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１．はじめに

一般にダムの存在は、流況の変化による河床材料の
撹乱減少、土砂供給の減少に伴う細粒分の河床材料の
減少及びアーマーコート化の進行を引き起こす。安威
川ダムでは、これらの影響を低減するため、環境改
善放流（以下、「フラッシュ放流」と呼ぶ）のための貯
水容量（以下、「環境改善放流容量」）を全国で初めて
建設段階から計画に位置づけ、フラッシュ放流による
ダム下流河川生態系への影響低減を図ることとしてい
る。

フラッシュ放流の実施にあたっては、環境改善放流
容量をいかに有効に活用するかが課題であり、平成25
年度より、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、検討が進められている1）。

本稿では、既往のフラッシュ放流計画について、貴
重種の河原性鳥類の生息状況やダム供用前の自然出水
頻度を踏まえ更新したフラッシュ放流計画の考え方や

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）。
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図-1 ダムの下流河川環境における主な課題1）
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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」とよぶ2）。

3．検討地域の概要

（1）安威川ダムの概要
安威川ダムは淀川水系安威川上流に建設された多目

的ダム（北緯約34度，東経約135度、堤高76.5m、堤
頂長337.5m、堤体積222.5万㎥、湛水面積0.81㎢、流
域面積52.2㎢、総貯水容量1,800万㎥、有効貯水容量
1,640万㎥）である。なお、安威川は、大阪府の北摂
地方に位置し、その源を京都府亀岡市竜ケ尾山（標高
413m）に発し、山地部を南流し、途中、茨木川、大
正川と合流しながら大阪府北部の高槻市、茨城市、摂
津市、吹田市、大阪市を南下し、大阪市相川・吹田市
高浜知先で神崎川に合流する、流域面積163㎢、流路
延長32kmの一級河川である。有効貯水容量のうち、
洪水調節容量が1,400万㎥、流水の正常な機能の維持
のための容量が146万㎥であり、残りの94万㎥が環境
改善放流容量として計画されている。平成26年3月に
ダム本体工事に着手し、令和4年1月に堤体の盛立が
完了した。令和4年9月から試験湛水を開始している。

（2）下流河川の概要
ダム下流河川は茨木市等の市街地を流れる中流域の

河川であり、14.4k地点より下流区間の高水敷は遊歩
道として整備されている。遊歩道は多くの府民等が散
策等に利用している。下流河川の河床材料は大部分が
礫分であり、湾曲部分には砂礫河原や中洲がみられる。

図-2 ダムの下流河川環境における主な課題の模式図1）

下流側 

写真-1 安威川ダム ダムサイト（R4.6安威川ダム建設事務所撮影）

写真-2 安威川16.7k（R3.7撮影）

写真-3 安威川14.1k（R4.9撮影）

写真-4 安威川・茨木川合流点12.3k（R4.3撮影）

安威川 
茨木川 
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（3）生息している河原性鳥類
ダム下流の河川には、礫河原を繁殖地として利用す

る貴重種の河原性鳥類（以下「河原性鳥類」。貴重種の
ため河原性鳥類の具体的な種名は示さない。）が生息
している。河原性鳥類の一般的な生態は次の通りであ
る。繁殖期は3月から7月頃で、砂礫地に窪みをつくり、
小石や木片などを敷いて巣とし、産卵する。1巣の卵
数はおおむね4個で、抱卵日数は27日くらいである。
幼鳥は半日ほどで巣を離れ、初めから自分で餌を採る
ことができる。餌は主に昆虫などの動物質である。幼
鳥は3 〜 4週間で独立する。

なお、学識者への相談の結果、安威川ダム周辺での
繁殖時期は、3月後半〜 6月と考えられるとの意見を
頂いたため、本報での繁殖期は3月後半〜 6月とする

（表-1）。
この河原性鳥類への一般的な配慮のポイントは、中

洲や島など他の動物が近づきにくい広い砂礫地が必要
であること、河原や河岸などに立ち入った車両により
卵や幼鳥が踏み潰されないよう、繁殖期に車両が生息
地に侵入しない配慮が必要であること、工事を行う場
合は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期を避け
ることが望ましいこと、河川に砂礫地や中洲が保全さ
れるような河川管理が必要であること、の4点であり、
このうち、「河川に砂礫地や中洲が保全されるような
河川管理」については、ダム事業により出水規模・出
水頻度が減少することによる河川環境への影響を低減
し、砂礫河原の維持・更新を目的とするフラッシュ放
流の実施が該当する。しかしながら一方で、繁殖期に
フラッシュ放流を実施し砂礫河原が冠水した場合、卵
の流出による繁殖失敗の影響が懸念される。

表-1 河原性鳥類の生活史
月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考

繁殖期

期殖繁非期殖繁非期時現出
営巣場所は川の
氾濫原の砂礫等

4．既往の環境改善放流計画の概要

安威川ダムでは、平成25年度から安威川ダム環境
改善放流検討部会を立ち上げ、環境改善放流計画を検
討してきた。以下より、既往の環境改善放流計画の概
要を示す。また、既往の環境改善放流計画年間パター
ンを図-5に示す。

（1）環境改善目標と放流量、放流時期
ダムが現況の河川環境へ与える影響を低減するため

に、具体的な5つの目標を設定し、各目標について、
それぞれ、達成できるための放流量、放流時期を計画
している。

目標①：砂礫河原の維持・更新（最大放流量：30㎥ /s）
ダムの供用により出水頻度・規模が少なくなること

による砂礫河原へのヤナギ類を始めとした植生繁茂を
抑制するために、砂礫河原の維持・更新のためのフラッ
シュ放流を行う。実施時期は、ヤナギ類の種子の洗い
流しを目的として、種子散布期（5月〜 6月）の直前の
4月に1回、直後の7月に1回、自然出水頻度・規模の
減少を考慮して、台風期の10月に1回実施する。

目標②：砂礫河床の保全（最大放流量：10㎥ /s）
出水頻度・規模が少なくなることによる河道内の撹

乱頻度の減少による植生繁茂や流路の固定化及び瀬淵
構造の単調化を抑制するために、下流河川の砂礫河床
の保全のためのフラッシュ放流を行う。実施時期は、
魚類の産卵期直前の4月下旬と、魚類の産卵期の5月、
洪水期の5月〜 9月のうち、「流況に応じた砂礫河原
の維持・更新」のための30㎥ /s放流を計画している7
月と産卵した魚類の卵等流出防止のために実施しない
6月を除く8月と9月に各1回実施する。

目標③：付着藻類の更新（最大放流量：5㎥ /s）
ダムの供用により出水頻度の減少による付着藻類の

剥離更新頻度の減少を抑制するために、付着藻類の更
新のためのフラッシュ放流を行う。実施時期は4月〜
11月の期間中、月に1回とする。

目標④：�異常繁茂した糸状緑藻類の剥離（最大放流量：
5㎥ /s）

ダムの供用により出水頻度が少なくなることで糸状
藻類（アオミドロ属、カワシオグサ等）の剥離更新頻
度が減少することによる異常繁茂の抑制を目的とし
て、付着藻類の剥離更新の促進のためのフラッシュ放
流を行う。実施時期は、糸状緑藻類の繁茂期直前の3月、
9月に各1回とする。

目標⑤：過剰なよどみの解消（最大放流量：4㎥ /s）
生物生息環境改善のうちの水質の改善、また、水辺

景観の改善を目的として、よどみ水の更新のためのフ
ラッシュ放流を行う。実施時期は、代かき期の5月上
旬に1回、田植え時期の5月中下旬〜 6月上旬に1回、
田植え後の6月中旬に1回とする。
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（2）検討対象区間
検討対象区間は、支川の茨木川合流点（12.3k）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
分当たり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の区間としている。（図-3）

5．河原性鳥類の生息状況やダム供用前の自然出
水頻度を踏まえたフラッシュ放流計画の検討

ダム下流河川において礫河原を繁殖・営巣・生育に
利用している河原性鳥類が生息している可能性が示さ
れたことから、この鳥類の生息・繁殖状況の調査を行
ない、鳥類の繁殖行動に応じて可能な限りフラッシュ
放流の影響を低減することを検討した。検討にあたっ
ては、抱卵場所がフラッシュ放流により冠水した場合、
卵が流出し、繁殖は失敗すると想定されることから、

「繁殖期に礫河原の繁殖場所（抱卵場所）が冠水しない
こと」を影響低減の考え方とした。なお、幼鳥につい
ては、立ち上げ時に30cm/30分を超えない水位上昇
速度で放流するため、幼鳥であれば、冠水しない部分
への逃避が可能と考え、配慮の必要性は低いと考えた。

（1）河原性鳥類の生息・繁殖状況調査
まず初めに、砂礫河原で繁殖を確認している河原性

鳥類の詳細な生息状況・繁殖状況を把握することを目
的として、河原性鳥類の生息・繁殖状況調査を実施し
た。調査は令和2年度、令和3年度の2カ年で、繁殖
期間を含む2月〜 8月の期間に適宜実施した。河原性
鳥類が生息している砂礫河原周辺の河川沿いを踏査

図-3 検討対象区間

調査年 調査月日 確認個体数 繁殖行動

2月8日 3

2月15日 4

2月21日 3

3月6日 2

3月13日 1

3月19日 1

3月26日 4 2羽のディスプレイ、抱卵

4月3日 成鳥2、幼鳥2 巣立ち直後の幼鳥

4月10日 成鳥2、幼鳥2 幼鳥

4月23日 成鳥4

4月30日 成鳥3

5月6日 成鳥2

5月15日 成鳥2

5月29日 0

6月6日 成鳥2

6月15日 成鳥2 抱卵と思われるすわり

6月22日 0

6月29日 1

7月10日 1

7月18日 1

8月2日 0

8月10日 0

3月5日 0

3月8日 成鳥1

3月15日 成鳥1

3月28日 成鳥2

3月29日 0

4月5日 成鳥1、幼鳥1

4月12日 成鳥3、幼鳥2 巣立ち直後の幼鳥

4月19日 成鳥1

4月26日 成鳥1

5月10日 0

5月17日 成鳥5

5月24日 成鳥3

5月31日 0

6月7日 0

6月13日 成鳥5

6月14日 成鳥1

6月21日 0

6月28日 成鳥1

※幼鳥が確認された調査を赤網掛けしている。

R２年

R３年

表-2 河原性鳥類の生息状況調査結果
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し、河原性鳥類の生息が確認された場合には、繁殖期
間に3回以上、河原性鳥類の繁殖状況を確認し、可能
な限り、営巣位置を記録した。

河原性鳥類の確認状況を表-2に示す。2カ年にわた
り河原性鳥類の繁殖活動が確認されたことから、河原
性鳥類が礫河原を繁殖地として利用していることが
確認された。また、繁殖段階でみると、令和2年度は
3月に抱卵し、4月には幼鳥が確認されていた。なお、
6月に抱卵と思われるすわりが確認されたが、その後
幼鳥は確認されなかった。令和3年度も令和2年度と
同様に4月には幼鳥が確認されたことから、3月に抱
卵していると思われる。

（2） 河原性鳥類が生息・繁殖している箇所の流量別冠
水状況の検討

現地調査で確認された河原性鳥類の営巣箇所の冠水
流量について、不等流計算により試算を行った。不等
流計算の計算条件を表-3に、検討結果を図-4に示す。
調査時に確認された河原性鳥類の幼鳥確認位置と合わ
せると、5㎥ /s放流では冠水せず、10㎥ /s放流では一

部冠水するもののその規模は小さい。一方で、30㎥ /s
放流では測線Aでは礫河原の半分以上が、測線Bでは
営巣確認位置が、冠水すると予測された。

（3）ダム供用前の自然出水の頻度の整理
（1）より礫河原での河原性鳥類の営巣が確認され、

（2）より、10㎥ /s放流、30㎥ /s放流では営巣箇所の
一部が冠水することが示された。このことより、河原
性鳥類の一般的な繁殖期である3月〜 6月の期間は可

33

35

37

39

41

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

標
高

（
O

.P
+
m

）

距離(m)

測線A

1㎥/s(水位33.88m) 5㎥/s(水位34.09m) 10㎥/s(水位34.25m) 15㎥/s(水位34.38m)

20㎥/s(水位34.49m) 25㎥/s(水位34.59m) 30㎥/s(水位34.69m) 地盤高

河原性鳥類の推定営巣範囲
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20㎥/s(水位34.49m) 25㎥/s(水位34.59m) 30㎥/s(水位34.69m) 地盤高

河原性鳥類の推定営巣範囲

5m3/sで浸水する範囲

10m3/sで浸水する範囲

河原性鳥類の

R3幼鳥確認位置

30m3/sで浸水する範囲

図-4 河原性鳥類の推定営巣確認位置とフラッシュ放流流量別水位計算結果

検討項目 条 件

検討範囲 河原性鳥類の営巣箇所付近の断面として、R1測量成果

から砂礫河原が存在する箇所の横断測量結果を用い

た。 

計算条件 河道は令和元年測量成果を用いた。 

検討範囲の最上流の横断面に出発水位を与え不等流計

算を行った。粗度係数は0.03とした。出発水位はNo.150

断面の以下のＨ－Ｑ式より求めた。 

Ｑ=38.8399（Ｈ-25.7099）2   （HはT.P+m） 

計算対象 

流量 

フラッシュ放流の影響確認のため、１，5，10，15，20，

25，30m3/sの7ケースとした（1m3/sは平常時の流量）。

表-3 不等流計算の計算条件
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※流量について、実際の運用においては、下流河川の利用者の安全を確保しながら実施していく。

※流量について、実際の運用においては、下流河川の利用者の安全を確保しながら実施していく。

　*印は実施時期を示す。

4月～11月：月1回

環境改善放流の効果 設定流量 1月 8月 9月 10月 11月 12月 実施時期、頻度2月 3月 4月 5月 6月 7月

流況に応じた
砂礫河原の維持・更新

30m3/s
4月上旬：植生繁茂直前
7月上旬：ﾔﾅｷﾞ類の種子散布直後
10月：非洪水期前の撹乱
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環境改善放流の効果 設定流量 1月
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生しないことから実施しない。
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30m3/s：河原性鳥類の生息状

況や既往出水頻度を踏まえた結

果、実施しない

既往 

更新 

図-5 既往のフラッシュ放流計画年間パターン

図-6 更新したフラッシュ放流計画年間パターン
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能な限りフラッシュ放流による影響を低減することが
望ましいことが示唆された。そこで、既往の環境改善
放流計画における河原性鳥類への配慮を検討するため
に、下流河川のダム供用前の自然出水頻度を整理した。

ダム供用前の日最大流量の規模別月別頻度を表-4
に示す。規模別月別頻度は予測により算出した。ここ
で、既往計画では、河原性鳥類の繁殖期である3月後
半〜 6月の期間では、3月に最大放流量5㎥ /s、4月に
最大放流量5㎥ /s、10㎥ /s、30㎥ /s、5月に最大放流
量4㎥ /s、5㎥ /s、10㎥ /s、6月に最大放流量5㎥ /s
の放流を実施する予定である。

冠水の可能性のある最大放流量10㎥ /s、30㎥ /sに
ついて各月の安威川ダム下流河川のダム供用前の自然
出水の状況を確認したところ、3月はほぼ発生してお
らず、4月は、10㎥ /s以上の自然出水は0.3日/年（概
ね3年に1日程度）発生している。30㎥ /s以上の出水
は発生していない。5月は、10㎥/s以上の自然出水は1.5
日/年（1年に1 〜 2日程度）発生している。すなわち、
4月、5月ともに、10㎥ /s出水は定期的に発生してい
る一方で、4月は30㎥ /s出水はほぼ発生していなかっ
た。

（4） 河原性鳥類の生息状況やダム供用前の自然出水
頻度を踏まえたフラッシュ放流計画の更新

以上の検討結果を踏まえ、河原性鳥類の営巣箇所
が冠水する可能性のある最大放流量10㎥ /s 、30㎥ /s 
について、河原性鳥類の生息状況に配慮し、既往のフ
ラッシュ放流計画を更新した（図-6）。

4月、5月に予定している最大放流量10㎥/s のフラッ
シュ放流については、4月、5月はダムがない場合に
おいても10㎥ /s規模の出水が発生することから、実
施することとした。4月に予定している最大放流量30
㎥ /sのフラッシュ放流については、ダムがない場合
においてほとんど発生しないことから、実施しないこ
ととした。

6.　おわりに

安威川ダムはR4年9月に試験湛水を開始し、管理・
運用まで間近となっている。フラッシュ放流計画の策
定においては、これまで専門家に意見を頂きながら、
様々な角度から作成・更新されてきたが、今後は、実
際の管理・運用の中でその効果や課題を把握していく
ことが重要である。河原性鳥類への影響把握について
も、繁殖段階に応じて繁殖地の利用状況も異なりフ
ラッシュ放流の影響の程度も異なってくることを踏ま
えたフラッシュ放流計画の更新が想定される。

今後は、今回更新したフラッシュ放流計画の妥当性
について、引き続き、河原性鳥類の生息・繁殖状況調
査等のモニタリングを行いながら検証し、適宜、フィー
ドバックさせていくPDCAサイクルによる見直し等を
行っていきたい。
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

0～3m3/s 29.8 28.1 28.5 26.9 25.3 23.6 24.5 27.6 26.2 27.2 28.2 30.1 326.0

3～5m3/s 0.7 0.2 1.7 1.9 2.4 2.9 2.7 1.3 0.8 2.1 0.9 0.5 18.1

5～10m3/s 0.4 0.0 0.7 0.9 1.8 1.6 1.5 0.7 1.4 0.7 0.4 0.1 10.2

10～15m3/s 0.1 0.0 0.1 0.2 0.6 0.5 0.8 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 3.7

15～20m3/s 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 1.8

20～30m3/s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 1.4

30m3/s以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.1 0.1 4.1

月
流量規模

水質予測期間(H7～H16平均) 単位：日

4月、5月の 10m3/s以上の出水頻度 

表-4 日最大流量の規模別月別頻度（ダム供用前）




