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上流域からの土砂が、下流・海域の土砂動態や河床変動に与える影響を知ることは、流域の総合

的な土砂管理を行う上で重要である。しかしながら、土砂の移動を直接測定することは極めて困難

であり、土砂の発生源からどのような過程を経て河川内を流下しているのかを評価する手法がない。

そこで、本研究では河川における土砂管理に有用な知見の提供を目指し、土砂動態予測モデルによ

る河床変動過程把握技術の開発を試みる。 
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1.  はじめに 
 

 上流域から供給され下流・海域に移動していく土

砂が、土砂動態や河床変動に与える時空間的な影響

を把握することは、将来にわたる流域の総合土砂管

理を行う上で重要である。 

現在、上流域からの土砂供給量が変化することで、

河床低下、河床の粗粒化による河川環境の悪化（産

卵床の減少、魚類の移動阻害）、海浜の減少等の問

題が発生している。土砂供給量不足が生じている場

所に土砂還元を行う方法として、ダム堆積土や河道

掘削土砂を下流に置き土することで洪水時に下流に

流下させる土砂還元が行われている。このような土

砂管理を行う上で、還元した土砂が河道をどのよう

に移動し、どこに堆積するのかを把握することが必

要となる。しかしながら、流砂の移動を直接測定す

ることは極めて困難であり、流砂量の測定や河床や

粒度分布の変化から推定するしかなく、流砂の移動

過程は不明瞭で直感的にわかりづらく将来的な予測

も困難である。 

そこで、本研究では河川内に供給された土砂の移

動過程、影響時間等を表現する土砂動態予測モデル

の計算と室内実験による予測可能性の検討を試みた。 

 

2.  室内実験 

 

実験は河床材料を構成する同じ粒径の着色土砂を

投入する均一粒径実験及び河床材料よりも細かい粒

径の着色土砂を投入する細粒土砂投入実験の2ケー

スを行った。いずれの実験も寒地土木研究所の保有

する水路長50 m、水路幅0.9 m、水路勾配1/200の直

線水路にて行った。また、実験準備として河床の定

常状態を模擬するための初期河床形成を行っている。 

 
(1)  初期河床形成 

移動床実験を実施するためにまず、東北珪砂4号

（中央粒径0.77 mm）を用いて厚さ10 cmとする

1/200勾配の平坦移動床を作成した。この移動床に

最低流量4 l/s、ピーク流量8 l/s、また最低流量から

ピーク流量、ピーク流量から最低流量までの時間が

1時間とした図-1のような三角形のハイドログラフ

を3度連続（計6時間）で通水した。また、上流端か

ら給砂を行い河床高さが変化しない動的平衡状態を

維持した。この3度の通水を二度繰り返し、合計6回

のハイドログラフを与えることで、砂州地形を形成

し、後述する土砂投入実験の初期河床としている。

図-2には初期河床のコンター図を示す。 

 

(2)  土砂投入実験 

 前節の手順で得られた砂州地形に、図-1と同様の

ハイドログラフを3度連続で通水する実験を行った。

この際、ハイドログラフのピーク流量付近において

着色砂を投入した。なお、投入する土砂が均一、細

砂の両ケースは異なる実験であり、6回のハイドロ

グラフの通水による初期砂州河床実験により得られ

る砂州地形も同一ではないが、砂州波長や波高、形

成位置などはほぼ同一であることが図-2よりわかる。 

図-1  通水するハイドログラフの形状 
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着色砂には均一粒径実験では東北珪砂4号を、細

粒土砂投入実験では東北珪砂7号（中央粒径）を用

いており、東北珪砂7号においては着色による粒径

への大きな影響がないことを粒度分布試験により確

認している。また、細粒土砂投入実験では3度連続

の通水を2回行っており、実験回数が均一粒径実験

より1回多くなっている。着色砂の投入量及び投入

位置は表-1に示す通りである。水路上方よりカメラ

による通水中及び通水終了後の写真撮影を行ってお

り、撮影条件は表-2に示す。着色砂投入以外の条件

は初期河床形成時と同様である。また、細粒土砂投

入実験では通水終了後に水路側方からの撮影を行っ

た。 

 

3. 土砂動態予測モデルによる計算 
 
(1)  土砂動態予測モデル 

 予測モデルとして、岩崎ら1)が構築した平面二次

元河床変動モデルにトレーサーの輸送を組み込んだ

数値計算モデルを用いた。このモデルでは、河床変

動モデルにより計算される流砂量の連続関係をもと

に、土砂中に含まれるトレーサー量を体積濃度を計

算し、この時空間分布より投入したトレーサーの動

態を解析できる。詳細は岩崎ら1)の文献を参照され

たい。 

 

(2)  計算条件 

 計算は、実験条件を可能な限り反映して実施した。

ただし、対象としているのは均一粒径実験のみであ

る。初期河床については、6回のハイドログラフを

通水したのちに得られた実測の河床形状を与え、格

子幅を縦方向22 cm、横断方向6.34 cmとする計算格

子を作成した。そのほかの条件は実験条件と同様で

あるが、投入土砂量のみ試行錯誤的に調整した。こ

れは、実験における流砂量と数値計算上において得

られる流速場と流砂量式である芦田・道上式を用い

て計算される流砂量が一致しないためである。これ

は、流れ、流砂モデルの精度の問題による。これを

踏まえて、置き土を模した供給流砂量については、

0.2 l/minと設定した。 

 

4. 結果・考察 

 
(1)  結果 

 図-3には細粒土砂投入実験後に水路側方から撮影

した写真を示す。図-4には細粒土砂投入実験にて下

流端にて採取したサンプルの粒度試験結果を示す。

図-5には着色砂の流下状況を示す。細粒土砂投入実

験後の水路の断面写真を図-6に示す。着色砂の流下

状況はいずれも1回目の投入あるいは、通水終了後

の結果である。図-5を見ると細粒土砂投入実験の方

が均一粒径実験と比較して、着色砂が下流へと流下

 
図-2 土砂投入実験前の初期河床コンター図（上：均一粒径実験、下：細粒土砂投入実験） 

表-1 着色砂投入量 

投入開始時間 
下流端からの

投入位置 
投入量 

50分 

均一粒径 

23.80 m  

右岸側 

1 L/minで4 L投入後 

0.5 L/minで3 L投入 

2時間50分 

均一粒径 

24.90 m  

右岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

4時間50分 

均一粒径 

24.35 m  

右岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

51分 

細砂投入 

23.30 m 

右岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

2時間50分 

細砂投入 

22.50 m  

右岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

4時間50分 

細砂投入 

21.50 m  

右岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

50分 

細砂投入 

2ケース目 

23.40 m  

左岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

2時間50分 

細砂投入 

2ケース目 

21.90 m  

左岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

4時間50分 

細砂投入 

2ケース目 

20.70 m  

左岸側 
0.5 L/minで7 L投入 

 

 

表-2 撮影条件 

使用カメラ Canon EOS 5D Mk-2 

使用レンズ Canon EF 24 mm f2.8 

シャッタースピード 1/60 sec 

画素数 5616×3744 

撮影間隔 1分間隔 

撮影範囲 

16.15 m ~ 25.33 m 

（均一粒径） 

6.32 m ~ 25.32 m 

（細砂投入） 
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しており着色砂の濃い部分が広くなっていることが

分かる。 また、横断方向にも大きく拡散し広がっ

ている。着色砂投入直下地点においては着色砂がほ

とんど見られず、鉛直方向の影響も下流になるに連

れて減少していることがわかる。細粒土砂の方が下

流へと流下し、横断方向にも拡散するものの、下流

端にはあまり到達せず、投入土砂の影響範囲は投入

位置から10 m程度と限られた区間であった。実際、

図-4に示す下流端にて採取した流砂の粒度分析結果

では、細砂の割合は最大でも0.28 %と微小であり、

ほとんど下流端には到達していないといえる。一方

で、図-3を見ると鉛直方向に層状となって着色砂が

堆積していることが確認できる。 

 このようなトレーサーの移動を数値計算モデルで

再現した結果を図-7に示す。なお、ここでは均一砂

のみのケースを再現計算の対象とした。図中のコン

ターは、単位体積土砂に対するトレーサー粒子の割

合（体積濃度）を示している。投入土砂はすべて着

色砂であるため、濃度は100%であり、投入後に河

床の土砂と混合して、濃度が低下しながら下流に伝

搬する。実験結果と比較して着色砂投入10分後（ピ

ーク流量時）及び30分後（減水期）のいずれも、計

算結果におけるトレーサーの方が先に流下している

ことが分かる。また、到達範囲も実験と比較して広

くなっている。そのため、再現性には課題があると

いえる。図-8には平均河床高の縦断分布を示す。下

流端より10 mから30 mの間で、堆積位置と深堀位置

がずれており、上下流端近辺では大きな乖離が見ら

れた。砂州は土砂を補足する大きな要素であり、こ

の再現性がトレーサー濃度の分布の再現に大きく影

響する。このように、河床変動の特性の再現性がト

レーサーの空間分布の変動の再現性に大きく影響す

るものの、砂州上に堆積する点については、計算モ

デルではよく再現されている。 

 

(2)  考察 

 本実験では投入する土砂の粒径によらず、下流へ

の影響は投入箇所の下流に顕著に表れ、これが徐々

に下流側に伝搬していることがわかる。一方で、下

流端における投入土砂の影響は限定的であることか

ら、置き土を行う際には、その投入位置と影響範囲

の関係を考慮する必要がある。すなわち、下流への

影響が広範囲に必要となる置き土をする際には、置

き土の効果が必要となる範囲において一か所に置き

土するのではなく、間隔を空けて複数の地点に置き

土をすることが効果的であると考えられる。加えて、

土砂投入直下地点には影響がほとんど見られないこ

とから、それぞれの置き土の影響範囲が重なるよう

にする必要性があると考えられる。しかしながら、

本実験では細粒土砂は単一粒径を掃流砂として流下

させているため、投入土砂の粒径が小さく浮遊砂と

して流下した場合や複数の粒径土砂を投入した場合

の影響は不明である。これらの影響評価や実河川へ

の適用性については今後の課題としたい。 

 計算において実験結果との比較では、モデルの再

現性に課題が残った。この原因としては流れ、流砂

モデルの精度が不十分であること、それに伴い実験

での投入土砂量を正確に再現出来なかったことが考

えられる。また、平均河床高の縦断分布もずれてい

ることから、砂州の移動が計算上速くなってしまい

トレーサーの移動にも影響を与えたと考えられる。

平均河床高の上下流端でのずれは、境界条件の影響

を受けたものと考えられる。再現性の向上について

は今後の課題としたい。 

 

 

 

 

 
図-3 細粒土砂投入実験後の水路側方から撮影写真 

 
図-4 下流端にて採取したサンプルの粒度試験結果 
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図-5 着色砂の流下状況 

 

 

着色砂投入開始60分後（上：均一粒径 下：細砂投入）

着色砂投入開始110分後（上：均一粒径 下：細砂投入）

通水終了後（上：均一粒径 下：細砂投入）

通水終了後（細砂投入 2ケース目）

着色砂投入開始30分後（上：均一粒径 下：細砂投入）

 
図-6 細粒土砂投入実験後の水路の断面写真 

7m 右岸側7m 左岸側

15m右岸側15m 左岸側

18m左岸側 18m 右岸側
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5．まとめ 
 

 本研究では、土砂動態予測モデルによる計算と室

内実験によるモデルの再現性について検証した。そ 

の結果、モデルの再現計算では精度に課題が残った。

また、室内実験では投入する土砂の粒径によらず投

入土砂への影響は限定的であった。今後は、モデル

の精度を向上させると共に、室内実験の条件を変更

して実河川での適用の可能性について検討を進める

予定である。 
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図-7 土砂動態予測モデルによる計算結果（上：均一粒径実験 下：再現計算） 

通水終了後

1回目の投入から10分後

1回目の投入から30分後

2回目の投入から10分後

2回目の投入から30分後

3回目の投入から10分後

20.0
17.8
15.6
13.3
11.1
8.90
6.70
4.40
2.20
0.00

トレーサー濃度(%)

 
図-8 通水終了後の平均河床変化量の縦断分布 
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