
Daisuke Tobita，Hiroyuki Masuda，Hideji Fukusima 

平成27年度 

千代田新水路における土砂挙動について 
 

帯広開発建設部 帯広河川事務所 計画課 ○飛田 大輔 

増田 宏幸 

福島 秀次 

 
 十勝川中流部に位置する十勝川千代田新水路は、流下能力の不足を解消することを目的とし

て整備され、洪水時は分流堰の起伏式ゲートを開けて新水路に流水を流下させるものであり、

平成19年4月より運用を開始している。新水路は、治水と環境の機能を維持するための適切な分

流管理が必要であり、運用に伴う流況や分流量、これらに伴う土砂移動特性を適切に把握する

ことが重要となる。そこで、分流堰のゲート操作を考慮した平面2次元河床変動数値計算モデル

を構築し、既往出水の再現計算を行い、モデルの検証を行った。また、再現計算の結果から分

流点周辺の流況及び土砂移動特性を把握し、維持管理のための基礎資料に資するものである。 
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1．はじめに 
 
 十勝川中流部（KP42.5～KP45.3）に位置する十勝川

千代田新水路（以下、「新水路」）は、流下能力不

足を解消することを目的として、現低水路（以下、

「本川」）の右岸側の高水敷を掘削した低水路であ

る。また、新水路の右岸高水敷には、河川の連続性

を保つための2種類の魚道1)が設置されている。図－1

に新水路の状況を示す。新水路の上流側には、鋼製

起伏式ゲート（扉高3.91m、扉幅43.3m）を4門配置し

た分流堰を設けている。ゲート配置は右岸側から順

に第1ゲート～第4ゲートであり、第3ゲートと第4ゲー

ト間に背割堤（延長1,310m）を設置している。新水路

の運用は、平水時は本川に流水を流下させ、洪水時

はゲートを開けて新水路に水を流すものであり、平

成19年4月より運用を開始している。運用に伴い、洪

水時は本川側の流量は減少し、新水路側へ流量が分

配されるため、分流点付近の流況や土砂移動が大き

く変わる。また、新水路は河川の分合流点になるた

め、治水と環境の両機能を維持するための適切な分

流管理が必要となるが、出水中の河床変動を把握す

ることは困難である。よって、新水路の運用にあた

っては、水位や分流量に対して、流水の分流に伴う

分流点付近の流況や河床変動が与える影響を適切に

把握することが維持管理上において重要となる。分

合流部に関する研究は多くなされており、佐藤ら2)は、

蛇行河川の復元を目的とした模型実験により、流況

や河床変動特性の検討を行っている。数値解析につ

いては、横山ら3)は平面2次元数値解析、重枝ら4)は準3
次元数値解析を用いた検討を行っている。また、ゲ

ートを有する分流堰の洪水解析として、岡田ら5)は斐

伊川放水路分流堰における出水を対象に内田・福岡6)

の一般底面流速解析法を適用し、分流堰のゲート操

作を再現した河床変動解析を行っている。 

 
図－1 千代田新水路（平成25年11月撮影） 
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このように、河川の分合流点における流況や河床

変動の予測手法は重要となる。そこで、本研究では、

分流堰のゲート操作による分流を考慮した平面2次元

数値計算モデルを構築し、既往出水の再現計算を行

い、分流点周辺の流況や土砂移動特性を把握した。 
 
2．解析手法 

 

(1)流れの基礎式 

分流点や合流点及び分流堰周辺の局所的な現象を

含めた河床変動を精度良く解析するためには、3次元

的な流れの影響を考慮することが必要である。しか

し、本研究では平面的な流況や河床変動を大局的に

把握することが可能であれば、土砂移動に与えるイ

ンパクトを予測することが可能と考えた。そこで、

流れの基礎式は非定常二次元浅水流方程式とし、一

般座標系に変換した流れの連続式と運動方程式を用

いた。乱流は、ゼロ方程式モデルで与える。また、

樹木群の抵抗についても考慮し、マニングの粗度係

数と同様に底面摩擦とした形で透過係数を与えた。

透過係数は(1)式を用いる。 

dw
s Ca

gk 2
 (1) 

ここで、ks：樹木の透過係数、aw：単位体積流塊

中の樹木の投影面積、Cd：樹木群の抗力係数、g：重

力加速度である。awは単位面積あたりの繁茂する樹

木本数と幹の胸高直径の積で表される。 
次に、渦動粘性係数νtは(2)式で与える。 

hut *6
 (2) 

ここで、νt：渦動粘性係数、κ：カルマン定数(=0.4)、
u*：摩擦速度、h：水深である。 
 
(2)河床変動の基礎式 

 流砂の輸送について、掃流砂量は芦田・道上の式、

その直角方向は長谷川の式を用いる。また、無次元

限界掃流力は岩垣の式を用いる。これらより求めた

掃流砂量より、一般座標系で表した流砂の連続式で

ある(3)式によって、河床変動高を求める。 
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 ここで、z：河床高、J：ヤコビアン、λ：空隙率、

qb：単位幅あたりの掃流砂量、添え字φϕはそれぞれ

主流方向とその直角方向を表す。 
 
 (3)ゲート操作のモデル化 

 ゲート操作は、操作規則の条件に基づき、倒伏操 

 
図－2 計算対象区間の初期地形と計算格子 

 
作と起立操作をモデル化し、ゲートからの越流量の

計算を行う。計算手順（①～⑤）の概要を示す。こ

こでは、倒伏時の操作のみ示す。なお、操作規則の

詳細については省略する。 
 ①ゲート高について、全閉・半開・全開の 3通りの

定数を設定する。 
②ゲート操作の判断基準水位（分流点及び千代田

中央大橋）が半開の基準条件を超えた場合、は

じめに第 1ゲートの高さを半開（半開後は全開）

に設定し、越流量を計算する。 
③第 2ゲート～第 3ゲートまで②の処理を順次繰り

返す。 
④ゲート操作の判断基準水位が全開の基準を超え

た場合、②と③の処理を行う。 
⑤第 4ゲートの倒伏条件を超えた場合は、ゲートを

全開に設定し、ゲート高と越流量を計算する。 
ゲートを通過する流砂量の計算については、ゲート

高が半開と全開時に行う。ゲートからの越流量 Q に

ついては(4)式で求める。 
2

3
HBCQ  (4) 

 ここで、Q：越流量、C：越流係数（ゲート毎に異

なる）、B：越流幅（ゲート幅43.3m）、H：基準面か

らの越流水深である。 
 本モデルは、計算を行うための利便性を高めるこ

とや解析効率の向上を目的に、河川横断データから

の地形の再現性に優れ 7)、結果の可視化や地形データ

の編集及び計算格子を作成するための機能を有する

フリーソフトウェアの iRIC8)に対応させ検討を行う。 
 
3．既往出水の再現計算 

 
(1)計算条件の概要 

構築したモデルについて、既往出水の再現計算を

行い、再現性の検証を行う。再現計算は、新水路の

運用開始後おいて洪水規模が大きく、出水時間の長

い、平成 22 年 8 月出水（十勝中央大橋ピーク流量

1,693m3/s9））と平成 23 年 9 月出水（同ピーク流量

3,183m3/s）を対象に計算を行う。図－2 に初期の河 
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図－3 水位縦断と河床縦断の計算結果（上段：平成22年8月出水、平成23年9月出水） 

 

道形状と計算格子を示す。計算対象区間については、

上流端は十勝中央大橋上流（KP49.0）、下流端は

KP41.0（蛇行区間、支川である猿別川流入を避け、直

線区間を設定）とした。また、本川と新水路で分合

流する区間は 2way 河道として、中島部分を含めてモ

デル化した。それぞれの出水で作成に用いたデータ

は次の通りである。平成 22 年の低水路本川（KP42.6
～KP45.1）と新水路（KP41.8～KP45.8）は平成 21年横

断測量結果、高水敷は平成 18年 LPデータ、これら以

外は平成 18年定期横断測量を用いた。平成 23年の低

水路は H22 定期横断測量、高水敷は平成 18 年 LP デ

ータを用いて作成した。分流点周辺の格子間隔は 20m
～25m程度として、縦断方向に 183メッシュ、横断方

向に 58 メッシュの分割とした。低水路は移動床、高

水敷は固定床とした。河床材料は単一粒径とし、平

成 21 年度河床材料調査の結果を用いて平均粒径

16.61mm とし、マニングの粗度係数は 0.028 で設定し

た。樹木の透過係数は、平成 21年度と平成 22年度の

調査結果から河道計画検討の手引き 10)により求め、河

道内樹木が繁茂する各区域に与えた。境界条件につ

いては、上流端は平衡流砂量とし、十勝中央大橋地

点における時刻流量データ（平成 22年 8月 11日 6時
～18日 12時、平成 23年 9月 2日 0時～10日 6時）9)

を与えた。また、下流端については自由流出とした。 
 
(2)再現性の検証 

ピーク水位、河床高、ピーク流量時の流量配分比

及び土砂収支量について、本モデルの再現性の検証

を行った。 
 図－3 にピーク水位と平均河床高の縦断分布、流量

ピーク時における新水路区間の流量配分比を示す。

ピーク水位については、平成 22 年は観測水位、平成

23 年は洪水痕跡水位との比較である。平均河床高は

出水後の測量結果、流量配分比は上流流量に対する

割合である。 
計算水位について、平成 22 年は観測水位を概ね再

現出来ている。平成 23 年は分流堰上流と十勝中央大

橋から千代田堰堤の本川側の計算水位が痕跡水位よ
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図－4 河床変動の計算結果（上段：平成22年8月出水、平成23年9月出水） 

 

りやや高くなった。これは、メッシュ分割の粗さや

樹木繁茂の影響に起因すると考えられ、再現性がや

や低い結果となった。一方、新水路内と合流点の計

算水位は、痕跡水位程度となっており、再現出来て

いる。流量ピーク時の新水路への流量配分比につい

て、平成 22 年に若干のずれはあるが、概ね再現出来

ている。平成 23 年については、実績値に比べ、やや

高い。これは前述の通り、平成 23 年の計算結果は分

流堰上流の局所的な水位の再現性が低く、水位が実

績値に比べて高いため、ゲート流量がやや過大とな

った。平均河床高の計算結果については、それぞれ

分流点上流と合流点下流は洗掘傾向、分流点と合流

点及び新水路は堆積傾向となっており、概ね再現出

来ている。 
図－4 に出水後における河床変動コンターの比較を

示す。左図は実績値、右図は計算値を示す。実績値

は定期横断測量の結果を用いた。マイナスは洗掘、

プラスは堆積を示す。実績値について、それぞれ分

流点右岸で洗掘、分流点左岸の本川側と新水路で堆

積が生じている。新水路の堆積については、平成 22
年は上流側に堆積が生じている。一方、平成 23 年は

下流側で堆積傾向となっており、背割堤の下流から

合流点までの区間に多く堆積している。これは、背

割堤の下流区間では河床幅が拡大することで、流れ

の分散と掃流力の低下が生じ、堆積傾向になったと

考えられる。計算結果について、平成 22 年は分流点 

 

図－5 土砂収支量の計算結果 
 
右岸の洗掘が大きく、平成 23 年は分流点右岸の洗掘

が小さい。しかし、それぞれ分流点の上流側と右岸

側の洗掘、分流点周辺と新水路で堆積については再

現出来ている。 
 土砂収支の経年変化について、定期横断測量の結

果との比較を図－5 に示す。マイナスは洗掘、プラス

は堆積を示す。領域区分については図－1 に示す範囲

のうち、本川（分流点上流）は KP42.6～KP43.3、分流

点は KP45.0～KP45.8、本川（分流点下流）は KP43.3～
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図－6 流量ピーク時の流速と河床変動の計算結果（上段：平成22年8月出水、平成23年9月出水） 

 

KP45.2、新水路は KP43.3～KP45.0、合流点は本川と新

水路を含む KP41.6～KP43.3 の範囲である。平成 23 年

の新水路の実績値については測量データが無いため

算出していない。実績値については、それぞれ本川

（分流点上流）や分流点で洗掘が生じ、流送された

土砂によって分流点左岸の本川（分流点下流）と新

水路に堆積が生じていることが分かる。計算結果に

ついては、それぞれ本川（分流点下流）の洗掘が実

績値に比べて小さい。また、平成 23 年の分流点の洗

掘は実績値に比べて小さいが、各領域における土砂

収支の傾向は概ね同様である。 
これらより、本モデルについては分流点周辺の流

況や河床変動の傾向を概ね再現出来ており、新水路

の運用における土砂挙動の解析に適用出来ることが

分かった。 

 

4．新水路の土砂挙動 

 
今後の新水路の運用や維持管理に必要な土砂挙動

を把握するため、新水路の運用によって生じる分流

点周辺や新水路内の流況の変化と河床変動について

計算結果に基づき検討を行った。 

図－6 に流量ピーク時における流速（左図）と河床

変動高（右図）を示す。河床変動高について、マイ

ナスは洗掘、プラスは堆積を示す。流量ピーク時の

ゲート状態は、平成 22 年は第 3 ゲートまで全開、平

成 23 年は第 4 ゲートまで全開した時間帯である。分

流点の流速については、それぞれゲート操作によっ

て本川側と新水路側に流速差が生じ、新水路側に比

べ、本川側の流速は小さくなっている。新水路内の

流速は、縦断方向の分布に違いが生じており、流下

とともに小さくなっている。一方、合流点から下流

の流速は、分流区間に比べ、大きくなっている。河

床変動については、それぞれ分流点の上流側と右岸

側で洗掘、分流点周辺と新水路内で堆積が生じてい

る。また、分流点から下流側の本川では河床の変化

は小さい。新水路側へ流送された土砂の堆積につい

ては、平成 22 年の洪水規模で第 3 ゲートまで全開す

ると新水路の上流側となっている。一方、平成 23 年

の洪水規模で第 4ゲートまで全開すると、新水路下流

から合流点にかけて堆積しており、図－5 に示すよう

に合流点では経年的な堆積の進行が見られる。平水

時の新水路では、4～8 月は第 1 ゲートを半開とし通

水、9～3月は魚道からの水のみが流れている状況 1)で

ある。よって、平水時では新水路に流れる流量は小

さく、主流路と洪水で堆積した土砂に比高差が生じ、

堆積した微細な土砂にヤナギ類や草本類が繁茂しや

すい状況となる。これらは横山ら 11)の調査報告でも顕

著に繁茂する状況が確認されている。今後は、新水

路の冠水頻度とヤナギ類や草本類の繁茂状況を把握

するとともに、水理条件との関係を検証し、堆積土

砂の維持管理手法を検討していく必要がある。 
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図－7 分流点（KP45.3）における横断形状の変化 

 

図－7 は分流点（KP45.3）における初期河床（計算

前）、流量ピーク時及び出水後（計算後）の横断形

状を示したものである。流量ピーク時については、

平成 23 年の出水において本川側の一部に洗掘が見ら

れる以外は、本川側と新水路側で堆積傾向となって

いる。一方、ゲート操作の起立が終了した出水後

（計算後）では、新水路側に洗掘、本川側に堆積が

生じている。これは前述の通り、新水路側が主流と

なるため、分流堰上流の土砂は洗掘、本川側では上

流から流送された土砂が堆積するためである。よっ

て、流量ピーク後の洪水後期では、分流点の本川側

の堆積の影響により、流水が本川側へ流れにくくな

る。また、本川側に堆積した土砂については、平成

22 年の計算後の河床高と平成 23 年の初期河床を比べ

ると、洗掘されていることが分かる。これは、平水

時又は中小規模洪水の流れにより土砂が流送された

ことを示唆している。しかし、本川と新水路の分岐

部の河床は大きく変化しておらず、分岐部の土砂は

流送されにくく、堆積が進行しやすいことが分かる。 
 
5．まとめ 

 
本研究では、千代田新水路における分流点周辺の

流況や土砂移動特性を予測するため、ゲート操作を

考慮した平面2次元数値計算モデルを構築し、モデ

ルの検証を行うとともに、流況や土砂移動特性を把

握した。その結果を以下に示す。 
①本モデルについては、分流点周辺の流況や分流量

及び河床変動を概ね再現でき、新水路の土砂移動

特性の予測に適用可能であることを示した。しか

し、分流堰付近における局所的な流れの再現性に

ついては十分ではなかった。 
②新水路周辺の土砂移動については、ゲート操作に

より分流点の本川側と新水路側に流速差が生じ、

新水路側が主流となることで、本川側に堆積、新

水路側に洗掘が生じた。新水路内には堆積が生じ、

洪水規模の違いにより、その分布範囲は新水路の

上流側又は下流側となった。また、分岐部では土

砂堆積が進行しやすい傾向となった。 
③流量ピーク後の洪水後期では、分流点の本川側の

堆積の影響により、本川側への流下が阻害される

可能性が生じる。 
今後は、これらの結果を踏まえ、適切に維持管理

するための課題や対応策を整理していく必要がある。 
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