にフィー
ドバックさせていくPDCAによる見直し等を行う計画

である。平成32年のダム完成に向けて計画を今後も
随時計画を検討・更新し、ダム完成後のより良い環境
保全に向けて取り組んでいく所存である。

本報告を作成するにあたり、安威川ダム建設事務所
には、調査データの提供及び報告の機会をいただいた。

ここに深く感謝申し上げます。
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調査地点（インパクト区）
渓流環境 里山環境 平野部
ダム直下 桑原橋 長ヶ橋 名神高速下流

流況 流速、水位 ○ ○ ○ ○

景観 定点写真撮影 ○ ○ ○ ○

水質 水温、濁度、ＤＯ等 ○機械観測

河床材料、植生の状況（断面図） ○ ○ ○ ○

横断測量 ○ ○ ○ ○

＜従来手法＞
種組成、細胞数、沈殿量、有機物・
無機物含有量（強熱減量・強熱残
量）、藻類活性状況（クロロフィル
ａ、フェオフィチン）

○ ○ ○

＜新規提案＞
糸状藻類分布

調査地点（インパクト区） （コントロール区）
渓流環境 里山環境 平野部 渓流環境（芥川）
ダム直下 桑原橋 長ヶ橋 名神高速下流 原大橋

河床材料、植生の状況（断面図） ○ ○ ○ ○ ○
○○○○○量測断横

＜従来手法＞
種組成、細胞数、沈殿量、有機物・
無機物含有量（強熱減量・強熱残
量）、藻類活性状況（クロロフィル
ａ、フェオフィチン）

○ ○ ○ ○

＜新規提案＞
糸状藻類分布

○

底生動物
種類数、個体数、湿重量、生活型別、
水質階級別出現個体数、EPT指数

○ ○ ○ ○ ○

魚類相（種類数、個体数、体長、湿重量） ○ ○ ○ ○ ○

オイカワ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
カワムツ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
ムギツク（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
カマツカ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
シマドジョウ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
アカザ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○
カワヨシノボリ（親魚、仔稚魚） ○ ○ ○ ○ ○

○○）虫幼（ルタボジンゲ物動生底

短期的調査　調査項目

河道の変化

付着藻類

安威川下流域全域

長期的調査　調査項目

河道の変化

付着藻類

魚類

安威川下流域全域　※河川巡視の一環

表-3 調査地点毎の短期的及び長期的調査時の調査項目




