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軟岩侵食と砂礫被覆を考慮した
数値解析モデルの構築
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北海道内の複数の河川において、軟岩床の露出に伴い、急激な河床低下が進行し、橋脚の根
入れ不足、護岸の被災、産卵床の減少など様々な問題が生じている。一般的な河床変動モデル
は、砂礫床を対象としているため、軟岩床の変動を十分に予測できない。そこで、本研究は、
軟岩の侵食と軟岩床上を移動する砂礫層厚の変動の両方を考慮した河床変動モデルを構築した。
キーワード：軟岩、河床低下、数値解析モデル

1. はじめに
北海道では、河床砂礫の流出に伴い、軟岩床が露出す
る河川が増加している。一般的な岩床河川の侵食速度は
遅いため、河川計画において岩床は固定床として扱われ
ることが多い。しかし、軟岩床は、侵食(摩耗)に対して
脆弱であり、その侵食速度は驚くほど速い。このため、
軟岩床の侵食により、護岸や橋脚の安定性が低下し、そ
れに伴う治水安全度の低下が懸念されている。
軟岩床の主たる侵食メカニズムは、跳躍する流砂の衝
突による摩耗と考えられている 1) 。このため、侵食速度
は、その場を通過する流砂量に強く依存する 1)2)。流砂
量の増加は、軟岩床を摩耗する粒子の個数を増やすため、
侵食速度の増大に繋がる。それと同時に、流砂量の増加
は、軟岩床を被覆する砂礫面積を増やすため、侵食速度
の減少にも繋がる。したがって、侵食速度や、その結果
としての侵食地形を評価するためには、軟岩床を被覆す
る砂礫面積率の把握が重要となる。
これまでに、流砂による軟岩侵食を考慮した平面 2 次
元河床変動モデルがいくつか提案されている 2)3)4)。これ
らのモデルにおいて、砂礫による被覆は、計算格子毎の
砂礫層厚の有無で判断されている。これを式に表すと、
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ここで、Pc は軟岩床の砂礫による被覆率( 完全に軟岩床
が露出している場合が 0、完全に砂礫によって覆われて
いる場合が 1 )、ηa は砂礫層の厚さ、L0 は軟岩床が砂礫
で完全に覆われる際の閾値であり、既往研究 2)3)4)では 0
から最大粒径程度の値が用いられている。
粒径スケールの微視的な面積を想定した場合、砂礫に
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よる被覆は、0 と 1 の集合体として捉えることができる。
しかし、実河川スケールの計算を行なう場合、粒径スケ
ールの計算格子を用いることは、計算負荷を増加させる
ため困難である。
そこで、本研究では、Parker ら 5)，田中ら 6)によって提
案された被覆率モデルを、井上らによって開発された軟
岩侵食を考慮した平面 2 次元河床変動モデルに組み込み、
より汎用性の高い新たなモデルを構築する。

2. モデル開発
(1) 流れの基礎式
流れの基礎式には、円筒座標系・定常流れ場における
運動方程式および連続式を用いる7)。なお、河床変化高
の空間的な最大値が粒径を超えた場合、再度流況計算を
行い、これを繰返すことにより時間を進める。
(2) 流砂の連続式
流砂の保存則は、Luu ら 8)が粘着性河床の研究で提案
した以下の式を、軟岩床にも適用する。
q 
Vb
  q
 (1   ) a   b, s  b , n   0
(2)
t
t  s
n 
ここで，Vbは単位面積あたりの掃流砂の体積、tは時間、
λは砂礫層の空隙率、ηaは砂礫層厚、sは流路中心に沿っ
た座標軸、nは横断方向の座標軸、qb,s、qb,n はそれぞれs、
n方向の単位幅流砂量である。なお、Vbは掃流砂の濃度
Cbと跳躍高さhsの積に等しく、長さの次元を持つ変量で
ある(図-1参照)。
砂礫層厚が十分にある河川においては、砂礫層から掃
流層へ流砂が絶えず供給されるため、流砂量は飽和流砂
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図-1 岩盤層、砂礫層、掃流層の概念図

図-2 被覆率と砂礫層厚の概念図

量と等しい。しかし、岩床河川においては、砂礫層厚が
十分に存在せず、流砂量が飽和流砂量を下回る場合があ
る。そこで、Luuら8)と同様に、岩床上の掃流砂体積Vb と
十分に砂礫層がある状態(飽和状態)の掃流砂体積Vbcの
比を用いて飽和流砂量を補正する。

床高さ ηb の和)、N*は 2 次流強度(=7.0)、D は水深、rs は
流線の曲率である。
飽和流砂量の絶対値 qbcm は、掃流砂の飽和体積 Vbc と
砂礫粒子の跳躍速度 us の積で表されるため、Vbc は qbcm
を us で除した値と等しくなる。
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ここで、 us は砂礫粒子の跳躍速度であり、 Sklar and
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Dietrich1)が跳躍運動の実験データを収集し導いた以下の
ここで、Vbc は単位面積あたりの掃流砂の飽和体積、qbc,s、 経験式を用いて算出する。
qbc,n はそれぞれ s、 n 方向の単位幅飽和流砂量である。
us
0.56
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(9)
流線方向(s 軸方向)の単位幅飽和流砂量は、Sklar and
Rb gd
1)
Dietrich が岩床侵食の研究で使用した Fernandez Luque &
van Beek9)の式によって算出される。
(3) 軟岩床の侵食速度
1.5
(4)
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Rb gd 3
軟岩床の侵食速度は、Chatanantavet and Parker11)によって
ここで、τ*は無次元河床せん断力、τ*c は無次元限界せん
提案された以下の式で算出される。
断力、Rb は砂の水中比重(=1.65)、g は重力加速度、d は
b
  E   qbm 1  Pc 
(10)
砂礫粒子の粒径である。なお，流砂量式は、砂礫床の
x
計算でよく用いられている芦田・道上の式や、Meyer /
ここで、ηb は軟岩床の標高、E は侵食速度、β は軟岩床
Peter-Muller の式を用いても良い。
の摩耗係数、qb,m は流砂量の絶対値(  qb , s 2  qb , n 2 )、Pc
砂礫の移動限界を表す τ*cは以下の式で与える。
は岩床の砂礫による被覆面積率である。なお、井上ら 2)
 *c  Pc *ca  1  Pc  *cb
(5)
の実験よると、摩耗係数は、軟岩床の一軸圧縮強度の-2
ここで、τ*ca は砂礫床上の無次元限界せん断力、τ*cb は軟
乗に依存し、給砂粒径の概ね 0.5 乗に依存する。
岩床上の無次元限界せん断力、Pc は被覆率である。この
式は、被覆率の変化に伴い、流砂の移動限界を表す無次
(4) 被覆率
元限界せん断力が変化することを意味する。軟岩床が完
図-2 は、被覆率と砂礫層厚の概念図である。Parker ら
5)
全に砂礫で覆われた場合、τ*c は τ*ca と等しくなり、軟岩
および田中ら 6 は、被覆率 Pc が砂礫層厚 ηa と河床の代
床が完全に露出した場合、τ*c は τ*cb と等しくなる。
表的な凹凸高さ L の比で表されると想定した。Pc と ηa/L
横断方向(n 軸方向)の単位幅飽和流砂量は、長谷川 10)
の関係は河川毎に多種多様であるが、彼らは Pc が ηa/L
によって提案された以下の式で算出される。
に対し線形的に変化すると仮定した。

u
 *c  
qbc , n  qbc , s  b , n 

 ub , s
 s  k * n 


ub , n
ub , s

D
 N*  
 rs 

(6)

(7)

ここで、ub,s および ub,n は流線方向および横断方向の底面
近傍流速、μs および μk は静止摩擦係数(=1.0)および動摩
擦係数(=0.5)、η は河床高(すなわち，砂礫層厚 ηa と軟岩
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Parker ら 5)は、L は岩床の巨視的な凹凸高さ Lb に等し
いと定義し、田中ら 6)は，L は砂礫床の凹凸高さ La と等
しいと定義している。これは Parker ら 5)が研究対象とし
た河川では、岩床の粗度高さ Lb が砂礫床の粗度高さ La
を無視できるほど大きかったのに対し、田中ら 6)の実験
では、岩床は非常に滑らかで、岩床の粗度高さ Lb が，

岩床凹凸高さ（m）

侵食速度E

流砂量qb

移動限界τ＊c

被覆率 Pc

砂礫床の粗度高さ La に比べ、無視できるほど小さかっ
砂礫床と軟岩床
完全な
完全な
たためである。本研究では、滑らかな岩床と荒い岩床の
の混在河床
軟岩床
砂礫床
1
両方に対応するために、L = Lb + La と定義する。
なお、田中ら 6)は、滑らかな固定床水路を用いて、給
砂量と被覆率の関係を調査し、La は一般的な砂礫床の粗
0
度高程度(La =2.5d)であることを示している。一方、Lb は
岩床河川ごとに異なると考えられる。Lb の計測方法につ
τ*ca
いては次章で提案する。
被覆率 Pc を考慮したことにより、砂礫の移動限界 τ*c
τ*cb
[(5)式]、飽和流砂量 qb,c[(4) (6)式]、流砂量 qb,[(3)式]、
侵食速度 E[(10)式]も、格子における砂礫体積（すなわ
ち、vb+(1-λ)ηa）によって変化する。図-3 は、河床せん断
qbcb
‐τ*c1.5に依存
力を一定とした場合の、格子における砂礫体積に対する
被覆率、移動限界、流砂量、侵食速度を示している。
qbca
格子における砂礫体積が掃流層の飽和体積 Vbc を超え
るまで、被覆率 Pc はゼロ(完全な岩床)である。このた
め、移動限界 τ*c は、軟岩床上の移動限界 τ*cb となり、飽
E∝qb(1‐Pc)
和流砂量も軟岩床上の飽和流砂量 qbcb[(4) (6)式の τ*c に
τ*cb を代入した場合の値]となる。流砂量 qb は(3)式に示
したように、掃流層の砂礫体積 Vb の増加に伴い線形的
0
Vbc
(1－λ)L
0
に増加し、Vb が Vbc に至ると岩床の飽和流砂量 qbcb と等
Vbが変化
ηaが変化
しくなる。侵食速度 E は qb(1-Pc)に比例するため、格子
格子における単位面積あたりの
における砂礫体積が Vbc に至るまで、線形的に増加する。
砂礫体積 〔 = Vb+(1－λ)ηa 〕
格子における砂礫体積が掃流層の飽和体積 Vbc を超え
図-3 格子における砂礫体積に対する被覆率、移動限界、流砂
ると、軟岩床上に砂礫が堆積し、軟岩床と砂礫床の混在
量、侵食速度の概念図（τ*一定の場合）
河床となる。このとき、掃流層の砂礫体積 Vb は常に Vbc
に保たれ、被覆率 Pc は砂礫層厚 ηa の増加に伴い線形的
に増加する。被覆率の変化に伴い、移動限界 τ*c は軟岩
床上の移動限界 τ*cb から砂礫床上の移動限界 τ*ca に線形的
に変化する[(5)式]。この結果、飽和流砂量 qbc も軟岩床
上の飽和流砂量 qbcb から砂礫床上の飽和流砂量 qbca に変
化する。(3)式より Vb＝Vbc の場合 qb＝qbc のため、流砂量
図-4 岩床凹凸高さの計測状況
qb も飽和流砂量 qbc と同じ変化をする。流砂量の減少と
被覆率の増加に伴い、侵食速度 E は減少し、格子にお
1.0
ける砂礫体積が(1-λ)L に至る(つまり ηa＝L)とゼロになる。
0.8
格子における砂礫体積が(1-λ)L を超えると、軟岩床は
0.6
完全に砂礫によって被覆される。このとき、移動限界
0.4
τ*c は砂礫床上の移動限界 τ*ca、流砂量 qb は砂礫床上の飽
0.2
和流砂量 qbca、侵食速度 E はゼロとなり、通常の砂礫床
0.0
の河床変動計算が行われる。
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図-3 のように砂礫体積によって、岩床の侵食速度が
図-5 岩床凹凸高さの計測結果
ピークを持つ形で変化することは、Sklar and Dietrich1)の実
験によって明らかにされており、本研究の数値計算モデ
ルは、この影響を含んでいる点に新規性を有する。

3. 岩床凹凸高さの計測

(5) トータルの河床変動
砂礫層厚の変動と岩床侵食を併せたトータルの河床変
化高∂η/∂t は以下の式で算出する。

  a b


t
t
t
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(12)

石狩川の露岩区間(河口から160km ~ 163km・以後、研
究区間と呼ぶ)において、岩床の凹凸高さLbの計測を行
った。計測方法は、2本のアルミスタッフを直角に交差
させ、岩床凹凸の最も低い箇所と最も高い箇所の差を計

測した。計測箇所と地点数は、河口から160.2km左岸水
際で8地点、河口から162.0km左岸水際で6地点、河口か
ら162.0km右岸水際で10地点である(図-4参照)。
計測結果を図-5に示す。これによると、計測した岩床
凹凸の最小値は22cm、最大値84.5cm、平均値は48.2cmで
あった。

a) 河床変動高の観測結果

160.4

4. モデル検証

(2) 計算結果
図-6a)b)に河床変化高の観測結果と計算結果の比較を
示す。これによると、計算結果は、軟岩侵食に伴うみお
筋の形成を精度よく再現できていることがわかる。
図-6c)に、被覆率の計算結果を示す、これによると、
みお筋に沿って被覆率の低い箇所が連続している。この
ように、軟岩床が露出しやすい区間とその度合いを予測
できる点が、本研究モデルのメリットである。

5. まとめ
本研究では、軟岩床の侵食と、軟岩床上に堆積する砂
礫の面積率を考慮した、新たな平面 2 次元河床変動計算
モデルを提案した。本モデルによって、石狩川の軟岩床
侵食を伴う河床変動を精度よく再現することができた。
また、本モデルは、軟岩床の露出度合いとゾーンを予測
できる点に、既往モデル 2)3)4)に対する優位性を有する。
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b) 河床変動高の 計算結果
160.4

(1) 計算条件
研究区間を対象にモデルの検証を行った。初期河床は
平成13年横断測量、初期軟岩床高は平成20年ボーリング
測量より設定した。初期被覆率は、初期砂礫層厚(初期
河床高と初期岩盤層高の差)を用いて(11)式より設定し
た。粒径は50mmの単一粒径とし、マニングの粗度係数
は、低水路0.030、高水敷0.045とした。流量は平成13年 ~
平成18年に観測された時刻流量のうち、研究区間におい
て50mm粒径が活発に移動し始める400m3/s以上の値のみ
を用いた。
摩耗係数は、井上ら2)が研究区間で実施した現地実験
結果を参考に、0.001m-1とした。砂礫床の無次元限界せ
ん断力τ*caは0.05を用い、軟岩床の無次元限界せん断力τ*cb
は井上らの実験4)を基に0.02とした。助走区間は上下流
に3kmずつ設定し、助走区間下流端において等流起算、
助走区間上流端において動的平衡状態を仮定した。なお、
研究区間の上流区間(河口から164km ~ 166km)は露岩し
ておらず、砂礫層厚は10m以上あり、近年変動は少ない。
岩 床 の 凹 凸 高 さ Lb は 、 計 測 結 果 の 平 均 値 程 度
50cm(=10d) とし、河床の代表的な凹凸高さLは、Lbに砂
礫床の凹凸La(=2.5d)を加えた12.5dとした。
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河床変動量(m)
c) 被覆率の計算結果
160.4

161.2

162.0

162.8

軟岩床の砂礫による被覆率

図-6観測結果と計算結果の比較
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