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 実河川においては河床形状の変化が河道の流水抵抗や流砂量に影響を与えることが分かって

おり、河床形状の時間変化や水理量の観測データを得ることは非常に重要である。本研究では、

十勝川千代田実験水路において行った実スケールの河床波観測実験において、マルチビーム測

深器を用いて通水中の詳細な河床形状の観測を試みた。したがって、本研究では、マルチビー

ムによる河床形状の観測結果について報告するものである。 
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１．はじめに 

 

 移動床流れにおいては、河床形状の変化が河道の流

水抵抗や流砂量に影響を与えることが分かっている。河

床形状の変化に伴う河床波の発達過程と流れの抵抗特性

は互いに関係しており、これまで河床変動に関する研究

は従来多く行われてきた。しかしながら、実河川におい

ては、出水期間中の河床形状の変化を時系列で把握する

ことは困難であり、実河川の河床観測データ 1)を用いて

研究されてきた事例は数少ない。これまで実河川では時

系列で観測することが困難であった詳細な河床形状の時

間変化や水理量の観測データを得ることは非常に重要で

ある。 

国土交通省北海道開発局では、一級河川十勝川におい

て、治水安全度を向上させることを目的に起伏式ゲート

を 4門配置した十勝川千代田新水路を建設し、2007 年 4

月より運用を開始している。写真－1 に示す千代田実験

水路は、十勝川千代田新水路の一部を活用し、実河川ス

ケールで様々な実験・研究を行う施設であり、延長

1300m、幅 30m の国内最大規模の実物大河川実験水路 2)

である。実験水路は、分流堰の起伏式ゲートを開閉操作

することにより十勝川から流量の一部を実験水路内へ供

給することで、流量を制御した実験が可能である。 

本研究では、千代田実験水路において実スケールの河

床波観測実験を行った。河床形状の観測には、音響測深

器3)・マルチビーム4)・サイドスキャナー5)などがある。

今回は、マルチビーム測深器を用いて通水中の詳細な河

床形状の観測を行う。通常は、観測船により観測するが、

実験水路内が高流速6)であるため困難である。そこで今

回は新たな手法としてバックホウに設置したマルチビー

ム観測を行った。したがって、本研究では特にマルチビ

ームの観測結果について報告するものである。 

 

 

写真－1 千代田実験水路 

 

表－1 実験条件 

 

 

 

２．実験概要 

 

千代田実験水路において、通水中の詳細な河床形状を

観測するため、水位・流量・河床高等の観測を行った。

使用した観測機器や手法については、これまで島田ら 7)

の破堤実験で得られた手法に加え、河床高を詳細に計測

するために、新たにマルチビーム測深器を用いた河床形

状の観測を行った。 

 実験は表－1に示すように、通水流量を破堤実験に合

わせ2回の実験を行い、異なる条件での河床形状の変化

を観測した。 
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図－1 実験水路の形状・観測手法 

 

（１）実験条件 

実験条件を表－１、実験水路の形状と主な観測手法を

図－1 に示す。実験は前述のとおり異なる条件で 2 回行

い、第 1回目の通水流量は 70m3/s、第 2回目は通水流量

が半分である。なお、実験中に上流からの給砂は行わず、

下流端には等流に近い状態を確保するめに堰上施設を設

けている。実験水路の断面形状は、図－1 に示すとおり、

水路幅が 8m の台形断面であり左岸側には鋼矢板、右岸

側にはコンクリートの護岸ブロックが設置されている。

P は測点であり、ゲートからの流下方向距離（m）を表

している。実験の初期河床勾配は、両実験ともに約

1/500である。 

 河床材料の採取は通水前後に行っており、実験水路の

P410からP610の範囲で、縦断方向に5測線、横断方向に3

箇所の計15地点を採取した。採取厚さは河床から50cm、

採取範囲は50cm四方である。また、通水後のみ代表的

な河床波を対象に、1河床波あたり12箇所の計24地点の

河床材料調査を行った。 

 

（２）計測方法 

実験中の主な観測項目・観測箇所は図－1 に示す。水

位観測には、電波式や圧力式水位計を用いて行った。流

量観測は水面下の流速流向や河床高を計測する ADCP

（Acoustic Doppler Current Profiler）や表面流速を計測する

電波式流速計を用いて行った。また、ADCP 縦断観測

（Teledyne RD Instruments 社 Workhorse ADCP1200kHz）は、

写真－2 に示すようにマルチビーム観測と同区間におい

てほぼ同時に行った。観測船を橋上にロープで係留し、

縦断方向に行った。河床形状を時系列に観測するために

新たな手法として写真－3 に示すように、バックホウに

マルチビーム測深機を設置して行った。マルチビームの

観測区間は、破堤実験において実験水路の急縮部で大き

く河床の洗掘が見られたため、急縮部より下流側に

 
 

写真－2 ADCP縦断観測の状況 

 

 

 

 

写真－3 マルチビーム観測の状況 
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表－2 マルチビームの諸元 

 

 

 

 

図－2 河床高の算出模式図 

 

設定した。流速は PIV、実験の状況はカメラやビデオカ

メラを用いて行った。実験水路の形状は、実験前後に横

断測量やレーザースキャナにより計測した。 

マルチビームの諸元を表－2 に示す。マルチビーム測

深器（SEABAT8125）は水深方向に 120°の幅で 240 本の

音響ビームによる測深が可能であり、水深に対して約

3.4倍の幅で観測することができる。 

マルチビームによる観測は、図－1 に示す観測区間に

おいて、第 1回実験で 10回、第 2回実験で 8回行った。

1回あたりの観測平均時間は、それぞれ約 6分と約 4分

である。マルチビーム測深器は通常、観測船に設置し観

測を行うものである。しかし、今回は実験水路内が高流

速 6)であるため観測船による観測が困難である。そこで、

写真－2 に示すように、新たな手法としてバックホウの

バケットにマルチビーム測深機・動揺センサー・方位セ

ンサー・GPSを設置して観測を試みた。バケットを流水

に浸水させ、をバックホウが縦断方向に移動しながら河

床形状を計測した。また、センサーを制御する操作機器

はバックホウのクローラに固定した台車に設置し、バッ

クホウの移動に追従する方法とした。 

 

 

図－3 通水流量の時間変化 

 

マルチビームによる河床高の算出方法を図－2 に示す。

マルチビームによる河床高の算出は、水位から水深を引

くことで河床高を求める。今回はバックホウのバケット

にセンサーを設置し流水に浸水させ計測するため、バッ

クホウの移動中にセンサー高の計測原点を水位に合わせ

ることは困難である。そこで、バケットに設置したGPS

を用いて RTK-GPS 測位（Real Time Kinematic Global 

Positioning System）によりリアルタイムの標高を計測し、

GPS標高から計測標高を求めた。河床高は、計測原点の

標高からセンサー位置までの位置と計測水深を用いて、

河床高を求めた。また、マルチビームの水中音速による

水深補正については、実験前後の実験水路内に流水が無

いため、通水前にゲート上流で水中音速の測定を行い、

水深補正を行った。 

 

（３）通水方法 

通水は、目標流量になるまで通水流量を増加させ、そ

の後は一定流量となるようにゲート操作を行う。両実験

とも約 6時間維持し、その後は徐々に通水流量を減少さ

せ実験終了とする。ゲートからの通水流量の時間変化を

図－3 に示す。ここで、図中の丸はマルチビームの観測

時刻を示す。なお、第 1回実験は、目安とした破堤実験

と水深合わせるために流量の調整を行い、約 60m3/s ま

で減少させたのち、定常流とした。ゲートの閉操作開始

は、両実験ともに通水開始後の約 450分後に行った。 

 

３．河床高の観測結果 

 

マルチビームによる河床縦断形状の時系列変化を図－

4 に、陰影図を図－5 にそれぞれ示す。ここで、図－5

の河床高は図－1の水路中央の C測線に沿った縦断河床

高である。図中の時刻はマルチビームの観測時刻を表す。

また、横軸は縦断距離、縦軸は標高、破線は通水前の河

床高、実線は観測時刻の河床高を表す。 
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図－4 河床縦断形状の時間変化 
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図－5 河床縦断形状の陰影図 
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図－6 ADCP観測結果とマルチビーム観測結果の比較 

 

河床形状の変化は、両実験とも通水時間の経過と

ともに河床形状が変化し、河床波の発生や波長・波

高が大きく変化している様子が分かる。また、河床

の形状は、流量の大きい第１回実験で左岸の左岸の

鋼矢板側と右岸側で異なっていることが分かる。 

 

４．マルチビーム観測精度の確認 

  

これまで、ADCP 観測の精度は稲垣ら 6)によって確

認されている。ここでは、ADCP 縦断観測とマルチビ

ームの河床高の比較を行い、概ねの精度確認を行う。 

 平均河床高を比較した結果を図－6 に示す。ここで、

縦軸にマルチビーム、横軸に ADCP 縦断観測を表し、

マルチビームの河床高は ADCP 縦断測線上の値であ

る。また、ADCP の横断位置は移動航跡の平均値とし

た。図－6 に示すように、第 1回実験では 443分を除

き、機器精度である約 5cm 以内の領域内にプロット

されている。第 2回実験は、ADCPに比べ低い傾向が

見られるが 300分と 180分を除きプロットされている。

両実験とも概ね河床高は一致しており、バックホウ

に設置したマルチビーム観測で、ADCP 観測と概ね同

程度の結果を得られることを確認できた。 

 

５．まとめ 

 

 本研究では、千代田実験水路において実河川スケ

ールにおける移動床実験を行い、マルチビーム測深

器を用いて、詳細な河床形状の時系列変化を計測し

た。また、従来手法である ADCP との比較を行い、

その観測精度を確認した。 

 今回の実験結果より、通水中の河床形状の時系列

変化を観測することができ、河床波の発達を確認で

きた。また、マルチビームによる河床高の観測結果

は、ADCP と概ね同等の結果を得ることができた。今

後は実験結果を用いて、実験水路の水理特性や河床

形波に伴う河床抵抗について検討を行う予定である。 
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