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急流な礫床河川では，流路変動に伴う側方侵食によって堤防決壊などの深刻な被害が生じることがある．

そのため，低水護岸等の設置によって河道拡幅を抑制する対策が必要となることもある．しかしながら，

河道拡幅の抑制が河道内の流路特性にどのような影響を与えるのか未だ明らかでない点も多い．本研究で

は，護岸等の固定壁で河道拡幅を抑制する場合に側岸からの土砂の供給が遮断される影響に着目した検討

を行った．移動床実験において，側岸からの土砂供給が無い場合，側岸沿いに洗掘域が延伸する過程とと

もに流路の分岐箇所が減少することが示された．また，上流側からの供給土砂量の大小が側岸沿いに洗掘

域が延伸する影響を低減または助長することを示した． 
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1. はじめに 

 

河道内において側方侵食による堤防決壊等の被災が予

想される場合には，低水護岸等の設置によって側岸侵食

を防止し，河道の拡幅を抑制する対策が実施される．護

岸等を設置した箇所では，河岸侵食が抑制される一方で

側岸侵食により本来河道内へ供給されていた土砂の供給

も抑制されることになる．流路が護岸にあたる水衝部で

は護岸前面の洗掘が大きく進行することが知られている
1)が，護岸等によって側方への河道拡幅を抑制した場合，

河道内流路の平面形にどのような影響を与えるのかは未

だよくわかっていない． 

図-1 は，一級河川石狩川水系忠別川上流部の航空写

真および LP 地形データ 2)である．航空写真中の淡赤線

は低水護岸の設置箇所を示している．地形データを見る

と，低水護岸に沿って標高の低い箇所が続いており，流

路が護岸沿いに存在していることがわかる．長田ら 3)は，

急流礫床河川である常願寺川において低水護岸の設置と

流路変動の経年変化の関係を調べ，低水護岸沿いの流路

の特性について検討している．彼らは，護岸際流路の距

離が経年的に伸びていることを示し，その要因として，

低水路内の砂州の発達，低水護岸際の深掘れによる高水

敷と護岸際流路との比高差の増大，流路の蛇行線形の増

大などを挙げている 3)． 

 護岸の設置等による河道拡幅の抑制が河道内の流路

へ影響を与える要素として，側岸からの土砂供給量の減

少や護岸沿いの直線的な流路では抵抗が小さく流速が増

  2012 低水護岸    100 m 

 
 

 
 
図-1 忠別川上流部の航空写真および LP地形データ 2) 

(LP地形データは iRIC(http://i-ric.org/)のプリ

ソフトウェアの機能を使用して描画) 
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大することなどが考えられる．その中でも，本研究では

側岸からの供給土砂の影響に着目した検討を行う．河道

拡幅を抑制する移動床実験を実施し，側岸からの土砂供

給の有無が河道内の流路特性や河道平面形状に与える影

響を考察した． 

 

2.  実験概要 

 

(1) 実験水路および実験条件 

実験に使用した水路は，寒地土木研究所が所有する全

幅 3m 延長 26m の幅広可傾斜水路である．河床勾配は

1/100 とし，河床材料には東北硅砂 4 号（平均粒径

0.765m，ほぼ均一粒径）を使用した．実験は 4ケース実

施し，いずれのケースも水路全体に 0.1m の厚さで河床

材料を敷設した後，水路中央に幅 0.45m高さ 0.02mの低

水路を整形し，これを初期河床とした．上流端では，写

真-1 のように初期水路幅および初期河床高さが変化し

ないように固定堰と固定壁を設けた． 

Case1 では，写真-2 のように水路全幅 3mを使用した

のに対して，Case2および Case3では 2枚の側壁を写真-3

のように設置して水路を仕切ることによって，水路の全

幅をそれぞれ 2.5mおよび 2.0mに狭めた条件を設定した．

つまり河道幅がそれぞれ 2.5mおよび 2.0mを超えるよう

な河道拡幅を固定壁によって抑制するという条件である．

Case4 では，写真-4 に示すように，両岸からそれぞれ長

さ 0.5mの水制を配置し，両岸の水制先端の間が 2.0mに

なるような河道を作成した．水制は両岸とも縦断方向に

1mの間隔で配置した．つまり Case4では，河道幅 2mを

超えるような河道拡幅を水制によって抑制することにな

る．なお，水制には厚さ約 1.5cmのベニヤ板を使用し，

水制の高さは初期高水敷高さと同じ 0.1m とした．各ケ

ースで設定した水路幅を表-1にまとめて示す．  

いずれのケースも流量 2.76l/s を 10 時間通水した．実

験条件を中規模河床形態の区分図 4)でみると，初期水路

幅 0.45mでは初期水深 14mmとなり，交互砂州条件とな

るが，通水中に水路が拡幅し，水路幅が約 0.7m 以上に

なると複列砂州条件へと移行する．なお，設定した初期

水理量を一様流として流下させた場合，河道幅が 1.7m

以上のときに平均掃流力が限界掃流力以下となる．流路

形状の把握を行うことが本実験の目的であることから，

左右岸の側壁間または水制の先端間の幅はそれよりも広

く設定した．また，上流からの給砂は，上流端に設置し

た幅 0.45mの固定堰区間（写真-1）で実施した．固定堰

直下流において河床高の動的平衡が維持されるように注

意しながら給砂量を調整した． 

ここで，Case1 は山口・渡邊 5)の実験で節腹が連続す

る河道平面形状が現れた条件と同じである．この実験で

再現された節腹連続河道は，河道の側岸侵食が水路側壁

初期低水路幅（ 0.45m ）
上流端の水路幅は固定

水路上流端における給砂および給水箇所

 

写真-1 水路上流端（硅砂敷設前） 

 

水路幅
3.0m

初期低水路幅
0.45m

 
写真-2 Case1の水路概要（初期河床整形後） 

 

固定壁間
2.5m (Case2)
2.0m (Case3)

固定壁

 

写真-3 Case2，3の水路概要（初期河床整形後） 

 

※初期河床整形中の写真

水制先端間
2.0m

水制

水路幅
3.0m

水制高さと初期高水敷高さは同じ

0.1m

 

写真-4 Case4の水路概要（初期河床整形中） 

 

表-1 実験条件 

Case 固定側壁間の幅 (m) 

1 3.0 

2 2.5 

3 2.0 

4 ( 2.0 )  ※水制で河道拡幅を抑制 
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に達しておらず自由に河道拡幅した場合の河道形状のひ

とつ，すなわち，河道拡幅抑制の影響が無い場合の河道

形状のひとつである考えられる．なお，複雑な河道平面

形状を検討する上で実験の再現性を確認する必要がある

という観点から，本研究において山口・渡邊 5)と同条件

の実験ケースを再度実施している． Case2 は，Case1 よ

りも河道幅を 0.5m だけ狭くしており，河道拡幅抑制の

影響が比較的小さい場合を想定した条件である．Case3

および Case4 は，さらに河道幅を 0.5m 狭くしており，

河道拡幅抑制の影響が比較的大きい場合を想定した条件

となっている．このうち Case3は側壁によって河道拡幅

を抑制しており，河道内の流路変動が河道幅 2mの側岸

に達した箇所では側岸から土砂が供給されなくなる条件

であるのに対して，Case4 は水制によって河道拡幅を抑

制するため，河道内の流路変動が河道幅 2mの側方に達

した箇所でも直ちに側岸からの土砂供給がなくなるとい

うわけではなく，ある程度は側岸からの土砂の供給が継

続する条件である．このような条件下で，側岸侵食によ

る河道拡幅を抑制することが河道内流路形状へどのよう

な影響を及ぼすのかを検討した． 

 

(2) 側壁の表面粗度 

側壁際の流れや河道形状が側壁の表面粗度によって異

なるという指摘もある 6)．本実験では，側壁表面に河床

 (a)  Case1  

 
 

 (b)  Case2  

 
 

 (c)  Case3  

 
 

 (d)  Case4  

 
 

 
 

図-2 通水後に計測された各ケースの河床形状 
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材料を吹付けて加工し，側壁に河床と同程度の表面粗度

を持たせている．そのため，側岸が河床材料でも側壁で

も側岸の表面粗度としてはほとんど違いは無いという条

件下で実験を実施した． 

 

(3) 通水中および通水後の計測 

各ケースでは，10 時間の通水後に河床形状を乱さな

いように慎重に水路内の水抜きを実施した上で 3D レー

ザースキャナー（STONEX 社製モデル X300）により河

床形状を計測した．計測は，延長 26m 水路中の下流よ

り 3m地点から 23m地点までの延長 20mの区間とし，

3D レーザースキャナーで取得した点群データから縦横

断方向 5mm 間隔のメッシュデータを作成した．従来の

移動床実験における河床形状計測は多くがレーザー砂面

計により実施されている 5)が，本実験では計測にかかる

作業量や作業時間を低減させるために上記の 3D レーザ

ースキャナーにより計測した．各ケース 5本の横断測線

においてレーザー砂面計と 3D スキャナーで計測した横

断形状を比較し，その違いは最大でも粒径の 2倍程度で

あり，本研究において実験結果を考察するのに十分な精

度であることを確認している． 

また，通水中は水路上空にカメラを設置し，通水開始

から実験終了まで約 2分間隔で静止画の撮影を実施した．

この撮影では，下流より 9.5m 地点から 16.5m 地点まで

の延長 7mの区間の画像が得られている．通水を止める

直前には，流水の状況把握のため上流から塗料を流入さ

せ，その軌跡を撮影して流路の平面的な線形を把握した．  

 

3.  実験結果および考察 

 

(1) 側壁による河道拡幅抑制が平面形状に与える影響 

各ケース通水後に計測した河床形状を図-2 に示す．

図中の黒実線は固定壁および水制の位置を示す．通水終

了直前に流入した塗料の軌跡から確認された流路の中心

線を破線，流路は明確ではないが流れが確認された箇所

を点線で示す． 

まず，Case1 では山口・渡邊 5)の実験と同様な節腹が

連続した平面形が見らる．ここで，節とは流路が合流す

るなど収束しやすい箇所であり，腹とは分岐した流路が

分散している箇所である．Case1 では節から節までつま

り流路の分岐箇所から次の分岐箇所までの縦断方向距離

すなわち波長が山口・渡邊 5)の実験と同規模であること

から，実験の再現性が確認される．また，Case2 では通

水開始から 6~7時間後，Case3では 3~4時間後に上流側

で流路の一部が側壁に達した．Case2の通水 10時間後の

河床形状を見ると，側方へ蛇行した流路の水衝部が側壁

に達してはいるが，Case1 と比べて波長が顕著に増大し

ている様子は見られない．一方，Case3 では Case1 と

Case 2 に比べて波長が明らかに増大しており，側壁によ

って側方への河道拡幅を抑制する影響が強いほど節間の

距離が増大し，流路の分岐・合流箇所が減少する結果と

なった． 

Case3 の波長が増大した要因として，単位幅流量が

Case1 や Case2 よりも大きいことや，蛇行流が河道を拡

幅する過程において横断方向への流れと土砂移動が

Case1 や Case2 よりも早い段階で側壁によって遮断され

ていることが挙げられる．前者の影響については，いず

れのケースも前述のとおり平均掃流力が限界掃流力以下

になるまで拡幅可能なように側壁間または水制の先端間

の幅が設定されており，砂の移動が確認できる流路の範

囲は河道内の一部に限られている状況からも各ケースの

差異はそれほど大きくないとみている．後者の影響につ

いては，蛇行流自体の振幅拡大を抑制する影響と側岸か

らの土砂供給が遮断される影響に分けて考える必要があ

るだろう．このうち，本研究では，側岸からの土砂供給

について着目し，節間の距離が増大，つまり流路の分

岐・合流箇所の減少に与える影響を次項で考察する． 

 

(2) 側岸からの土砂供給の影響 

Case3 と Case 4 はどちらも河道幅 2mを超える河道拡

幅を抑制しているが，図-2 の両ケースの河床形状を比

べると，Case4では，Case3よりも波長が明らかに短く，

河道拡幅を抑制しても顕著に波長が増大するという現象

は見られない．  

Case3の右岸側上流部（縦断方向距離 17m~22m付近右

岸）において，延長約 5mの洗掘域が側壁に沿って見ら

れる．そのうち上流側の約 3m（縦断方向距離

19m~22m）の範囲は明確な流れが生じておらず，取り残

された流路跡（旧流路）である．水衝部で側壁前面が洗

掘された後，砂州の移動等により流路の水衝部が下流へ

移動しても旧水衝部が埋め戻されないために，洗掘域が

側壁沿いに延伸しているのがわかる．写真-5 で後述す

るように，下流側の水衝部においても側壁沿いの旧流路

が埋め戻されにくい状況が確認されている．このような

側壁沿いに取り残された旧流路を介して隣り合う水衝部

間を直接流れる流路が側壁沿いに形成され，砂州や蛇行

流が統合されやすく波長が増大したと考えられる． 

一方，Case 4の右岸側上流部（縦断方向距離 16m~21m

付近右岸）にも流路跡が見られるが，ほとんど埋め戻さ

れていてCase 3の同位置に見られる流路跡のように明確

ではない．Case4 では側岸からの土砂供給があることか

ら側岸から供給される土砂が旧流路等へ再堆積すること

で複数波の蛇行流が統合しにくくなり波長が短いまま維

持されており，流路の分岐・合流箇所も Case3に比べて

多く見られる．つまり，土砂供給により流路が分岐しや

すい状況が維持されていると考えられる． 
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写真-5および写真-6にそれぞれ Case3および Case4の

実験で見られた流路跡の様子を示す．通水中の定点カメ

ラ撮影範囲の中から，Case3（写真-5）については縦断

方向距離 10m~13m，Case4（写真-6）については縦断方

向距離 12m~15m をそれぞれ示した（下流側水路中央に

見えるのは，上空に設置した撮影機器）．それぞれ (a) 

の時点で主流だった箇所が (b) の時点では流路跡として

取り残された箇所（赤点線で囲った位置）を示しており，

主流だった箇所が水衝部の下流への移動時に流路跡とし

て取り残された様子を示している． Case3（写真-5）の

流路跡を見ると，いくつかの小さな砂州が旧水衝部に止

まっている．流路跡を埋め戻すほどの土砂の移動が無く，

流路跡が深いまま取り残されている．一方，Case4（写

真-6）の流路跡を見ると，いくつかの小さな砂州が縦断

的に見られ，流路内の土砂移動によって，主流が切り替

わるのとほぼ同時に流路跡がある程度埋め戻されていた． 

 

(3) 上流側からの土砂供給の影響 

前項で述べたように，側岸からの土砂供給が無いと旧

水衝部が埋め戻されにくくなり，側岸際に深い箇所が連

続して現われやすくなることを示したが，Case3 の実験

において写真-5 で示した流路跡については，その後，

写真-7（写真-5 で示した流路跡位置を赤点線で囲む）

に示すように最終的には埋め戻される様子が見られた．

図-2 の通水後の河床形状を見ても，縦断距離 10m-13m

付近右岸側で側壁沿いに洗掘域が延伸している様子は無

(a) t = 230 min. 

(b) t = 320 min. 

10m 11m 12m 13m

10m 11m 12m 13m

 
写真-5 水衝部が下流へ移動した時に現れる流路跡の様子 

（Case3，縦断距離 10m～13m） 

 

(a) t = 420 min. 

(b) t = 520 min. 

12m 13m 14m 15m

12m 13m 14m 15m

 
写真-6 水衝部が下流へ移動した時に現れる流路跡の様子 

（Case4，縦断距離 12m～15m） 
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い．これは、十分な時間の経過とともに上流側から移動

してきた土砂によって最終的に旧水衝部が埋め戻された

ためである．一方で，上流側右岸（縦断方向距離

17m~22m 付近右岸）では，前出のとおり最後まで旧水

衝部が埋め戻されずに洗掘域が側壁に沿って延伸してい

る．本実験では上流端での給水と給砂を水路中央から行

っており，水路上流端付近の側岸部へは流れも流砂も生

じにくい状況であることから，最も上流側の水衝部が下

流に移動して形成された旧水衝部には上流側から土砂が

十分に供給されなかったと考えられる．このことは，側

岸からの土砂供給が無いと側壁沿いの洗掘域が延伸しや

すいという影響に対して，上流側から供給される土砂量

の大小がその影響を低減または助長することを示してい

る．前述のように節間の距離の増大は側壁沿いの洗掘域

の延伸に起因するため，上流側からの供給土砂量が節間

の距離すなわち流路の波長に影響する可能性がある． 

 

5. おわりに 

 

本研究では，河道の拡幅を抑制する際に側岸からの土

砂供給の有無が河道内流路特性に与える影響に着目して

検討を行った．移動床実験を実施した結果，側岸侵食に

よる土砂供給が無い場合，旧流路が埋め戻されずに側岸

際に深い箇所が連続して現われやすくなり，この旧流路

を介して砂州や蛇行流が統合することによって節間の距

離が増大，つまり流路の分岐箇所が減少することが示さ

れた．また，上流側からの供給土砂量の大小がその影響

を低減または助長させる可能性が示された． 
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THE INFLUENCE OF SEDIMENT SUPPLY BY THE BANK EROSION ON THE 

CHANNEL PLANE 

 

Satomi YAMAGUCHI, Yasuharu WATANABE, Hiroshi TAKEBAYASHI and Tomo-

ko KYUKA 

 
In the gravel bed river, serious damage of such as levee failure may be caused by lateral bank erosion 

with the channel change. Therefore measures to control the channel widening are often carried out by set-

ting such as the low-water channel revetment. However, some influence of channel widening restriction 

on the characteristics of channel plane is not clear yet. In this study, we examined focusing on the influ-

ence that the sediment supply is insulated from the bank when restraining channel widening by the fixed 

wall. Our movable bed experiments showed the process of increases in the watercourse wavelength along 

the bank by the influence which has no sediment supply from the bank, and the possibility that the quanti-

ty of sediment supply from the upper reaches reduce or promote that influence. 

10m 11m 12m 13m

t = 570 min. 

 
写真-7 上流側からの土砂による埋め戻し（写真-5の続き） 

 

I_882


