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1．はじめに 

 近年，日本の多くの河川で河道内の樹林化・藪化が進

行し，河川管理上の課題となっている．河川の樹林化は，

砂州や高水敷の裸地に一年生草本などの先駆植物が侵

入するところからはじまる．侵入した植生は，通常は洪

水のインパクトを受けて数年のサイクルで再び裸地へ

と戻る．しかしながら現状の日本の河川では，流量調節

による洪水頻度の減少や低水路と高水敷の二極化など

により植生の繁茂がさらに進行し，中小規模の洪水では

裸地へ戻らなくなる樹林化・藪化現象が顕在化してきた． 

本研究では，UAV(Unmanned Aerial Vehicles)を用い

た現地観測により得られたデータを使用し，平成 27 年

に発生した関東・東北豪雨による大洪水が鬼怒川の河道

内植生に与えた影響評価と，ロジスティック回帰分析を

用いた草本の侵入予測を行なった． 

2．対象流域と現地観測 

 図-1 に対象とする一級河川鬼怒川の流域図を示す．

鬼怒川の幹川延長は 177km，流域面積は 1,760km2 で

ある．図中の赤色プロットは，平成 27 年 10 月と平成

28 年 10～12 月の現地観測地点である．観測項目は，

UAV を用いた航空写真撮影と植物種の目視確認である． 

3．解析方法 

 図-2 に本研究の解析フローをまとめる． 

 航空写真測量では，現地観測より得られた写真画像を

SfM(Structure from Motion)ソフトを用いて処理し，オ

ルソ画像と DSM(Digital Surface Model)を出力した． 

 植 生 分 布 の 画 像 解 析 で は ， GIS(Geographic 

Information System)により得られたオルソ画像の地被

状態を草本・木本・裸地・水域をはじめとする６種類に

分類し，平成 23，27，28 年にかけてそれらの経年変化

を分析した．ここで，平成 23 年の地被状態は国土交通

省の河川環境基図を用いた． 

 流体力解析では，iRIC(International River Interface 

Cooperative) ver.2.3 を用いた．地形データとして得ら

れた DSM を iRIC に読み込み，国土交通省の横断測量

データを基準に低水路や異常値の修正を行った．解析条

件は，洪水時のピーク流量での定常流とし，上流端で各

年の最大規模流量として平成 27年は 4,000～4,600m3/s，

平成 28 年は 500m3/sを与え，下流端では等流条件とし

た． 

 ロジスティック回帰分析では，以上により得られたデ

ータをもとに説明変数を選定した．本研究では，平成 27

年に裸地であった部分に，平成 28 年に草本類が「侵入

する」か「侵入しない」かを応答変数とし，「過去の植

生履歴」，「無次元掃流力」，「比高」，「水際からの距離」

を説明変数とした．モデルの適用はセグメント毎に行っ

た． 

4．結果と考察 

(1) 洪水インパクトの影響評価 

a) 草本の消失と摩擦速度の関係 

 

 
図-3(a)に河川の縦断方向約 100km における草本の

消失率と摩擦速度の関係を示す．ここで，草本の消失率

とは，平成 23 年から 27 年にかけて観測区間で草本が

裸地か水面に変化した部分の面積割合であり，対応する

摩擦速度はその部分の平均値である．図より草本の消失

率と摩擦速度の縦断方向変化に正の相関がある．これよ

り，草本は主に砂州上のせん断力により消失される傾向

があることが実証的に確認された． 

b) 木本の消失と曲げモーメントの関係 

図-3(b)に河川の縦断方向約 100kmにおける木本の消

失率と曲げモーメントの関係を示す．木本の消失率と曲

げモーメントの縦断方向変化に正の相関がみられる．特

に，上・下流部で高い相関があることがわかる．これら

より，木本は主に樹木自身にかかる抗力により消失され

る傾向が実証的に示されたといえる． 

図-1鬼怒川流域と観測区間 

図-2 解析フロー 

図-3植生消失と摩擦速度・曲げモーメントの 

河川縦断方向変化 



(2) 草本の侵入予測 

a) 説明変数 

 図-4 にデータ分析より得られた各説明変数と草本の

侵入との関係を示す．図-4(a)より，草本が侵入した部分

は侵入していない部分に比べて無次元掃流力が小さい

ことがわかる．これは洪水のインパクトにより草本が侵

入および定着できないためと考えられる．図-4(b)(c)よ

り，草本が侵入した部分は侵入していない部分に比べて

比高が大きく，水際からの距離が遠いことがわかる．こ

れは当該条件の砂州や高水敷では冠水頻度が少なく，生

育を阻む要因が少ないためと考えられる．さらに，これ

ら説明変数と草本侵入の間にある傾向はセグメントに

よる違いはみられなかった． 

図-4(d)に示す草本侵入と過去の植生履歴の間には，

セグメントによる違いがみられた．セグメント 1と 2-1

では，草本が侵入した部分は過去に植生履歴があった傾

向がみられ，裸地が維持された部分では過去に植生履歴

がない傾向がみられた．これより，これらのセグメント

では過去の植生履歴が植生の侵入に影響していること

が示唆された．それに対してセグメント 2-2では，裸地

が維持された部分と草本が侵入した部分は共に過去に

植生履歴がある傾向であった．これは，セグメント 2-2

において砂州や高水敷のもともとの被植率が高いこと

を示しており，過去の植生履歴と草本侵入の間に明確な

傾向の違いはみられなかった． 

b) 草本侵入の要因分析 

 表-1 に，ロジスティック回帰分析により得られたオ

ッズ比をまとめる．オッズ比は説明変数が応答変数に与

える影響度の大きさを表しており，値が大きいほど与え

る影響は大きい．これより，セグメント 1と 2-1では過

去の植生履歴，無次元掃流力・比高，水際からの距離の

順で草本の侵入に影響があることがわかる．特に，セグ

メント 1 では過去の植生履歴のオッズ比が相対的に大

きいことから，草本の侵入は比高や水際からの距離とい

った河道特性よりも過去の植生履歴に大きく依存して

いるといえる．一方，セグメント 2-2では過去の植生履

歴のオッズ比が 95%信頼区間に含まれず，モデルの説

明変数から棄却した．これは，セグメント 2-2では砂州

や高水敷のもともとの被植率が高く，説明変数と応答変

数の間に関係性がみられなかったためと考えられる． 

c) 草本の侵入予測 

 図-5 にセグメント 2-1 の 47km 付近における草本の

侵入確率の空間分布を示す．これは砂州と高水敷がすべ

て裸地であり，平成 28 年規模の洪水が起きた条件での

侵入確率である．これより，平成 28 年に植生が繁茂し

ている部分は草本の侵入確率が高くなっており，侵入の

傾向をうまく表現できている．一方で，図中の枠に示す

低水路の蛇行部の外岸側にある植生域において，実際に

植生は侵入しているにもかかわらず侵入確率が低くな

っている部分などもみられる．これは，洪水時の一時的

な倒伏や土砂による埋没の後に，再度同じ場に草本が生

育する再繁茂や，既存の草本による植生域の拡大などが

精度低下の主な要因と推察される．これらは本段階では

再現できない部分であり今後の課題である． 

5．結 論 

 本研究では，UAV による現地観測から得られたデー

タを用いて，洪水インパクトが河道内植生に与えた影響

評価と，ロジスティック回帰分析を用いた草本の侵入予

測を行なった． 

 洪水インパクトの影響評価では，草本の消失率と摩擦

速度，木本の消失率と曲げモーメントにはそれぞれ正の

相関がみられた．これより，草本は主に砂州上のせん断

力により，木本は主に樹木自身にかかる抗力により消失

される傾向があることが実証的に確認された． 

 草本の侵入予測では，平成 27〜28年における裸地か

らの地被状態変化を対象にして，ロジスティック回帰分

析により状態変化の要因分析と草本侵入の予測モデル

の構築を行った．その結果，セグメント 1 と 2-1 では，

草本の侵入は過去の植生履歴が最も影響していること

が，また，全てのセグメントで無次元掃流力・比高の影

響が水際からの距離の影響よりも大きいことが確認さ

れた．さらにセグメント 2-1を対象とした草本の侵入予

測では，実際の植生繁茂状況が高い確率で予測されてお

り，構築したモデルの当該河道への適用性が確認された． 
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図-4 説明変数と草本侵入との関係 

表-1 各セグメントにおける説明変数のオッズ比 

図-5 草本の侵入確率の空間分布 


