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On the Abashiri River in Eastern Hokkaido, the inflow and accumulation of natural and artificial pol-
lutants has increased the risk of blue tides, which can damage fishery. This study examined the use of
a permeable fishing weir, similar to those used for catching salmon, in controlling salinity intrusion. Hy-
draulic experiments and numerical calculations revealed the following. 1) Conventional one-dimensional
two-layer flow models that consider form drag at the boundary between fresh and saline water can re-
produce the behavior of the saline wedge. 2) Permeable structures, such as fishing weirs, are effective in
controlling salinity intrusion when the tide is changing from neap tide to spring tide, but not when it is
changing from spring tide to neap tide. However, numerical calculations suggest that halfway between
spring tide and neap tide, the seaward flow of fresh water is reduced by the permeable structure, which
allows saline water in the river channel to intrude upstream into the lake.

Key Words : mesh structur, salinity intrusion, hydraluc experiment, numecal analyisis, abashiri river,
abashiri lake

1. はじめに

北海道東部に位置する網走川は，河口から約 7kmの
位置に網走湖を有している．網走川と網走湖の周辺概
要図を図–1に示す．網走湖は下層に塩水層，上層に淡
水層を持つ汽水湖であり，上層の淡水層は塩水層から
の栄養塩の溶解もあいまってシジミ，ワカサギなどの良
好な漁場となっている．しかし近年，無酸素状態であ
る網走湖内の塩水層が上昇傾向にあり，青潮などの漁
業被害の危険性が高くなっている．このため，網走川
では塩水遡上の抑制に対する様々な取り組みが継続的
に行われている．
従来までに，堰の設置1)や気泡を河川横断方向に噴射
する2)ことにより塩水遡上を抑制する対策法が提案さ
れ，これらはいずれともに優れた効果を示すとされて
いる．しかし，洪水時の安全性の確保，河川環境への負
荷，装置の維持管理の面で懸念が残る．このため，網
走川では, 鮭類の捕獲を目的として設置されている「や
な」を塩水遡上抑制のための透過性構造物と見なす対
策が検討されている．この対策法は，従来法とともに
有力な対策案 と言えよう．
著者らは「やな」を透過性構造物として扱い塩水遡

図–1 網走川と網走湖の周辺概要図

上への影響について水路実験4)および数値計算を用いた
検討を行っている．その結果，下げ潮時においては，構
造物の目が細かいほど塩水の流下速度が遅くなるため，
構造物の上流側へ塩水が遡上して滞留している場合に
は，十分に掃流されず，塩水遡上抑制には不利となる
事が示唆された．



本研究では，さらに一歩踏み込み，実河川において
透過性構造物が塩水の遡上と流下に対して及ぼす影響
を総合的に判断するために，1潮汐の変動を連続的に捉
える数値計算を実施して透過率の違いによる影響を調
べた．また，時間の経過とともに現れる影響を明らか
にするために，小潮，中潮，大潮を含む 1ヶ月間の数値
計算を実施して検討を行った．なお，検討に先立って
数理モデルの構築を行い，実験値と計算値および観測
値と計算値の比較から妥当性を確認した．

2. 数理モデルの構築

本研究では，実河川における長期間にわたる塩水の
浸入と遡上に関する変動を解析することを念頭におき，
計算負荷の比較的小さい 1次元 2層流を塩水楔の数理
モデルとした．まず，上層，下層に関する連続の式は，
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である．ただし本研究の数理モデルは密度界面で現象
を議論しているため，下層から上層への連行は無視し，
これに伴い密度に関する方程式を解いていない．一方，
運動の方程式は，

∂u1

∂t
+ u1

∂u1

∂x
+ g

(
∂h1

∂x
+

∂h2

∂x
− i0

)

+g (if1 + ifs + ift1) = 0 (3)

∂u2

∂t
+ u2

∂u2

∂x
+ g

(
∂ (1− ε) h1

∂x
+

∂h2

∂x
− i0

)

+g (if2 + ifs + ift2) = 0 (4)

である．ここで，h：水深 [m]，Q：流量 [m3/s]，B：川
幅 [m]，u：流速 [m/s]，i0：河床勾配，if1，if2：摩擦勾
配，ifs：透過性構造物の抵抗項，ift：界面の形状抵抗
項，x：縦断距離 [m]，t：時間 [s]，添え字 1は上層（淡水
層），添え字 2は下層（塩水層）を表す．εは，g[m/s2]：
重力加速度 9.8，ρ[g/cm3]：流体密度として次式で表せ
る．現地の εは 0.036程度である．
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(1) 摩擦抵抗
界面抵抗係数 fiは上層のフルード数とレイノルズ数

の積より求められる金子の式5)を，河床粗度に関する抵
抗係数に関してはマニングの粗度係数 nを用いた．
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写真–1 透過性構造物

図–2 透過率の CDと Reの関係図
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である．さらに，摩

擦勾配 if1，if2 は，
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として，運動の方程式に導入した．なお，金子の式5)は
実験値および観測値から導出された界面抵抗係数の式
であり，この適用範囲は，102 ≤ (ReF

2
d ) ≤ 6× 105で

ある．このため，後述する本研究の実験に対しては，理
論的に導かれた Arita-Jirka3)による式を用いている．

(2) 透過性構造物の抵抗4)

透過性構造物の透過率の違いによる塩水遡上への影
響を評価するために，次式の抵抗項を下層，上層のそれ
ぞれの運動の方程式に加えた．ここで言う透過率とは，
横断面積に対する流水が流下可能な透過面積の率 (%)
である．透過率 70%の場合，70%は透過面積で 30%は
構造物となる．
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ここに，CD：構造物の抗力係数，γ：構造物の透過率
[％]であり，CD は抗力測定実験より平均値 CD=1.41
とした．抗力測定実験で用いた透過性構造物を写真–1

に示し，抗力係数の実験結果4)を図–2に示す．
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図–3 界面の形状抵抗の概念図

(3) 界面の形状抵抗

一般に，1次元 2層流は緩混合型の塩水楔の解析に
対して有効とされるものの，強混合型の塩水楔に対し
ては先端部の界面形状が不連続となるなどの理由から
適用事例はほとんど見られない．その理由は先端部に
おける急峻な界面勾配が第一義的な問題となるためで
ある．
これに対して著者らは，1次元 2層流の数理モデルに

基づきながらも緩混合から強混合までの塩水楔を再現
しうる解析法について検討を重ねてきている．強混合
型の塩水楔のように先端部における急峻な界面勾配は
その形状抵抗の導入により解決されるものと考えられ，
この界面の形状抵抗は，界面の投影面積の関数となる
予見とされる．この関数形では弱混合の塩水楔のよう
に界面勾配が緩やかな場合はこの形状抵抗は小さくな
り，強混合の塩水楔のように界面勾配が急峻となる場
合は形状抵抗は大きくなる．
本研究では，この界面の形状抵抗を界面の投影面積と

淡水と塩水の相対速度に比例する事を示す次式の形で
考慮することにした．界面の形状抵抗の概念図を図–3

に示す．∆h2
∆x が界面勾配を表している．
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ここに，ift は先端部の形状抵抗である．
界面の形状抵抗を考慮した場合としていない場合の

計算した界面の高さと実験値4)の値を図–4 a’)，a)に
示す．先端部の形状抵抗を導入していない計算では，塩
水楔の浸入速度は実験値と比べて大幅に速くなるうえ，
界面高が過小に評価されることが分かる．一方で，界
面の形状抵抗を考慮した場合，図–4 b)，c)に示すよ
うに，塩水楔の浸入速度，界面位ともに実験値と計算
値は一致していることが見てとれる．
界面の形状抵抗係数 iftは，実験と計算の界面の先端

位置においてその誤差が最小となる値 ift=1.06とした．

a’) 0秒経過 形状抵抗なし

a) 0秒経過 形状抵抗考慮

b) 5秒経過 形状抵抗考慮

c) 10秒経過 形状抵抗考慮
図–4 界面の実験値と計算値 (構造物なし)

(4) 構造物が存在する塩水遡上計算

透過性構造物の抵抗項および界面の形状抵抗項を考慮
した界面の計算値と界面の実験値4)を図–5に示す．構
造物の透過率は 79％である．図–5から構造物直上流
の界面の高さおよび位置は一致しているが，構造物直
下流の界面高の上昇については計算では再現出来てい
ない．本研究の数理モデルは 1次元であり鉛直方向の
流速を評価していないため再現出来ていないと推測さ
れる．しかし，本研究では，構造物の影響として構造
物直上流の塩水遡上量の推定に主眼をおいている．こ
のため，構造物直上流の界面の高さおよび構造物通過
後の下層の先端位置は一致している事から，構造物の
塩水遡上への影響を議論するうえで，本研究の数理モ
デルは実験レベルで妥当であると判断した．



a) 0秒経過

b) 5秒経過

c) 10秒経過
図–5 界面の実験値と計算値 (構造物あり)

3. 数理モデルの妥当性の検討

構築した数理モデルの妥当性が実験において確認さ
れたことから，実河川においての妥当性について検討
を行った．なお，このモデルによる計算値と比較する
ための観測データは，問題を簡単にするために透過性
構造物である「やな」が撤去されている時期のものを
用いた．
(1) 計算条件
計算に用いた河道は，平成 12 年に測量された横断

データを基にして平均河床高および川幅を各断面毎に
矩形断面として扱った．計算区間と河床高および川幅
を図–6に示す．計算区間は-3km～22kmの 25kmの区
間である．計算期間は大潮時で観測期間の 2003年 1月
19 日 9:00～2003 年 1 月 20 日 9:00 の 24 時間とした．
境界条件は，上流端では流量，下流端では水位とした．
淡水の上流端条件には q1=0.6[m2/s]を一定値として与
え，塩水に関しては q2=0.0[m2/s]として与えた．
淡水の下流端境界条件には時刻潮位 [m]を与えた．一
方で，塩水に関しては，次式で表される限界内部水深
で与えた．
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h1 = F
2/3
io × (HZ − Z) (15)

Fio =
q1√

εg(HZ − Z)3
(16)

図–6 数値計算の河道条件 [河床高，川幅]

ここで，h1：下流端の淡水層水深 [m]，h2：下流端の
塩水層水深 [m]，HZ：潮位 [m]，Z：下流端河床高 [m]，
q1：下流端の淡水層単位幅流量 [m2/s]である．なお，網
走川の河口から 3km海へ伸ばしてた箇所を下流端とし
たのは，密度流の河口の条件である上層の密度フルー
ド数の 2乗が 1となる箇所をその地点と仮定したため
である．
水温は観測データより淡水と塩水ともに0[℃]とし，塩

分濃度は淡水 0[psu]，塩水 25[psu]とした．塩水 25[psu]
は，海の塩分濃度 30[psu]と網走湖の塩水層の塩分濃度
20[psu]の平均として決定した．
マニングの粗度係数に関しては，水理量に支配的な

影響を与えるためその設定は非常に重要である．水理
量の変化に応じたマニングの粗度係数を岸・黒木8),9)の
方法を用いてエネルギー勾配、水深、粒径により算出
し、場所的・時間的に変化させて計算を行った．平均粒
径は観測データより 24mmを与えた．　
網走湖内の淡水層と塩水層の界面の標高は実測値より

約-4mであり-4m以下は塩水として初期条件で与えた．
計算断面間隔 ∆x=20[m]，計算時間ステップは

∆t=0.15[s]とした．

(2) 実河川における観測値と計算値の比較
河口から湖口までの区間で下流側 (KP2.0付近)と上

流側 (KP7.0付近)において，水位と淡水流速および塩
水流速の観測値と計算値との比較を行い，実河川にお
いて構築した数理モデルの妥当性について検討した．
下流側および上流側において水位の観測値と計算値

を図–7に示す．同図より下流側および上流側ともに一
致していることが分かる．
次に，観測データを 25[psu]を界面として淡水と塩水

の区分けして，それぞれの平均流速を求めた．下流側
の淡水流速と塩水流速の観測値と計算値を図–8に示す．
図–8の淡水流速と塩水流速は，正が順流で負が逆流を
表している．淡水流速においては，順流時に計算流速
が観測流速に比べて速くなっている．しかし，逆流時
を含めた全体的な傾向は捉えていると言える．塩水流
速においては，逆流時には一致しているが，順流時に
は観測値が 0.0m/sに対して計算値が 0.5m/s程度と速
くなっており一致していない．この間の観測データで
は 19psuの流体が順流方向に流れており，この流体は
希釈されていると推測される．つまり，順流時には塩



a) KP2.6

b) KP7.4
図–7 水位の観測値と計算値

水は淡水に希釈されながら流下しているため，淡水と
塩水の混合を無視した本モデルでは評価出来なかった
ものと考えられる．
網走湖に流入する塩水量を評価する上流側において，

淡水流速と塩水流速の観測値と計算値を図–9 に示す．
淡水流速の逆流時で一致していない箇所がある．この
断面はKP7.1であり図–6より網走湖へ流入する前の隆
起した箇所である．このため水位差がつきやすいこの
断面では水面勾配が大きくなるため，流速が速くなっ
たと推測される．しかし，塩水流速は一致しているた
め，本検討は網走湖への流入塩水量に着目しているこ
とから，そのまま検討を進めることにした．

4. 透過率および潮汐規模による塩水遡上量
の影響評価

(1) 1潮汐における構造物の塩水遡上抑制効果

本章では本研究で構築した数理モデルを用いて，上
げ潮時と下げ潮時を含む大潮 1潮汐 24時間の数値解析
を構造物の透過率を変えて実施した．計算結果を図–10

に示す．横軸に計算時間をとり縦軸に潮位と網走湖に
流入する計算累積塩分量を図示しており，累積塩分量
は流量と∆t，塩分濃度から求めている．塩水抑制効果
がある場合は累積塩分量は負の方向へ向かう．網走湖
に塩水が流入する時間帯は，潮位ピーク時 (7時間後)
から下げ潮時 (10時間後)の 3時間であった．この塩水

a) 淡水の流速

b) 塩水の流速
図–8 淡水流速と塩水流速の観測値と計算値 (KP2.0)

a) 淡水の流速

b) 塩水の流速
図–9 淡水流速と塩水流速の観測値と計算値 (KP7.1)

流入時における塩水遡上抑制効果は，構造物の目が細
かいほどその効果は大きい．一方，下げ潮時における
塩水遡上抑制効果は，当初，構造物の目が細かい事に
より塩水のフラッシュ効果が弱くなるため塩水遡上抑
制には不利となる事が推定された．しかし，今回の大



図–10 大潮 1潮汐の透過性構造物の塩水抑制効果 (2003年
1月 19日 9:00～2003年 1月 20日 8:00)

潮 1潮汐の計算においては，構造物の目が細かい事に
よる塩水遡上抑制効果の減衰はみられなかった．

(2) 小潮，中潮，大潮を含む 1ヶ月間の効果の相違

前項で大潮 1潮汐における構造物の塩水遡上への影
響が明らかとなったが，小潮や中潮では下げ潮時の塩
水フラッシュ効果が小さく河道内に塩水が残留する事
が考えられる．この事を明らかにするために，小潮，中
潮，大潮を含む 1ヶ月の計算を実施した．潮汐規模は，
小潮→中潮→大潮→中潮→小潮と変化している．横軸
に計算時間をとり縦軸に潮位と網走湖に流入する計算
累積塩分量を図–11に示す．図–11より，小潮→中潮
→大潮の変化パターンでは塩水遡上抑制効果が大きい．
一方，大潮→中潮→小潮の変化パターンでは塩水遡上
抑制効果が小さい．特に大潮→中潮の変化パターンの
塩水遡上抑制効果は，大潮で河道内に遡上した塩水が，
塩水フラッシュ効果の弱い中潮の出現により塩水が河
道内に滞留し網走湖に流入する現象が見て取れる．

5. おわりに

本研究により以下の事が明らかとなった．
1) 弱混合および緩混合の現象に対して，従来から用い
られている 1次元 2層流モデルに界面先端部の形状抵
抗を考慮した塩水楔の数理モデルを構築した．このモ
デルによる解析結果は，強混合型の塩水楔を形成する
網走川においてさえ水位および流速が観測値と一致す
ることが確認された．界面の形状抵抗の導入により，1
次元 2層流モデルによっても強混合型の塩水楔の挙動
を実用上十分な精度で評価しうる可能性がある事が示
唆された．
2) 透過性構造物の塩水遡上抑制効果を把握する事を目
的とした 1ヶ月間の連続的な数値解析の結果，小潮→大
潮では効果が大きく，大潮→小潮の変化パターンでは

図–11 1ヶ月間の透過性構造物の塩水抑制効果 (2003年 1月
1日 6:00～2003年 1月 31日 5:00)

効果が小さい事が分かった．特に大潮→中潮の変化パ
ターンでは，大潮時に河道内に塩水が滞留し中潮で塩
水のフラッシュ効果が弱くなるため網走湖に塩水が流
入する現象が示唆された．
現地の透過性構造物の透過率を選定する際には，透
過性構造物の通過を許容する魚類の大きさや，塩水遡
上対策の対策期間と塩水抑制量の検討を行う必要があ
る．これに対して，本研究で示した塩水挙動の解析法
は，一部簡便化が施された 1次元計算であるものの，現
地における塩水流速を十分な精度で再現可能であり，透
過性構造物の透過率を選定する際の検討に資すると言
える．
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