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�� はじめに

北海道の一級河川である十勝川において治水安全

度を向上させることを目的に，日本最大となる起伏

式ゲートを �門配置した千代田新水路が ����年 �

月より運用を開始している．千代田実験水路 �図���

はこの千代田新水路の一部を活用することで，最大

で �����	
もの流量を通水させ人工洪水を発生さ

せることが出来る日本最大規模の実物大河川実験施

設である��．この水路を用いた実験は ����年度か

ら行なわれる予定であるが，これに先立ち ����年

度から ����年度にかけて実験水路の基礎的な特性

を明らかにし，今後の実験に向けた基礎資料とする

ことを目的に予備実験を実施している．本論文は今

年度に実施した予備実験の内，主に水理特性につい

て報告するものである．

�� 実験水路概要

図��に実験水路の諸元を示す．実験水路上流端に

ゲートが配置され，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．しかしな

がら十勝川にある千代田堰堤は農業用取水位を確保

する必要があるため，十勝川の流況に応じて実験水

路へ供給できる流量は制限される．また制限内の操

作であった場合でも，ゲート開度が過大となり水路

内への供給流量が安定しないことも考えられる．さ

らに治水施設の一部として実験水路を利用している

ことから，大規模出水時には実験を行なうことが出

来ず，これより実験可能な通水最大流量が �����	


となっている．以上より ����年度から実験を行な

うにあたり，十勝川の流量とそれに対する実験水路

への供給可能流量との関係を把握することが不可欠

となっている．

�������� ��	
��� �������� �������� ������� ��������

図�� 千代田新水路及び実験水路

図�� 実験水路の諸元

�� 実験概要

実験水路の基礎的な特性を明らかにするため，水

位観測，流量観測，���観測，掃流砂量・浮遊砂量

観測等を実施した．なお実験を行なうにあたり，下

流区間では十勝川からの背水の影響，また観測橋ピ

アが流況に影響を与える可能性が考えられることか

らも，今回は上流区間において詳細な観測を行なっ

ている．観測実施箇所は図��に示すとおりである．

今年度は全 �回の通水を行い，その概要は次の通

りである．なおここで記載している流量は通水前に

設定した目標流量であり，実際の流量とは異なるも

のである．

第 �回通水は初めに ����	
を通水し，途中から
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図�� 観測実施箇所

図�� 分流前流量

�����	
へと流量を増加させた．最初の実験であり

各種観測機器の操作方法の把握を目標に行なった．

第 �回通水の目標流量は ����	
とし，ここでは唯

一，図��に示す全ての観測を行うことが出来た．第

�回通水，および第 �回通水の目標流量はそれぞれ

����	
，����	
であった．第 �回通水の目標流量

は ����	
であり，通水途中から ���	
へ流量を減

衰させた．第 �回はゲートの開閉操作を頻繁に行い，

その影響がどのように実験水路に与えるか把握する

ことを目的に実験を行なった．

なお今年度は例年に比較し降雨が少なかったこと

から図��に示すように十勝川の流量が増えず，小

流量での実験がほとんどであった．

��� 水位観測

図�	に示す定点水位計 �電波式�は �秒毎にデー

タを取得，��秒間の平均を �データとし，��分毎

に管理棟においてリアルタイムでデータの確認が可

能である．なおダイバー式水位計 �水圧式�は実験

の終了後，機器を引き上げデータ回収を行なう必要

がある．定点水位計及びダイバー式水位計の精度は

���である．また定点水位計設置箇所には現地での

水位把握やデータ異常値確認等のため，目視観測が

図�� 定点水位計

可能な水位標も併せて設置している．

実験時には流況をリアルタイムで把握し，目標流

量の修正等を行なうことが必要であるため，今回は

定点水位計の結果を用いて検討を行なった．

��� 流量観測

流量観測の実施箇所は図��に示すとおりである．

高水流量観測は浮子を用いて �測線で実し，また

実河川では洪水後に行なう横断測量結果を用いるこ

とが多いが，本実験では精度向上を目的に通水中に

河床高を測量しその結果を用いて流量算出を行なっ

ている �但し第 �回では通水後断面を使用�．また低

水流量観測は回転式流速計を用いて ��測線 �点法

で実施し，同時に河床高を測量しこれを基に流量算

出を行なっている．

���観測はラジコンボート観測と杭ワイヤー式

観測の �種類で実施している �図�
�．���を搭

載したラジコンボートは遠隔操作が可能であり，自

由に走行することで観測を行いたい箇所での流向・

流速を測定するものである．



図�� ��ボート及び杭ワイヤー式による ����観測

杭ワイヤー式観測の方法は図�
に示す通りであ

る．ワイヤーが設置されたウィンチを観測船の先端

に搭載し，このワイヤーを両岸に配置した杭間の

ロープとつなげている．船に設置されたウィンチは

遠隔操作が可能でワイヤーの巻上げ・巻き下げによ

り船の位置を上下流方向に移動でき，またロープを

渡している杭にも手動ウィンチがついており左右へ

移動が可能である．これより観測船は縦横断方向に

自由に移動観測が出来るものである．ラジコンボー

トと比較すると流れの影響を受けにくく観測地点へ

移動する操作性の精度は高いが，反面ワイヤーの長

さ以上の範囲の観測には杭の移動が必要となること

から，自由度は若干落ちる．

なおどちらの観測船にも ��� の他に音響測

深器を搭載しており，また位置精度向上のため

������������ ���� ������ �� ��!"�� �!
� �!��

��# �$
 ���を搭載することで ��単位の精度を有

している．これより横断測線上を走行することによ

り，各水深毎の流速と河床高データを取得し流量算

出を行なうことが出来る．

ただし第 �回通水以降は十分に水深が確保出来な

図�� バケット式掃流砂捕捉機

かったため，���を用いた観測を行うことはでき

なかった．

��� 河床高・河床材料

通水前後に横断測量及び河床材料調査を行った．横

断測量は ���ピッチ毎に，河床材料は����・����・

����の �測線上で横断方向に左右岸と中央の �箇

所，計 �箇所で実施している．

��� 掃流砂観測

掃流砂観測は土研式掃流砂採取機及び，バケット

式掃流砂捕捉機 �図���を用いて観測を行った．バ

ケット式とは箱型のバケットを河床内に設置するこ

とにより，掃流砂がこのバケット内に落ち込み捕捉

するものである．またバケットにはロープを用いて

開閉が自由に出来る蓋がついており，捕捉時間につ

いても調整が可能である．なお採取した土砂は全て

土質分析を行なっている．
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図�	 水位観測結果 �上段：水位観測結果，下段：水位の時間変化量�

�� 観測結果

��� 水位観測

�� 水位観測結果

図� に水位観測結果を示す．第 � 回・第 � 回・

第 �回通水では水位が安定し定常状態に到達してい

るが，第 �回通水では後半の目標流量に対して操作

制限を越えることが予想されたため途中で目標流量

を引き下げている．また第 �回通水時は前半でゲー

トからの越流量が安定せずに水位が下がり続けてい

た．これは操作制限内であったにも関わらず，本川

流量に対して目標流量が大きすぎたことが考えられ

る．なお観測結果を用いた本川流量とそれに対応す

る設定可能な目標流量の関係については，流量観測

結果の項で述べる．

�� 水位の安定性

複数の機器で同じ項目を測定するにあたり，定常

実験では水理量が同条件下での観測が望ましいこ

とからも，通水中に流況の安定を判断しその時点か

ら各種観測を始めることが不可欠である．その判断

基準は機械誤差を考慮して概ね水位の時間変動量が

���	����を一つの目安とするが，第 �回の結果か

らわかるように，変動量がこの条件を満足したとし

ても，常に ���づつ下がり続けることも予想され

る．また第 �回通水のような大流量時は水面の波立

ち等が発生するため変動量が ���以内に収まらな

い場合もある．

図�より水位の時間変動量が一定の範囲内とな

り，且つその変動量が常に同じ符号へ変動しないこ

と，さらにこの状態が ��分程度継続したことを流

況の安定の判断指標とすることが妥当であると判断

した．

��� 流量観測

�� 各実験流量

低水流量観測結果と十勝川本川の分流前流量との

関係を図��に示す．ただし第 �回通水時は低水流

量観測が実施出来なかったため，通水後の断面を用



図�
 実験水路流量と十勝川流量

いた高水流量観測結果である．

水位観測結果より，第 �回通水時の後半目標流量

が操作制限を越えたこと，第 �回通水時前半では水

位が安定しなかったことより，それらを結んだ直線

を想定通水可能限界流量境界とした．通水限界流量

を超えたデータが少ないかったことから，正確性に

は欠けるが今後の実験水路への通水可能流量の設定

に用いることが可能と考える．但し十勝川本川の流

量は %�&式より算出していることから，%�&式の

更新が必要となった場合は新たに検討すべきである．

�� 観測機器特性

現行の流量観測は第 �回通水まで行っているが，

第 �回通水以降は流量が少なく水深が浅かったため

���を用いた観測は行っていない．ここでは第 �

回及び第 �回の結果を図���に示す．なお ���の

不具合があったことより ���観測が出来ず単独測

位状態しかデータが得られなかった時があるため，

その � 種類を併せて示している．また第 � 回観測

時の前半では水深が浅くデータが �層のみの取得で

あるため，ほとんどを補間 �水面部では第 �層流速

値'�!�
 �� ，河床部では理論式'(!)�* �+*,� - ���

で行なっている．

また高水流量観測を基準として，それぞれの観測

手法によりどの程度のバラつきがあるかを示したも

図��� 観測手法別の流量

図��� 観測手法別の流量比較

のが図���である．流量規模が小さくほとんどを補

間で流量を算出している第 �回前半，また単独測位

状態であるときはその差が大きいが，それ以外では

概ね ��.以内であった．この結果は木下��による検

討と概ね一致しているが，今後はより大規模な流量

で検証を行なう必要がある．

��� 河床水位縦断・河床材料

図���に通水前後の河床高及び定常期間での平均

水位を示す．また河床材料調査結果として，通水前

後の平均粒径も併せて示す．第 �回通水ではほとん



図��� 河床・水面の縦断形

ど粒径に変動がないことからも，広い範囲の粒径土

砂が下流へ流されたためと考えられる．第 �回通水

以降では粒径が粗くなっている．これは通水流量が

少なかったため，限界掃流力が小さい粒径の細かい

もののみが下流へ流されたことが原因と考えられる．

なお第 �回通水時は河床材料調査を，第 �回通水

時は横断測量及び河床材料調査を行っていない．ま

た以下に述べる掃流砂量の検証のほか，浮遊砂量の

採取・分析実験も行なっているがこれについても現

在，分析中であり，今後はこれらのデータを用いて

土砂に関する総合的な検討を行なう予定である．

��� 水理量

ここまでの結果より，実験時の水理量等をまとめ

たものを表��に示す．ここで �は流量 �低水流量

観測結果�，�は平均水深，�は流量と通水断面より

算出した平均流速，��はフルード数，�� は河床勾

配，�� は水面勾配，�は/�����#の平均流速公式

より算出した粗度係数，��は摩擦速度を表す．また

�	�は河床の平均粒径に対する粒子レイノルズ数で

ある．水理量から逆算した/������#の粗度係数は

�0�1���～�1���となっている．この値は河床材料

や水路形状から整理されている値 ��1���～�1����と

一致している��．

�	� 河床形態

実験結果より芦田・道上��の河床形態判定法を用

いて河床形態の判別を行なった．図���にその結果

図��� 河床形態

図��� ��ボートによる河床高測定

を示しており，第 �回通水時のみ 2!)�* ��#���の

領域 �砂蓮・砂堆�である．砂蓮の波長・波高は主に

土粒子の粒径に依存しており，粒子レイノルズ数が

��以上で土粒子粒径が �1���を超える条件下では

発生しないことから，今回は砂堆が発生していたこ

とが推測できる．

なお第�回通水時には面的に���を用いた観測

を行っており，その結果を図���に示す �但し���

不具合のため単独測位状態での結果�．今回の水理

条件下では理論的な波長は �1�～�1��程度 �
 0 ��

あるいは ��，ここで 
は波長 3�4，�は水深 3�4���，

波高は �1��～�1���程度 �� 0 �����～�����
，こ

こで � は波高 3�4���であるが，観測では波長 ���

程度，波高 �1���程度と観測された．

�
� 掃流砂量

観測結果と掃流砂量式による計算結果の比較を行

い，千代田実験水路においてどの計算手法が最も適



表�� 各実験毎の水理量

������	 ���	 �����	 �� 	� 	� 
 ������	 
��

第 �回 �前半� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �

第 �回 �後半� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �

第 �回 ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �����

第 �回 ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �����

第 �回 ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �����

第 �回 �前半� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �����

第 �回 �後半� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ���

合しているか検討を行なった．なお第 �回通水時は

掃流砂の観測を行っておらず，また前述の河床形態

の結果より第 �回以降は土砂移動がない5! �! �!�

の領域であることから，ここでは第 �回通水時を検

討の対象とした．

掃流砂量式は多くの計算式が提案されている．掃

流砂の運動は流水と河床面の境界近傍のごく薄い層

で発生する複雑な現象であるため，流砂の運動機構

のモデル化ないしは次元解析的な手法によって掃流

砂量式が誘導されている．ここでは次元解析モデル

として/�$�* �� �*�/6+���*の式��，抗力モデルとし

て芦田・道上の式��，揚力モデルとして佐藤・吉川・

芦田の式	�を用いて，粒径別による掃流砂量計算を

行なった．このとき前述したように実験水路上に砂

堆が形成されたとして有効掃流力を考慮した．それ

ぞれの粒径別掃流砂量式を以下に示す．なおここで

粒径は ��区分として計算を行なっている．

/�$�* �� �*�/6+���*の式は ���式で表される．

�� 0 � ��7�� � �����
���
�
����� ���
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�7� 0
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����
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�� 0 �������
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ここで �� は土粒子の粒径，下付添字 �は混合粒径

における粒径 �� の粒子に対する物理量であること

を示す �以下に現れる記号全てに共通�．また ��'粒

径別掃流砂量，�'土砂の水中比重，�'重力加速度，

�7��'粒径別無次元有効掃流力，����'粒径別無次元限

界掃流力 �0 ��
���������，����'粒径別限界摩擦速度

�8#��9�*!:・浅田の式
�で求める�，�7�'有効摩擦速

度，��'摩擦速度，��'� ���;��*の粗度係数，�
�'粒度

分布の ��.粒径 �但しここでの単位は 3��4�，�'マ

ンニングの粗度係数である．また河床波を考慮した

/�����#の粗度係数���は ���式で表される．

� 0
����

�����
���

� 0 �������������
����
�

芦田・道上の式は ���式で表される．
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ここで ���'粒径別無次元掃流力 �0 ��
�
������である．

佐藤・吉川・芦田の式は ���式で表される．
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図��	の上段に計算結果及び観測値より得られた

全掃流砂量を示す．バケット式を用いた観測値が他

に比べると非常に大きくなっている．掃流砂量は単

位幅あたりの土砂通過量であるが，図��
に示した

ように，通水時にバケット式の両サイドからも土砂

が落ち込んでいたことが確認されており，これが過

大に土砂を捕捉した原因の一つと考えられる．これ

については現在，バケット式捕捉機の改良案を検討

中である．



図��� 掃流砂量の観測値と計算値

これより粒径別掃流砂量について計算結果と土研

式採砂機との観測結果を比較することにした．図�

�	の下段にその結果を示す．/�$�* �� �*�/6+���*

の式による掃流砂量の計算値は観測値を大きく上

回っており，成分も観測値に比べると砂分の割合が

大きくなっている．

一方，芦田・道上の式，および佐藤・吉川・芦田

の式は流砂量，成分共に概ね観測値と合致している

と言える．図���に粒径別無次元掃流力と無次元粒

径別掃流砂量の結果を示す．この結果からも観測値

が芦田・道上の式及び佐藤・吉川・芦田の式と概ね

一致していることがわかる．

�通水のみの観測結果の比較だけであるため，今

後は様々な流況下で観測を行い検討を行なう必要が

ある．

	� おわりに

千代田実験水路の基礎的な水理特性を把握するこ

とを目的に様々な流量下で観測を行い，��流況の安

定判定，��十勝川流量と実験水路に通水可能な流量

との関係性，��千代田実験水路における最適な掃流

砂量式について明らかにすることが出来た．しかし

ながら大流量の条件下で行なえなかったこと，観測

図��� バケット式捕捉機周辺の土砂挙動

図��� 無次元掃流力

機器の不具合等があり十分な観測が行えなかったこ

とが課題として挙げられる．これらについては次年

度も予定されている予備実験で明らかにする必要が

ある．
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