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魚類の産卵生息場として，流速が遅く水深が深い alcove と呼ばれる地形がある．本研究では，中規模河

床形態の単列砂州領域の河道において，川幅の部分拡幅によって単列砂州発生領域における河道内の砂州

の変化を知ることを目的に，移動床による水路実験を実施した．そして，形成された河床地形の平面二次

元流況解析による水深および流速の分布から，alcove 形状形成の有無を確認した．その結果，拡幅により

強制砂州が形成され，それに侵入する自由砂州の移動速度が遅くなることが示された．しかし，水路幅に

対する拡幅延長が 5 倍程度では，自由砂州の移動速度は強制砂州の影響を受けなかった．また，水路幅に

対する拡幅延長が 10 倍程度では，流量低下後に alcove 地形が形成されることが示唆された．  
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1.  はじめに 
 
河川の氾濫原にはOff-channel habitat 1)といわれる主流路

以外の河床地形が多く存在していて，それらは河川生

態系保全の観点で重要である．しかし，貯水池をとも

なうダム建設 2)や河川整備とともにこれらの河床地形を

含む氾濫原は減少してきた 3)．アメリカコロラド州を流

れるコロラド川では，河道内の主流路以外の水表面積

がダム建設前に比べて 25-30％も減少した 2)． 
Off-channel habitat には side channel の他に backwater や

alcove 1, 4)（写真-1），我が国ではたまりやワンド 7)と呼ば

れる河床地形が含まれる．これらの河床地形は，砂州

や河川の構造物等により隔てられ，一般に流速がない

か，わずかに間隙水により涵養された流水が認められ

るような場所 1)であり，水生生物の生息場あるいは産卵

場として重要な場所である．Off-channel habitat の中でも

alcove と呼ばれる主流路と砂州により隔てられているた

まり状の地形 1, 4)は，魚類の生息場や産卵場として重要

な機能を有していることが知られており，例えば，ア

メリカオレゴン州では，冬季の潜在的なギンザケ稚魚

(Oncorhynchus kisutch)の生息場となっていること 4)や札幌

市豊平川ではサケ(Oncorhynchus keta)後期個体群の産卵場

となっていること 8)が報告されている．このようなこと

から，氾濫原が貧弱となった河川において健全な河川

生態系の保全を考える上では，このような河床地形を

創出することが重要である． 
このような河床地形は河道内に成立した砂州と河岸

との間に形成されることから，中規模河床形態 9)の領域

区分で複列砂州領域に該当する河道に多く存在するこ

とが知られている 7)．この河床地形を創出させるために

は河道内に砂州を発生させることが必要であると考え

られる．中規模河床形態の発生メカニズム 7)から考える

と，砂州の発生は川幅水深比によって決定されること

から，複列砂州領域ではない河道でこのような河床地

形を創出するには，川幅を部分的に拡幅する方法が簡

便だと考えられる．原田ら 10)は扇状地の中小河川におい

て，砂州非発生領域にあたる河道での部分拡幅が，固

定砂州を形成させる手段として有効であることを数値

実験によって示している． 
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河道の部分拡幅は，実河川の防災対策である流下能

力向上を目的とした河道掘削として行われているが，

河床が洗掘されこの状態が常態化した河川の対策とし

て，高水敷を掘削することによる川幅の部分拡幅を行

っている事例もある 11)．このため，川幅を拡幅すること

は，alcove のような河床地形を創出できるだけでなく，

防災を主軸としつつ生態系に配慮した河川管理の潜在

的展開の可能性を有している．しかし，部分拡幅でも

たらされる河道内の砂州の変化について詳しく取り上

げた知見は少ない． 
本研究では，川幅の部分拡幅によって単列砂州発生

領域における河道内の砂州の変化を知ることを目的に，

移動床実験を実施し，水路幅の部分拡幅の有無や拡幅

延長に伴う砂州形状の変化について考察した． 
 

2. 実験概要 
 
 拡幅延長の違いによって形成される河床形状を把握

するために，平坦床を初期河床とした移動床実験を実

施した．実験の流量は出水時を想定しており，砂礫の

洗掘および堆積によって創出される河床地形を把握し

た．次に，実験によって形成された河床地形に低流量

を与えた際に alcove形状が形成されているか確認するた

め，低流量時の水深および流速の空間的分布の把握を

試みた．ただし，水深と流速を水路実験により面的に

計測することは困難であるため，水路実験によって形

成された河床を固定床とし，平面二次元流況計算によ

り低流量時の水深と流速を把握することとした． 
 
(1) 実験水路 
模型実験に用いた水路は，寒地土木研究所が所有す

る全長 50 m ，水路幅 0.9 m ， 水面勾配 1/150の直線水路

を用いた．水路内の右岸側に水路幅 0.5 m となるように

側壁を設置した．この側壁の一部を取り外すことで拡

幅部とした．拡幅部は，下流端から 15 m を拡幅中心点

とし，拡幅延長をそれぞれ拡幅無し（Case1），水路幅

の 5倍の 2.5 m（Case2），10倍の 5.0 m（Case3），15倍
の 7.5 m（Case4），30 倍の 15 m（Case5）とした．実験

ケースの一覧を表-1に示す．初期河床には珪砂 4号（平

均粒径 0.765 mm)を 0.1 mの厚さで平坦に敷き詰めた． 
 

(2)  実験条件 
通水中に上流端部の河床高が変動しないよう，人力

により珪砂 4 号を給砂した．すべてのケースで流量は

0.003 m3/sとし，通水時間は 8時間とした．流量設定は，

石狩川水系豊平川の藻岩水位流量観測所における 2015
年および 2016 年の年最大流量 12)の 2 カ年平均と同規模

とした．黒木・岸の中規模河床形態の領域区分 9)による

と，初期条件において幅 0.5 m の区間（拡幅無し）が単

列砂州領域，幅 0.9 m の区間（拡幅部）が複列砂州領域

に位置する． 
 

(3)  通水中および通水後の計測 
水路下流端から 10 mから 20 mまでの範囲の水路上方

に計 5ヶ所設置したデジタルビデオカメラにより，拡幅

部およびその上下流の砂州形状の変化を記録した． 
通水中の河床形状には，光切断法を計測原理とする

河床の高解像度な計測法（Stream Tomography, 以下 ST
法）13)を用いて計測し，連続的な動画から縦断間隔 0.01 
mで河床地形を 2次元に数値化した．測定範囲は下流か

ら 9.2 mから 19.3 mまで（Case5については，6.8 mから

22.6 m まで）とし，通水後 4 時間，8 時間経過時の河床

形状を計測した． 
ST 法による計測は以下の手順で実施した．レーザー

発生装置とデジタルビデオカメラを走行架台に載せ，

レーザー光を横断的に水面とその下の河床面に照射す

る．ビデオカメラはレーザーを照射した横断面を斜め

上から撮影するように設置する．走行架台の上でレー

ザーとビデオカメラの相対的な位置は変わらないよう

に固定する．走行架台を水路の上流から下流へ縦断方

向に移動させる．走行架台の縦断的な位置は，走行架

台にもう１台設置したカメラで水路側面に貼り付けた

目盛を撮影することで把握した．撮影した動画を静止

画に分解し，レーザー光が照射した水面と河床面の位

置を抽出し，水位と河床位の算定をした． 
砂州の移動速度を把握するために，砂州が形成され

始める 1 時間後から 30 分ごとに，砂州の前縁部の縦断

位置を記録した．前縁部の縦断位置は，側壁から 0.05 m
離れた地点で計測した． 
 
(3)  流量低下時の流況計算 

 流量低下時の水深および流速を把握するために，iRIC 
Nays2DHを用いて平面二次元流況計算を行った．河床形

状は移動床実験で計測した 8時間後のデータを用いた．

流量は，前述の藻岩水位流量観測所における 2015 年お

よび 2016 年の豊水位 12)の 2 カ年平均と同規模とし，水

路実験時の 1/6 である 0.0005 m3/s とした．マニングの粗

度係数は 0.025とし，計算格子サイズは縦断方向に 5 cm，
横断方向に 2.5 cmとした．  

表-1 水理実験条件 

Case 勾配 拡幅延長(m) 流量(m3/s) 通水時間(h)

Case1 1/150 0.0 0.0030 8.0

Case2 1/150 2.5 0.0030 8.0

Case3 1/150 5.0 0.0030 8.0

Case4 1/150 7.5 0.0030 8.0

Case5 1/150 15.0 0.0030 8.0  
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図-1 通水中の砂州地形の変化 
  

 
3. 実験結果 

 
(1)  砂州形状の変化 

各ケースの ST 法による通水中の河床地形測定結果を，

初期河床高からの比高差を算出し，コンターで表現し

たものを図-1に示す． 
拡幅部を設けないCase 1では，単列砂州が明瞭に形成

されていた．Case 1-4h（通水 4時間経過時）と Case 1-8h
（通水 8時間経過時）を比較すると，Case 1-8hの方が砂

の比高差が若干大きいものの，砂州の波長はどちらも

4.2 mから 4.4 m 程度であった． 
拡幅した全てのケースでは，共通して拡幅直後の両

岸に砂の堆積が観測された．また，拡幅部の下流端付

近では側壁に沿って河床が洗掘され，拡幅部の直下流

の右岸側に砂が堆積した． 
拡幅延長が水路幅の 5倍の Case 2では，4時間目に拡

幅部対岸の左岸側 14.0 mから拡幅部に入る 16.25 mの位

置に砂州のような砂の堆積が見られた．実験の観察に

よると，この砂州はCase 1の交互砂州と同様に下流へ移

動しており，8時間目にはその前縁部が 15 mの位置にあ

った．拡幅部の右岸側には半円弧状の砂の堆積地形

（図-1 の黒色破線部，以降他ケースでも同様に示

す．）が形成されており，その先端は 8時間目に 14.0 m
くらいまで伸びていた．14.0 m から 15.0 m の左岸付近に

は，半円弧状の砂の堆積地形の先端と側壁に挟まれる

ように長さ 1.0 m 程度の筋状の深掘れが形成された．

alcove は，このような深掘れで低流量時に主流路になら

ない箇所に形成される．主流路になるかの流況解析結

果は後述する．  
拡幅延長が水路幅の 10 倍の Case 3 を見ると，拡幅部

右岸側の 15.0 mから 17.5 mにCase 2と同様の半円弧状の

砂の堆積が見られた．拡幅部の左岸側には，下流へ移

動する砂州地形が形成された．また，alcove になりうる

筋状の深掘れは，Case 3-4hでは左岸側の 15.0 m から 17.0  
m の範囲に，Case 3-8hでは 14.5 m から 16.0 m の範囲に見

られた． 
拡幅延長が水路幅の 15倍の Case4を見ると，Case 2お

よびCase 3と異なり，拡幅部右岸側の半円弧状の地形は

明瞭には形成されなかった．8 時間目には，拡幅直後の

16.0 mから 18.5 m まで水路全体に砂の堆積域が広がり，

その堆積部と左岸側の側壁と間には alcove になりうる
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2.5 m 程度の長さの筋状の深掘れが見られた．  
拡幅延長が水路幅の 30 倍の Case5 を見ると，拡幅部

全体で見ても砂州形状は不明瞭であり，比高差の大き

いものは見られなかった．Case4 と同様に，拡幅部右岸

側の半円弧状の地形は形成されなかった．また，左右

岸交互に砂の堆積部と側壁の間に発生する筋状の深掘

れは複数箇所現れた． 
 

(2) 砂州移動速度の変化 

通水中に計測した砂州先端部の縦断位置を，通水時

間ごとに縦に並列させたグラフを図-2 に示す．砂州の

移動速度を 2.0 m/h 以上，1.0 m/h から 1.7 m/h まで，0.8 
m/h 以下の 3 つに区分し，3 色の実線で示した．左岸も

しくは右岸それぞれに 1.5 時間分以上の記録（3 個以上

のプロット）が 1つの傾きを持った直線で結ぶことがで

きるものにのみ砂州の移動速度（波速）を当てはめて

いる．傾きが縦に近いもの，もしくは砂州が上流へ後

退しているものには波速を当てはめていない．黒い破

線で囲んだのは水路拡幅部に該当する部分である． 
拡幅なしの Case1 では水路全体を通して砂州の移動速

度が 2.0 m/h以上であった． Case2では，拡幅部より下流

側に移動速度の低下が見られたものの，多くの場所で

Case1 と同様に 2.0 m/h 以上の移動速度が確認された．

Case3 では，水路全体で結んだ直線が短くなり，砂州の

移動速度の変化もしくは砂州の後退，消失が考えられ

た．また，Case2 とは明らかに異なり拡幅部と拡幅部よ

り下流部での移動速度の低下が見られた．一方，拡幅

部の上流側では通水時間が 3 時間くらいまでほとんど

2.0 m/hで移動していた．3時間から 6時間までは速度が

落ちたが，7 時間からは Case1 と非常によく似た移動速

度となった．Case4では，Case3と同様に結べる直線が短

くなり，移動速度の変化もしくは砂州の消失が考えら

れた．拡幅部より上流から 15.0 m 程度までは 2.0 m/hで
あったが，5時間を境に 1.7 m/h まで移動速度が低下して

いた．Case5では，移動速度は，拡幅部では 0.8 m/h以下，

拡幅部より上流は 2.0 m/h 以上で，傾きが縦に近いもの，

もしくは砂州が上流へ後退しているものが多く見られ

た．  
 

(3) 水深流速の検討 

平面二次元流況計算により低流量時の水深と流速の

面的な分布を示した結果を図-3 に示す．各ケースにお

いて流量低下時の水深と流速を同じ位置で対応させる

と，各ケースで水深が 0.025 m 以上の範囲（水深が赤色

で示される部分）と，流速が 0.01 m/s 以上の速い範囲

（流速が白色で示される部分），もしくは水深が無く

（水深が青色で示される部分）流速も無い（流速が赤

色で示される部分）という組み合わせが見られた．(1)
で前述した Case2，Case4，Case5 で筋状の深掘れが見ら

れた部分は，水深の赤色で表現されている．これらに

 

 
図-2 砂州の移動速度  
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図-3 8時間通水後河床の流量低下時の水深および流速  

対応する流速は，白色で表現される 0.01 m/s 以上となっ

ている．alcove 地形のような水深が深く（水深が赤色で

示される部分）流速が遅い（流速が赤色で示される部

分）条件は，Case3 の図中 a で示した拡幅部の中央部分

のみであった．この深掘れ部分を囲む砂州は，図-2 で

示す砂州の移動速度でみると 2.0 m/h  であることから，

これは自由砂州であると考えられる． 
 

4. 考察 

 

拡幅しない場合に単列砂州が形成される（図-1 の

Case1-4h および Case1-8h）河道条件に対し，延長の異な

る部分拡幅を行った．拡幅延長が水路幅の 5 倍の Case2
と 10 倍の Case3 では，拡幅部の中に形成された砂の堆

積形状が，Case1 の単列砂州と似た形状となった．また，

拡幅側の右岸には同様の半円弧状の砂の堆積が見られ，

形やその位置は大きくは変わらなかった．このことか

ら，拡幅による平面形状の変化によって右岸側に強制

砂州が生じ，自由砂州（単列砂州）が進入したことが

考えられる．水路幅の 15 倍である Case4 まで拡幅する

と，前述のような明確な特徴は見られなかった．水路

幅の 30 倍まで拡幅した Case5 では砂の堆積が不明瞭と

なり，側壁と砂の堆積に挟まれた筋状の洗掘部分が複

数現れ，流路が複雑になり，複列砂州に近い状態であ

ったと考えられる．平面的な特徴でとらえると，Case4

は Case5と，Case2および Case3との中間の特徴であった

と考えられる． 
一方，図-2 で示したような砂州の移動速度からは

Case2が Case1とほとんど変わらない 2.0 m/h以上となっ

ていることがわかる．Case1 で発生した自由砂州の移動

速度が 2.0 m/h 以上であることから，水路幅の 5 倍程度

の拡幅では，強制砂州が生じても自由砂州はそれ自体

の移動速度を保って流下していることが考えられる．

また，Case5 の結果から，全幅を拡幅した場合は 0.8 m/h
以下の砂州移動速度であると考えられる．Case3 は，砂

州の移動速度から見ると Case2 に近いが，通水時間が 3
時間から 6時間まで移動速度が落ちたのは，強制砂州に

自由砂州が進入した影響である可能性があった． 
原田ら 10)は，砂州非発生領域での固定砂州形成を検討

した結果，今回の実験ケース Case2-4hに最も近い条件の

1/200 勾配，川幅の 4 倍の拡幅によって中州が形成され

る結果を示している．本研究と異なる点は，自由砂州

が発生せず，強制砂州の影響のみに限られるというこ

とであり，彼らの示した中州は拡幅部対岸の強制砂州

であったと言える．Case2-4h では，拡幅部の両岸に砂の

堆積が認められた．彼らの結果と本実験では，中規模

河床形態発生領域が異なるために単純には比較できな

いが，拡幅部対岸（左岸）には自由砂州，拡幅部側

（右岸）には強制砂州が形成され，強制砂州の形成さ

れた位置が異なっていた．  
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また，alcove になりうる筋状の深掘れは Case2 から

Case5 まで現れたが，主流路と砂州により隔てられてい

るたまり状の地形 1, 4)とされている alcove地形が見られた

のは Case3 であった．このことから，水路幅に対する拡

幅延長が 10 倍程度で，側壁と自由砂州に挟まれた部分

に深掘れが生じ，流量低下したのちには alcove形状とな

る可能性が示唆された． 
 
5. おわりに 

 
本研究では，川幅の部分拡幅によって単列砂州発生

領域における河道内の砂州の変化を把握することを目

的として，水路実験を実施した．拡幅延長の異なる実

験結果の比較により，以下のことが示された． 1) 水路

幅に対する拡幅延長 5 倍程度であれば，拡幅部の両岸に

砂州が形成されるが，自由砂州が強制砂州に進入して

も自由砂州の流下に影響は及ぼさないと考えられる．2) 
水路幅に対する拡幅延長 10 倍程度であれば，流量低下

後の河岸に沿って alcove地形が形成される可能性が示唆

された．  
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木氏にご協力いただいた．また，ST 法による画像解析

に(株)北開水工コンサルタント菊地氏にご協力いただい
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF SAND BAR BY PARTIAL 
RIVER WIDENING 

 
Tomoko KATAOKA,  Masanori NUNOKAWA，Masaaki YANO,   

Takuya INOUE, Satomi YAMAGUCHI  and  Yasuharu WATANABE 
 

In this study, in the river channel of the hydraulic environment belonging to the formation area of dou-
ble-row bar for meso-scale bed configurations, movable bed experiments aimed at investigating the for-
mation of sediment accumulation caused by partial widening to form alcove was carried out. As a result, 
it became clear that the shape of the sandbar is different depending on the length of the widened part. In 
the case of the length of the widened part about 5 times the width of the channel, it was confirmed that 
even if free bar entered the forced bar, it did not affect the flowing down of the free bar. On the other 
hand, in the case of the length of the widened part about 10 times, the possibility that the alcove topogra-
phy is formed along the river bank after the flow rate reduction was suggested. 
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