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せず，初期の発達段階における河床波も定常状態に達した

中規模河床波は川幅水深比を指標とすることで，河床形

中規模河床波も同一の無次元の水理量のもとに存在し，中

状の幾何学的な分類ができるとされている．既往の研究で

規模河床波の幾何学的な形状は統一的に解釈できることを

は大小様々な川幅水深比のもとで模型実験や数値実験が行

示す．

われてきた．小さな川幅水深比のもとでは単列砂州が発生
し，定常状態における波高や波長などの基本的な特性が明
らかにされている．一方で，複列砂州が発生するとされて
いる大きな川幅水深比のもとでは，通水初期に複列砂州が
発生するものの，その形状は安定に維持されず，やがて単
列砂州とみなせる河床形状へと遷移してその形状が維持さ
れることが報告されている 1) ．現状では，複列砂州の基本
的な性質の理解は単列砂州のそれと比べると乏しく，複列
砂州が定常状態に到達するかどうかさえ十分に理解されて
いない．
前述した通り，既往の中規模河床波に関する研究におい
て河床形状の幾何学的な分類の指標として川幅水深比が有
効であることが提示された．この関係性は流水と流砂の支
配方程式を通して理論的に導かれた 2) ものである．それに
もかかわらず，現在においてもなお河床形状の幾何学的な
分類においてなぜ川幅水深比が有効な指標として機能する
かについての力学的な説明は与えられてない．また，ほと
んどの中規模河床波の研究は河床面にばかり注目して，そ
の駆動力となっている水面の挙動が河床面にどのような影
響を与えるかについて踏み込んだ議論を行なっていない．
これに対し，福岡ら 3) と山田ら 4) は，流水と流砂の相互
作用が中規模河床波の発生と発達のいずれに対しても重要
な役割を果たすとの慧眼に富む例外的な指摘をしている．
未解明部分が多い複列砂州の基本的な性質をはじめとする
中規模河床波の力学的な理解を推し進めるためには，中規
模河床波が流水と流砂の相互作用によって形成されるとの
仮説を立て，ここに力学的な理解の糸口を求める研究が実
施されるべきであろう．
本研究では，まず，単列砂州が形成されるとする小さな
川幅水深比と複列砂州が形成されるとする大きな川幅水深
比をそれぞれ初期に与えた際に定常状態としてどのような
中規模河床波が形成されるかを把握する数値解析を行う．
続いて，数値解析より得られた結果の時間発展の分析を通
し，中規模河床波の幾何学形状は川幅水深比の大小に依存

数値解析モデルの妥当性の検証
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2.1

支配方程式

本研究では，iRIC5) に同梱されている非定常平面 2 次元
流れと河床変動の解析用ソルバーである Nays2D により移
動床数値解析を実施する．本ソルバーでは，流れは 2 次元
の浅水流方程式，河床変動は流砂の連続式により計算され
る．また，本研究では流砂量式に芦田・道上の式を用いた．

2.2

Nays2D の適用性検証

大きさの異なる川幅水深比における中規模河床波の形成
過程に対して Nays2D の適用性を検証する．適用性は，渡
邊ら 1) が様々な規模の川幅水深比のもとで実施した模型実
験の再現計算を行い，実測値と解析値との比較により検証
した．

2.2.1

水理条件と解析条件

渡邊らの模型実験は，水路床勾配を 1/80 とし，流路長
が 50 m ，水路幅が 0.9 m の直線矩形断面水路において行
われた．使用された河床材料の粒径は 0.76 mm である．水
理条件は，黒木らの中規模河床波の領域区分図で単列砂州
と複列砂州がそれぞれ発生するとされる川幅水深比と無次
元掃流力を初期に与えている． 解析対象は，複列砂州の発
生領域とされる A56 と A37，遷移領域とされる A28，ま
た単列砂州の発生領域とされる A18 の合計 4 つとした．こ
こでの A は黒木らの領域区分図で用いられている BI 0.2 /h
を表している．

Nays2D による中規模河床波の検証計算は小林ら 6) が実
施しており，本研究では小林らの条件設定を参照し， 次の
とおりとした．計算格子幅は縦断方向と横断方向のいずれ
とも 5 cm の正方格子を用いた. 初期河床には既往の研究
と同様に河床全体に河床材料の粒径程度の擾乱を与えた．
上下流端の境界条件は周期境界条件とした．解析時間は実
験通水終了時刻までとした．

2.2.2

適用性の評価

大きさの異なる川幅水深比を与えた場合の中規模河床波
の形成過程における Nays2D の適用性について評価した．
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らも 4 cm の正方格子とした．初期河床には粒径程度の大
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ても定常状態と見なせる河床形状が確認された 100,000 秒
とした．
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図–1 渡邊らの模型実験の再現計算結果 (砂州波高)

全ての条件で砂州波高と砂州波長の再現性を調べた．本論
文では，砂州波高は各横断面の高低差の平均値，砂州波長
は計算領域内における砂州の縦断距離の平均値と定義する．
実測値と解析値の砂州波高を図–1 に示した．同図から，時

3.2
3.2.1

解析結果
河床形状と流線及び流速の平面分布

数値解析から得られた川幅水深比ごとの河床高と流線を
河床波の発生と発達の代表時刻ごとに４つに分類し，図–2
に示した．
同図 (a) に示した通水開始 300 秒時点の河床形状は，A20
と A40 のどちらも縦断方向と横断方向の波長が同一のう
ろこ状の河床波が発生し，A20 より川幅水深比が大きい

刻によっては解析結果と実験結果は幾分食違うことがある

A40 では横断方向の波数が多い河床波が見られた．同時刻

ものの，いずれの川幅水深比においても，平坦河床から砂

における流線の分布を見ると， A20 と A40 のどちらも側

州波高がそれぞれ急速に発達し，その後，長時間に渡りほ

壁に対してほぼ平行な流れが生じていた．

ぼ一定値を維持しており，解析値は実測値を良好に再現し

同図 (b) に示した通水開始 3,000 秒時点の河床形状を見

ていることが確認された．砂州波長の実験値と解析値の比

ると，A20 は左右岸に砂州が交互に配置された単列砂州が

較は紙面の都合上により割愛するが，砂州波高と同様に良

形成されている．一方で，A40 は通水初期に発生したうろ

好に実測値を再現していることを確認した．このことから，

Nays2D は模型実験スケールにおいては中規模河床波の形
成過程を適切に再現可能であるものと判断される．

こ状の河床波が維持されず，時間の経過とともに横断方向
の波数が減少し，浮州の発生が見られた．同時刻における
流線を見ると，A20 は左右岸の側壁間をジグザグに往復す
る流れが生じている一方で， A40 は発生した浮州を迂回

数値解析
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する流れが生じている．

本章では，通水開始時に大小異なる川幅水深比を与えた

同図 (c) に示した通水開始 10,000 秒後では，A20 にお

数値解析を実施し，川幅水深比ごとの中規模河床波の定常

ける河床形状と流線は通水開始 3000 後 からほとんど変化

状態の把握を試みた．

は見られなかった．一方で，A40 の河床形状を見ると単列

3.1

水理条件と解析条件

川幅水深比が中規模河床波の定常状態に与える影響を調
べるために，無次元掃流力とフルード数を一定値とし，川
幅水深比のみを変化させた水理条件のもとで数値解析を実
施した．

た，A40 の流線を見ると流心に比べて左右岸の側壁付近に
流れが集中していることがわかった．
同図 (d) に示した通水終了時刻の 100,000 秒後の河床形
状は，A20 と A40 のどちらの条件も単列砂州が形成され

本研究で用いた川幅水深比は黒木らが領域区分図で採用
している BI0

砂州とみなせる河床波へと遷移する途中過程であった．ま

0.2

/h(=A) を用いることとし，単列砂州の発

生領域である A20 と複列砂州の発生領域である A40 をそ
れぞれ初期に与えた．無次元掃流力は 0.1 ，フルード数は

た．同時刻の流線を見ても，A20 と A40 のどちらの条件
も直線水路内で反射点を左右岸の側壁に持ち，側壁間をジ
グザグに反射する流れが生じている．
以上の結果から，河床形状は A20 と A40 のどちらも通

1.5 にそれぞれ統一した．実験規模は模型実験を対象とし，

水初期はうろこ状の河床波が発生し，通水終了時刻には単

水路長は検証計算で再現された砂州の波長を踏まえて全長

列砂州が形成されることが明らかとなった．河床上の流れ

60 m とした．水路床勾配は 1/38，河床材料の粒径は 3.2

も川幅水深比の大小に依らず，河床形状の変化に伴い，側

mm とした．各条件毎に異なる条件は流量と水路の全幅の

壁に平行な流れから側壁間をジグザグに反射する特徴的な

みである．流量は通水開始から通水終了まで定常で与え続

流れが生じていることがわかった．従って，通水初期と通

けた．

水終了時刻の河床形状と流れは，川幅水深比の大小に依存

境界条件は上下流端の水理量を一致させる周期境界条件

せずに，類似性が高いことが示された．
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(a) 通水開始 300 秒後の河床高と流線の平面分布
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(b) 通水開始 3,000 秒後の河床高と流線の平面分布
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(c) 通水開始 10,000 秒後の河床高と流線の平面分布
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(d) 通水開始 100,000 秒後の河床高と流線の平面分布

図–2 各川幅水深比における時刻ごとの河床高と流線の平面分布
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図–3(a) から分かるように，通水開始からわずか 1,000
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(b) 水路全区間における無次元の横断方向流速の標準偏差

横断方向の流速成分が生み出されるようになったことが挙

図–3 無次元の横断方向の流速成分の経時変化

げられる．また，図–2 の河床高の平面図からは，A20 と

A40 では横断方向の波数にこそ差異が見られるものの，河
床波の縦断方向と横断方向の波長がほぼ同一となっている
ことが分かる．この時間帯の無次元の横断方向の流速成分
の大きさは，いずれの川幅水深比においても同一である．
さらに，図–3(b) から分かるように，標準偏差も平均値
と同様にいずれの川幅水深比においても最終的には同一の
値に収束していた．従って，類似した流水と流砂の相互作
用の状態が生じ，その結果，同一の河床波が形成されたこ
とが推測される．

要となる定常状態においては，川幅水深比の大小に依らず，
左右岸の側壁間をジグザグに流水が流下することを要因と
して単列砂州へ収束することが推測される．このように，
初期の発達段階と定常状態に達した河床波のいずれの形状
も統一的な物理現象であることが示された．

4

おわりに
本研究では，初期に大小様々な川幅水深比を与えた際に

定常状態にどのような中規模河床波が形成されるかを把握

川幅水深比が A20 の条件では通水開始から 2,000 秒頃

する数値解析を行った．数値解析から得られた結果の分析

から 0.15 程度のほぼ一定値に収束する．一方で川幅水深比

を通し，中規模河床波の幾何学形状は川幅水深比の大小に

が A40 の条件ではその後も横断方向の流速成分は増加と

依存せず，初期の発達段階における河床波も定常状態に達

減少を繰り返すものの，図–3(a) から分かるように 40,000

した河床波も同一の無次元の横断方向の流速成分を起因と

秒を過ぎた頃からやはり 0.15 程度の一定値に収束するこ

し，中規模河床波の幾何学的な形状は統一的に解釈できる

とが示された．これらの時間帯以降になると河床波は流下

ことを示した．

を続けるもののその形状はほぼ変わらない．ごく初期にお
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