
2 寒地土木研究所月報　№774　2017年11月

土砂トレーサー移動・分散のモデル化について

Modeling of the Advection-Dispersion of Bedload Tracers

岩崎　理樹　　川村　里実　　矢部　浩規

IWASAKI Toshiki, KAWAMURA Satomi and YABE Hiroki

報　文

本論文では、土砂の移動経路や分布範囲といった土砂移動過程をより明確に理解するために、トレ
ーサーの概念を導入したモデルを構築する。従来用いられてきた河床変動モデルで考えられている土
砂の質量保存則より、新たに土砂トレーサーの支配方程式を導入する。このモデルでは、土砂トレー
サーの存在量を濃度として扱い、トレーサー濃度の時空間変化を数値解析することで河床変動に伴う
土砂動態を可視化する。構築したモデルを、着色砂を用いた側岸侵食・流路変動に関する移動床実験
に適用し、その精度について検討した。計算結果では、側岸侵食によって河岸から河床へ供給された
着色砂が侵食位置の下流に形成される砂州へ取り込まれる様子が再現された。この流路変動に伴う河
岸構成土砂の移動特性は、移動床実験で得られた結果を定性的に良く表現していくことがわかった。

《キーワード：トレーサー；掃流砂；移流分散；流路変動；河岸侵食》

We herein propose a bedload tracer transport model for better understanding of the bedload 
transport characteristics associated with complex morphodynamic processes in natural 
environments. A governing equation for pursuing the bedload tracer transport is derived based 
on the mass conservation of bedload particles used in the morphodynamic model. The proposed 
model tracks the tracer transport by computing the volumetric concentration of bedload tracers 
on the bedload layer, so that the spatiotemporal variation of the tracer concentration represents 
the transport characteristics of bedload tracers. We apply the proposed model to a movable bed 
experiment of the bank erosion and channel evolution processes. In the experiments, the tracer 
sediments (colored uniform sediments) are used to understand the transport and fate of the 
bedload tracers associated with bedload transport and morphodynamic processes. The numerical 
model well reproduces the important experimental observation, namely, the tracer particles 
supplied from the floodplain due to the bank erosion greatly contributes the development of sand 
bar located just downstream of the bank erosion area. 

《Keywords：Tracers; Bedload; Advection-Dispersion; Channel migration; Bank erosion》
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１．はじめに

河川や海洋等の自然環境中では、地表面上の流体は
様々な作用により複雑な運動をする。さらに、地表面
が土砂など移動可能な物質で構成される場合、流れの
作用により土砂が移動・停止を繰り返しながら運搬さ
れると同時に、様々な地形を作り出す。例えば、山地
流域において斜面崩壊などで発生した土砂は、地表面
上の流れにより河川を経由しながら下流に運搬され、
海洋に到達する。この間、土砂は様々な流れの作用を
受けながら移動・分散すると同時に、特徴的な地形を
形成していく。地形が変動することはまた流れの様子
を変化させることに繋がり、これを通じて土砂移動、
地形変動特性もまた影響を受ける。このように、流体
の運動、土砂の移動、並びに地形変動は相互に強く関
係しており、どれか一つの要素の変化でも、巡り巡っ
ていずれは系全体を変化させるほどの影響を持つ可能
性もある。昨今の激甚災害に見る降雨パターンの変化
や、それに伴う大規模斜面崩壊による多量の土砂生産
が及ぼしうる可能性などはこのような懸念の一例であ
るといえ、それゆえ工学的な見地からも流れ－土砂移
動－地形変動の相互作用に関する研究の深化が強く望
まれている。本論文では、特に土砂の移動、すなわち
流れの作用を受けた土砂がどのように移動し、地形を
形作っていくかを如何にして捉えてモデル化するかに
着目する。

流れによって移動する土砂の挙動を捉えるには、究
極的には一つ一つの土砂粒子の挙動を追跡すればいい
わけであるが、これは極めて複雑かつ小さなスケール
の現象であり、計測学的にも数値計算的にも扱いが難
しい。従って、より大きなスケールの土砂移動を捉え
るためには、実現象に即した何らかのモデルが必要で
ある。最もよく用いられる方法は、土砂が移動してい
る量を何らかの流れの量と結びつけることである。す
なわちこれは流砂量式と呼ばれるものであり、数多く
の定式化が既に成され1, 2)、これと土砂保存式3)を組み
合わせることで地形変動も表現可能となってきてい
る。一方、この取り扱いは流砂量として土砂の運動を
捉えるために、土砂が地表面上をどのようにして移動
しているかを直接的に捉えることが難しく、結局、あ
る地点で測定されるバルクの流砂量や、最終的に得ら
れる地形変動の特性からモデルの妥当性を評価するこ
ととなる。すなわち、ある地点で発生した土砂がどの
ような時間・経路を経て流下し、地形変動過程と結び
ついているかに関する評価は一般的にはあまり行われ

ない。一方、土砂の運動を直接的に捉える方法として、
色つき土砂4)やICタグ5)、放射性同位体6)といったトレ
ーサーを使って、直接的に土砂がどのように移動して
いるかを捉える研究も盛んに行われている。これらを
直接的に表現できるモデルを構築できれば、土砂の移
動過程や地形変動との因果関係のよりわかりやすい理
解に繋がると考えられる。

本論文では、従来用いられている流砂量－河床変動
システムの考え方の中に、土砂トレーサーの移動モデ
ルを導入することで、より直接的に土砂の移動過程を
可視化するモデルを構築する。これを着色砂を用いた
移動床実験結果7)を比較することで、モデルの予測可
能性を示すとともに、土砂トレーサーを用いた地形変
動過程を理解することを試みる。

２．土砂移動のモデル化：土砂トレーサーの移動問題

ここでは、従来用いられている河床変動モデルの考
え方を応用することで土砂トレーサーの移動を表現す
るモデルについて考える。ここで定義する土砂トレー
サーとは、他の土砂と識別可能で、かつ他の土砂粒子
と同じように振る舞う粒子のことである。例えば、色
をつけた土砂等のように、周りの土粒子と区別するこ
とは可能であるが、運動自体は他の粒子と差がない、
いわゆるパッシブトレーサーを対象とする。また、こ
こでは議論を簡単にするために、土粒子を均一粒径と
して扱う。

個々のトレーサー粒子の運動を解析せずにその移動
を捉えるためには、トレーサー粒子が河床にどの程度
存在しているか、すなわちトレーサーの濃度を定義し、
これを追跡すると考えると便利である。この場合、ト
レーサー粒子の運動は、粒子の濃度の時空間変化とし
て表現され、その運動過程は、流砂量式と土砂保存式
によって決定される。さて、トレーサーの濃度の保存
式を構築するには、土砂の体積保存を考える必要があ
る。ここでは、混合粒径の解析に用いられる交換層モ
デル8)を用い、図－1のように交換層をコントロール
ボリュームとしてトレーサーの体積保存を考える。こ
こで交換層厚をLa、交換層におけるトレーサー濃度を
fa（無次元量、トレーサー体積/土砂の体積）とすれ
ば、交換層内に含まれる単位面積あたりのトレーサー
量は、

 ( ) aa fLλ−1  (1)

である。ここに、λは河床の空隙率である。一方、掃
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流砂により輸送されるトレーサーの移動量は、単位幅
流砂量qbを用いて、

  ab fq  (2)

と書ける。河床変動が生じないとすれば、式（2）の
トレーサー輸送量の空間変化によって交換層のトレー
サー濃度が変化する。今、交換層厚を一定とし、微小
時間∆ t間のトレーサー濃度変化を∆ faとすれば、交換
層におけるトレーサーの体積保存は、
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となり、結局以下の微分方程式が導かれる。

 ( ) 01 =
∂

∂
+

∂
∂

−
x
fq

t
fL aba

aλ  (4)

上式は、混合粒径モデルにおける交換層内の占有率に
対する支配方程式と同様の形をしている。これは、交
換層を導入して体積保存を考えているために当然であ
り、河床変動がある場合は、トレーサーの濃度も以下
のように計算されることになる。
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ここに、η：河床高さ、fI：交換層と遷移層の間のト
レーサー濃度である。二次元の場合も同様の考え方に
より、流下方向軸x、横断方向軸yとして、
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となる。ここに、qbx, qby：x, y軸方向の掃流砂量である。

３．地形変動とトレーサー輸送の数値計算

前節に示したトレーサー輸送モデルがどの程度、現
象を捉えることが可能なのか、著者らにより実施され
た側岸侵食実験7)の結果を用いて議論する。

３． １　計算条件

ここでは、山口ら7)により行われた着色砂を用いた
側岸侵食・流路変動実験の結果を擬似的に再現するこ
とを試みる。ここで、実験条件と結果について簡単に
示すこととする。山口ら7)は、水路全長25m、水路幅
3mの幅広水路に粒径0.76mmの均一砂を敷き詰め、水 
路中央部に幅45cm、河岸高さ4cmの低水路を形成し、

低水路に定常流量を通水することで、低水路内の河床
変動、並びに側岸浸食に伴う流路変動に関する移動床
実験を行った。河床勾配は1/100とし、上流端からは
初期低水路幅を基本として流量2.76l/s並びに動的平衡
状態に相当する給砂を与えている。流路変動により
顕著な側岸侵食が想定される箇所に、幅50cm、長さ
3.5m、厚さ5cmの範囲に着色砂を敷きならし、これが
側岸侵食に伴い河岸から低水路に供給され、流砂とな
って移動する様子をカメラやブラックライトを用いた
撮影から定性的に把握した。実験終了後における河床
と着色砂の状態について図－2に示す。図－2aは、水
路情報からのカメラ撮影画像、図－2bはブラックライ
ト用いて着色砂を発光させた状態で撮影した画像であ
る。図よりわかるように、側岸侵食に伴い、河岸から
着色砂が低水路内に流入するが、着色砂は侵食された
河岸から対岸にかけて形成されている砂州に取り込ま
れ、非常に短い距離しか流下していないことがわかる。
すなわち、低水路に交互砂州のような顕著な河床形態
が存在する場合、短い時間スケールで見れば側岸から
供給された流砂は、ごく近傍の河床形態の発達に強く
寄与することが示唆される。このように着色砂等のト
レーサーにより土砂移動を可視化すれば、土砂移動と
地形変動の理解がより明確になる。

以上に示した実験を数値計算モデルで再現すること
を試みる。本論文で示したのは、トレーサーの輸送モ
デルのみであり、土砂移動モデル、並びに土砂を駆動
する流れを計算する流体モデルと連立させる必要があ
る。ここでは、従来平面的な河床変動計算に適用例の
多い平面二次元河床変動モデルを用いる。流れの計算
は、非定常二次元浅水流方程式により行い、流砂形態
は掃流砂のみを考える。流砂量については、芦田・道
上の平衡流砂量式1)を用い、横断方向流砂量式として
長谷川の式9)を用いる。また、河岸侵食を簡易的に再
現するため、安息角以上となった河床については、土

交換層
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∆x
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図－1　トレーサー移動モデルの概念図
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砂の保存関係から崩落させるものとする。このように
計算された土砂移動量を河床連続式に代入し、河床変
動を計算すると同時に、トレーサー濃度を保存するた
めに芦田らによる多層モデル10)をモデルに組み込んで
いる。モデルの詳細についてはIwasaki et al.11)を参照
されたい。

計算条件については実験条件と同様に設定するが、
計算と実験結果の比較の際に注意すべき点について示
しておく。ここで再現の対象としているのは地形変動
に伴うトレーサーの輸送であるが、トレーサーの移動
は当然ながら計算される河床・流路変動に強く影響を
受ける。しかし、本現象は一種の不安定現象でありそ
の発生位置等の予測が難しい自由砂州の形成や未だモ
デル化が難しい側岸侵食に強く依存するために、河岸
侵食の位置等を実験と全く同じように再現することは
難しい。一方でこれを言い換えれば、流路変動に伴う
側岸侵食自体を定性的に表現できていれば、その後の
河岸から供給された着色砂の移動は定性的には同様な
現象となると予想される。そこで、ここでは現象の定
性的な比較を目的とするため、初期河床とトレーサー
の敷設位置を以下のように決定した。まず、対象実験
と同一の条件で実施され、実験途中で河床形状を計測
している結果を用いて本計算の初期河床を図－3－1a

のように作成した。この条件の下計算を実施し、流路

変動の進行をあらかじめ確認しておき、顕著な側岸侵
食が生じる箇所に図－3－1bのように実験と同様にト
レーサー粒子を設定した。ここでは、トレーサーの濃
度（式(6)におけるfa）を100%としている。計算格子
は両方向ともに2.5cmと設定している。また、交換層
厚は粒径の2倍とし、堆積層厚は1cmと設定している。

３． ２　計算結果

図－3－1、図－3－2は計算された河床・流路変動過
程と交換層におけるトレーサーの濃度の時間変化を示
している。図－3－1bでは、低水路内の砂州の発達に
より流れが交互に偏流しながら側岸を侵食し、初期条
件よりも拡幅が進行している様子がわかる。図－3－

1cに示すようにこの低水路の拡幅がトレーサー敷設位
置まで達すると、側岸侵食により低水路内に供給され
たトレーサー粒子が河床変動の進行とともに移動す
る。しかし、このように河岸から供給されたトレーサ
ー粒子のほとんどは、図－3－2dに示すようにその直
下に形成される砂州に堆積している。これは、河岸か
ら供給されたトレーサー粒子が、直下に発達する砂州
の発達に寄与するのみであり、そのまま下流に流れて
いく成分がほとんどないことを示している。この砂州
の発達とそれに伴うトレーサーの堆積分布は、図－2

に示す実験結果と定性的にかなり良い一致を示してい

図－2　山口らによる移動床実験結果 　a）流路変動の様子　 b）着色砂の分布
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ることがわかる。一方で、より精緻な数値計算モデル
の評価を行うためには、今後実験において平面、鉛直
方向のトレーサー濃度分布等のトレーサー分布状況の
定量的な把握が必要である。

実験では、図－2に示す状態までの比較的短期間の

河床変動とトレーサー輸送を捉えているが、それ以降
の長期的な河床変動とトレーサー輸送の関係性につい
て、数値計算結果より簡単に考察する。図－3－2eは、
トレーサー粒子が砂州に堆積してからさらに計算を継
続した後の結果である。図に示すように、低水路の拡

図－3－1　地形変動とトレーサー分布の計算結果
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幅は水路幅全幅まで広がると同時に、河床形態も交互
に形成されている砂州から、より多列砂州の状況を呈
しており、新たな流路も形成されていることがわかる。
このような河床の変動、流路の形成により、砂州に堆
積していたトレーサー粒子が再移動することで、下流
に移動・分散している様子がわかる。それでもいった
ん砂州に堆積したトレーサーの大部分は、その場に留
まっている。流路変動が活発に起こり、形成された砂
州すべてが侵食されない限り、一度堆積したトレーサ
ー粒子すべてが下流に再移動することはない。また、
再移動した土粒子も、下流に形成される砂州等に再び
取り込まれ、再侵食まではその場に留まることとなる。
このように、側岸侵食等により河道内に供給された土
砂は、元からある河床の土砂と混ざり合いながら河床
形態を形成し、河床形態の破壊と再形成に寄与しなが
ら、非常にゆっくりと下流に伝搬していくことが予想
される。

３． ３　計算モデルの限界について

上述のように、ここで示したトレーサー輸送モデル
は河床変動に伴う着色砂の輸送・堆積分布を定性的に
よく表現しているようである。実験における着色砂の
分布は砂州の形成と発達に強く影響を受けている。砂
州の形成と発達はここで用いている平面二次元モデル
で十分表現可能なものであり、そのモデルの範疇で計
算されるトレーサーの輸送が実験結果をある程度捉え
ていることに矛盾はない。一方、ここでモデル化され
ていないトレーサーの移動特性についてはこのモデル
では表現することはできない。その一つの例として、
粒子スケールのトレーサーの分散に関する例を以下に
挙げる。

等流状態のような水路にトレーサー粒子を点源ソー
スで与えた場合、トレーサー粒子は下流方向に移動し
ながら分散し、拡散現象のように次第に分布が広がっ
ていくことはよく知られている12)。これは、乱流、土砂

図－3－2　地形変動とトレーサー分布の計算結果
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粒子形状の不均一さ、砂面形状の凸凹等により、土粒子
はランダム的な運動をするためである。ランダム運動
をする多粒子は、どのような確率過程に従ってもその
平均値と分散が存在する限り、中心極限定理に従い長
期的には移流拡散的な振る舞いをする13)。土粒子の運
動は、運動方程式に従う訳だが、その確率特性をstep 
lengthといった移動距離と、waiting timeといった停
止距離の確率過程として評価する方法もある14, 15)。一
方で、このようなある種の確率的振る舞いは、式(5)
に用いられる枠組みには通常考慮されていない。これ
がトレーサーの輸送にどのような影響を持つか、簡単
に考察する。

さて、前述の数値計算に用いたトレーサー輸送モデ
ルがどのような性質を持っているのかを調べるため
に、河床が動的平衡状態、すなわち式(4)が成立する
場を考える。今、一次元場を考え、一定勾配斜面に定
常流量と動的平衡掃流砂量を上流端から与えるとすれ
ば、定常等流という平衡状態が実現する。ここで用い
ている流れのモデルである浅水流方程式は、この状態
において等流の数値解を与えるため、水理量は空間的
に同一となる。従って、通常無次元せん断力の関数と
して扱うLa, qbも空間的に一定となるため、式(4)は次
式のように単純化される。

 ( ) 0
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=
∂
∂

−
+

∂
∂

x
f

L
q

t
f a

a

ba

λ
 (7)

上式は移流方程式の形を成しており、得られる解は、
faが初期分布を変えずに速度qb/La(1-λ )で移動するも
のとなる。従って、この取り扱いでは上で述べたよう
な粒子の分散の影響は全く考慮されない。これは、こ
のような平衡流砂量を用いた扱いでは、流砂量のみに
より土砂の運動を評価するために、土粒子移動のばら
つきといった要素が欠けているためである。これを改
善する一つの方法として、確率的な要素を考慮した流
砂モデルを以下に考察する。

土粒子が確率的に運動することは古くはEinstein15)

により見いだされ、移動距離と停止時間を確率量とし
て表現して流砂モデルを構築している。このように、
モデル内部に確率的な要素が内包されていれば、上記
に示したような分散的な掃流砂の振る舞いをモデル化
できると考えられる。ここでは、中川・辻本14)により
提案された、確率的な流砂モデル、およびそれを用い
た河床変動モデルを基礎として、式(5)に示したよう
なトレーサー輸送モデルを構築する。中川・辻本14)の
モデルにおいては、河床変動は、河床からの砂の巻き

上げと巻き上げられた砂の堆積の差より表現される。
このとき、巻き上げ量については流砂量式と同様に局
所的な水理量を用いて求められるが、堆積量について
は巻き上げられた砂が堆積する分布を考慮するため、
局所的な関数にならない。すなわち、巻き上げられた
ある体積の砂うち、あるものは直ちに堆積し、あるも
のはある程度移動した後に河床に堆積するという考え
方である。このように土粒子が移動から堆積するまで
の距離は流砂運動の非平衡性として解釈され、その確
率性については平坦床の場合、指数分布で表現できる
ことが知られている。このような確率性は、まさに上
で示したモデルにかけている点である。中川・辻本14)

のモデルでは、流砂の非平衡性をstep lengthでモデル
化しただけでなく、粒子移動の確率性をstep length密
度関数という形で表現していることに大きな特徴があ
る。

この流砂モデルの場合、河床変動式は次式となる。

 ( ) ( ) ( ) ( )∫
∞

−+−=
∂
∂

−
0

1 drrfrxExE
t p
ηλ  (8)

ここに、E：掃流砂の巻き上げ量、fp：step length確
率密度関数であり、平坦床の場合、以下のように指数
関数で表現できるとされている14)。
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−

=
1

 (9)

ここに、lsは平均step lengthである。式（8）の右辺第2
項が堆積量であり、step length確率密度関数を用いて
巻き上げ量をたたみ込み積分で表し、非局所関数とな
っている。トレーサーの堆積量についても同様に非局
所関数となり、式(5)に対応するトレーサー保存式は
次式となる。
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このモデルが持つ性質についても先ほど調べたのと同
様に、河床の平衡状態を仮定して求める。定常等流場
においては、La, Eが空間的に一定となるため、以下の
ように単純化される。

 ( ) ( ) ( ) ( )∫
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t
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E
L

paa
aaλ  (11)

ここで、fa(x-r)をテイラー展開し、二次の項まで取る
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と以下のようになる。
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ここに、µ 1, µ 2はstep lengthの1, 2次モーメントであり
次式で定義される。

 
2

21 2, ss ll == µµ  (13)

また、平衡状態において、流砂量は巻き上げ量と平均
step lengthを用いて以下のようになることが知られて
いる14)。

 sb Elq =  (14)

よって、最終的に以下の移流・拡散型の方程式が得ら
れる。

 ( ) ( ) 2

2

11 x
f

L
lq

x
f

L
q

t
f a

a

sba

a

ba

∂
∂

−
=

∂
∂

−
+

∂
∂

λλ
 (15)

この方程式と式(7)を比較すると、移流項は同一で、
分散項のみが加わっていることがわかる。この分散項
は、step lengthの密度関数より導かれたものであり、
粒子の確率性の影響はここに現れる。このようなモデ
ルを用いれば、地形変動を追跡しつつ、小さいスケー
ルの土粒子の分散の効果を考慮可能と考えられる。こ
のような平面的な分散作用の他に、鉛直方向の土粒子
の分散作用16)も存在し、これをどのようにモデル化さ
れるかについても今後の課題となる。また、今回粒
子のランダム的な運動の影響を考慮するために、step 
lengthを基本としたモデルを示したが、式(5)の取り
扱いに粒子の分散作用を取り込むモデルも提案されて
きている。粒子のランダム運動は、step lengthの移動
距離だけでなく、例えば粒子の移動速度や粒子濃度の
ばらつきとしてもモデル化でき17)、このような取り扱
いも今後の土砂輸送－河床変動モデルに大きな影響を
与えると考えられる。一方、地形変動等によるトレー
サーの分散作用が粒子スケールの分散作用よりも十分
に大きい場合は、大局的なトレーサーの移動に対する
粒子スケールの分散の影響は相対的にかなり小さくな
ることも示唆されているため、対象とする現象に応じ
てモデルを選択すれば、適切な数値解を得られる可能
性がある。

５．まとめ

本論文では、従来広く用いられている二次元河床変

動モデルにその枠組みから導出できる土砂トレーサー
輸送モデルを組み込むことで、土砂の移動経路や分布
範囲等を可視化できる新たなモデルを開発した。構築
したモデルを着色砂を用いた移動床実験に適用するこ
とで、定性的には着色砂の移動を表現することができ
た。トレーサーの移動モデルの導入により、土砂移動
経路と影響範囲を可視化し、土砂移動と地形変動の関
係をより明確に理解できる手法を構築できたと考えて
いる。今後は、実験とのより精緻な比較を行うととも
に、長期間・広領域の現象にモデルを適用していきた
い。特に平成28年8月に発生した北海道豪雨災害18)に
おいて大量に生産された土砂の下流への影響の解明
や、長く問題となっている河川横断構造物による流砂
の遮断による河床低下、海浜変形の影響、またそれら
の解決策であるダム排砂、置き土等の影響評価を行う
際には、流域内をどのように土砂が移動し、どのタイ
ミングでどこの地形変動に影響しているかを明らかに
する必要がある。そのような問題に対して、本モデル
から得られる結果が利用可能であるかどうか、今後探
っていきたいと考えている。
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