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１． 研究課題 

 川底のことを「河床」と呼び，この河床の形は水の流れの作用を受けて時々刻々変わるこ

とになる．この河床がどのように変動するかを予測するための流砂研究がこれまで長年にわ

たって行われてきた．河床を構成する土砂の大きさ（粒径）は単一の材料からできているわ

けではない．そのため，複数粒径からなる河床を対象とした変動予測手法が既往の流砂研究

の中で構築されてきた．しかし，これらの取り扱い手法は河川の平地区間で見られるくらい

の粒径の幅で生じる河床を対象として考えられてきたため，最大粒径と最小粒径が 2 オーダ

ー程度以上異なるような「粒径の幅が極端に広い河床上で生じる流砂現象」については十分

な精度で河床変動を予測することが難しい．そこで，研究代表者らは基礎的な移動床実験を

通じてこのような土砂移動現象のメカニズムを明らかにすることを目指してきた． 

 本研究で対象とした現象はダムの直下の河川区間で見られる．ダムが建設されると，その

上流側から下流側への土砂の供給量が極端に減少してしまう．このような状態が長期間にわ

たって維持されると，河床の高さの低下や材料の粗粒化が生じることになる．粗粒化とは，

河床から小さな材料が輸送され，河床表面に大きな礫が露出する状態になることを指す．こ

のように河川環境が変わった結果，アユの産卵場の減少など生態系へも悪影響が及んでいる．

これらを改善するために，浚渫された土砂などを河道の側岸部に設置し，これを洪水時の水

流によって流下させる「置き砂」という対策などがなされている．この対策は神奈川県を流

れる酒匂川の支川の一つである河内川でも実施されている．しかし，この置き砂の効果を力

学原理に則り，かつ十分な精度で定量的に評価する解析手法は確立されていない．そこで，

本研究ではこのような場で生じる河床変動に対して解析手法を構築することを目指しており，

これによって置き砂の効果も定量的に評価できる． 

 次に，土砂移動を明らかにするための手法について説明する．河床材料は一般に，移動し

ない大粒子，水流の作用を受けて河床近傍を移動する中粒子，河床近傍から水面付近にまで

幅広く分布するように移動する小粒子の三つの粒径集団に分けられる．これらを L 粒子，M

粒子，S 粒子と呼び，それぞれ一つの粒径で代表させた実験を行ってきた．しかし，現地の

河床は連続する粒度分布を有している．そこで，これまでに得られた実験結果を踏まえた上

で，M 粒子群が複数粒径からなる条件下での実験を行った． 

 本研究で対象とする場で生じる現象を解明する上で重要な点は，相対的に大きな粒子群が

小さな粒子に与える遮蔽効果を十分に評価することである．遮蔽効果とは，大粒子群の露出

の度合いが大きくなるにつれて，その間隙に位置する粒子に作用するせん断力が小さくなる

ことを指す．本研究課題では L 粒子，ならびに M 粒子群が与える遮蔽効果の評価手法を構築

することを目指した． 



 

 土砂の移動量は土砂粒子に作用するせん断応力 𝜏 とその粒子の移動限界時の値 𝜏𝑐の差 

(𝜏 − 𝜏𝑐) の累乗に比例すると考えられてきた．そのため，遮蔽効果を評価するとき，(a) 𝜏𝑐の

み，(b) 𝜏 のみ，(c) その両方ともに変わるという三つの考え方がある．従来の混合粒径河床

の取り扱い手法は(a)の考え方であるが，𝜏 が一定の値であるとは考え難いため，𝜏𝑐は一定の

値であると仮定して，(b)の考え方で実験結果を整理することによって遮蔽効果を評価するこ

とに努めた． 

  

２． 主な研究成果 

2.1 実験概要 

 実験には，L 粒子として粒径 50 mm のアルミナ製の球（比重 3.98），S 粒子として粒径 0.21 

mm の硅砂（比重 2.65）を用いた．M 粒子には粒径が 5，4，3，2，1 mm のガラスビーズ

（比重 2.5）を用いており，順に黒，黄，緑，赤，青に塗り分けられている．なお，粒子の粒

径が大きいほど移動限界のせん断応力も大きくなる．実験に用いた水路は全長 16 m，幅 0.2 m，

勾配 1 / 250 の矩形断面を有する開水路である． 

 M 粒子群が与える遮蔽効果を評価することを目指した実験では，移動する材料が二つの粒

径から構成される条件下で行われた．大きな粒子を Ma粒子，小さな粒子を Mb，あるいは S

粒子と呼ぶことにする．この実験条件をまとめたのが表-1 である．なお，この二種類の材料

を同体積ずつ混合した材料を L 粒子頂部まで充填した状態を初期河床として通水を行った．

このときの流量は Q = 15 (L / s) の条件下で河床が静的平衡状態に到達するまで通水を行った．

このときの河床に作用する摩擦速度は u* = 0.058 (m/s) 程度であった． 

 

2.2 河床表層を構成する掃流砂礫群が与える遮蔽効果 

 まず，L 粒子群が与える遮蔽効果について説明する．この実験では，移動する材料が一つ

の粒径から構成される条件下で到達する静的平衡河床に着目した．なお，静的平衡状態とは

上流側から土砂の供給がない条件下で到達する平衡状態のことである．河床が L-M 粒子から

構成される場合の鉛直構造を表したのが図-1 (a)であり，この場合の遮蔽効果を表す関係をま

とめたのが以下の式(1)である． 

𝜏 𝜏𝑀⁄ = (∆M 𝐷𝐿⁄ 𝛼⁄ )2 + 1                              (1) 

 

表-1 実験条件 
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よる遮蔽効果：(a) 露出の度合い δ/DMaと掃流力の比 τMb / τMa ，τS /τMaの関 

係，(b) 粒径の比 DMb / DMaと掃流力の比の関係を示している． 

 

ここで，図-1 (a)のように L 粒子群の露出の度合いを∆M，L 粒子の粒径を DL，河床に作用す 

るせん断応力を τ，比例定数を α(= 0.3)と定義する．河床が静的平衡にあるため，M 粒子に作

用するせん断応力は 𝜏𝑀 = 𝜏𝑀𝐶 が成り立つと考えられる．また，流量を異なる値に設定する

と 𝜏𝑀 = 𝜏𝑀𝐶 に相当する M 粒子上面の位置 ∆M が変わることになる．そこで，静的平衡時の

∆M 𝐷𝐿⁄ と𝜏 𝜏𝑀⁄ の結果を整理することによって式(1)を導いた． 

 図-1 (b)は，(a)と同様に，静的平衡状態に到達した後の河床を水路側方から見たものを模式

的に描いたものである．(b)は M 粒子として 2 mm の粒径粒子を用いた L-M-S 粒子からなる

河床の Case 2-S を表している．図中の四分円が L 粒子，円が M 粒子，ペールオレンジの部

分が S 粒子と空隙を表している．この図に示すように，河床表面に M 粒子のみからなる層が

現れる．L-M-S 河床だけでなく L-Ma-Mb河床の場合にも同様に，Ma粒子上面の方が Mb粒子

よりも高い位置に現れることになる． 

 通水終了後，河床表面に露出している Ma 粒子に対して∆Mを計測し，式(1)に代入すること

によって，各粒子上面に作用するせん断応力を評価した．その平均値 τMaに対する Mbあるい

は S 粒子に作用するせん断応力の比を縦軸に，Ma粒子の露出の度合い δを粒径 DMaで除した

値を横軸にとって結果を整理したのが図-2 (a)である．この図を見ると，L 粒子の遮蔽の関係

と同様に，大きな粒子の露出の度合いが大きくなるにつれて縦軸の値が小さくなることがわ

かる．ただし，移動する材料の二つの粒径の大きさの違い DMa / DMbに応じて Ma粒子の遮蔽

効果は影響を受ける．すなわち，Mb 粒子が Ma 粒子からどの程度遮蔽を受けるかという度合

い τMa/τMb を決めるパラメータは DMa / DMb と δ/DMa の二つであると考えている．これらを考

慮した遮蔽効果を表す式を誘導する段階まで達してきているものの，その詳細については改

めて報告することにする． 
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５． 研究活動の課題と展望 

 本研究課題では，移動する材料が二種類の粒径からなる条件下で行われた実験の結果に基

づいて砂礫が与える遮蔽効果を定量的に評価することを目指した．これ以外にも，移動する

材料が三種類以上から構成される場合の実験も行っており，これらの場合にどのように遮蔽

効果を取り扱えば良いかという考え方についても既に確立している．これらを踏まえて，実

河川の河床変動解析の検討を行い，その結果から河川管理や防災に貢献する情報の礎となる

よう努めていく予定である． 


