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1.  はじめに 
 河床低下を伴う大規模土砂生産後の河床の不安定土砂が侵食・流出する現象に対

する河床変動計算の適用性の検証は、中長期的な土砂管理に対して重要である。こ

のような現象を評価するにあたっては、侵食幅の評価、河床材料の粒度構成の変化

を再現する必要があると考えられるが、必ずしも十分な検討されてきたとは言いが

たい。また、侵食時には流路が固定されるため、横断方向に平均的な河床変動高で

評価する現状のモデルを適用する場合は、留意が必要である１）。そこで、本検討で

は、大規模土砂生産が生じた富士川水系早川流域内の春木川を対象として、大規模

土砂生産後の河床侵食による土砂流出現象の再現計算を実施し、1 次元河床変動計

算の適用性について検証し、課題を整理した。 
2.  計算条件 
2. 1  対象とする土砂流出現象 
 春木川ではH23 の台風 6 号、12 号、15 号、H24 の台風 4 号により、大規模な土

砂生産が生じ、大春木沢～春木川本川の砂防施設が設置された範囲には、約 80 万

m3 の土砂が堆積した。富士川砂防事務所により、大規模土砂生産直後（H24.7）と

大規模土砂生産から 3 年後（H27.8）に航空レーザー測量が実施され、約 3 年間で

32.9万m3の土砂流出が生じたことが明らかとなっている。本検討では、砂防施設が

設置された 5.6 kmの区間を対象に領域分割を行い、大規模土砂生産後の約3年間の

土砂流出現象の再現計算を実施した（図－1）。 
2. 2  計算プログラム 
 複数粒径を対象とした1次元河床変

動計算プログラム（表－1）により再現

計算を実施した。計算モデルは、高橋

の侵食堆積速度式４）により土石流～掃

流砂による河床変動を評価するモデル

に、浮遊砂のモデルを追加している。

河床のモデル化には、アーマーコート

の表現、各粒径階の土砂収支を保存す

るために平野のモデル５）を採用した。 
2. 3  場の条件の設定 
 大規模土砂生産直後の LiDAR デー

タから 50 m グリッドを作成し、侵食可能深に大規模土砂生産時の土砂堆積厚を考慮した。計算領域を堰堤による堆

砂の影響が顕著な「堆砂域」と堰堤による堆砂の影響をほぼ受けていないと考えられる「自然河道」に分割した。河

床（交換層および堆積層）の粒度分布（5 粒径階）は、大規模土砂生産による堆砂域の容積サンプリング法による調

査結果を設定することを基本とした。自然河道における調査結果は得られなかったが，オルソ画像から巨礫が多数確

認されたため、平均粒径20cmの仮定データを作成・設定した。 
流れ幅はレジーム則によって表現することとし、福田ら（2002）６）の方法を用いた。レジーム則の係数αには山地

河川でとり得る平均的な値として 5.0 を設定することを基本としたが、自然河道と堆砂域では，レジーム則の係数が

異なる可能性があるとし，5.0以外の値を検討・設定した（図－2）。 
2. 4  上流端からの水・土砂供給条件 
 水の供給条件については、上流端・支川・残流域の降雨流出解析によるが、濁度計とハイドロフォンの観測値で土

砂移動が確認された春木川第一砂防堰堤における流量から、計算で対象とする時間帯を決定した。土砂の供給条件に

ついては、上流端・支川・残流域から実績値を供給するものとし、流量の大きい時間から順に平衡濃度で供給した。 
2. 5  計算ケース 
 自然河道の交換層の粒度分布とレジーム則の係数αの条件を変更し、下記の3ケースを実施した。 
ケースA：粒度分布は全域に堆砂域の調査結果を設定・αを全域 5.0に設定 
ケースB：粒度分布は自然河道に仮定データ、堆砂域には調査結果を設定・αを全域5.0に設定 

図－1 春木川流域 

表－1 計算プログラムの概要 
項目 計算プログラムの概要

粗粒土砂
（土石流～掃流砂）

高橋の侵食・堆積速度式により非平衡に評価
土石流～掃流砂まで平衡濃度と河床せん断力を連続的に評価

細粒土砂
（浮遊砂）

濃度分布：水流層にLane-Kalinske式、砂礫移動層に鉛直方向一定の濃度分布形
沈降量：Rubeyの沈降速度式×流れの平均土砂濃度と濃度分布形から求められる
　　　　基準点位置の濃度
浮上量：芦田・道上式（参考文献２））

粒径の取扱い 掃流砂量と浮遊砂ともに複数粒径で取扱う。

流れ幅・流砂量・
河床変動の取扱い

流れ幅をレジーム則で評価し、それによる水深・流れ幅で流砂量を決定。
河床変動幅は流路幅とし、河床変動高を流路幅の平均値で評価。

河床の連続条件
の取扱い

平野モデルにより交換層（表層）・堆積層（表層より下層）のモデル化を行い各
粒径階の収支を保存

各粒径の移動限界
浮遊砂は、摩擦速度と沈降速度の比較による浮遊限界
掃流砂は、岩垣式による限界掃流力の評価＋高橋による河床内のせん断応力とせ
ん断応力による評価（参考文献３））
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ケースC：粒度分布はケースB と同じ・ケースBで再現性が

低かった仲島堰堤と春木川第一砂防堰堤の堆砂域のαに 5.0
以外の値（それぞれ7.5、1.0）を設定 
3.  計算結果 
 自然河道に堆砂域で得られた粒度分布調査結果を設定した

ケースAでは、栃原堰堤下流側および砂防堰堤の下流側で過

大な侵食となる。春木川から早川への流出土砂量でみると、

計算値は30.8 m3で実績値32.9万m3にほぼ見合った値となっ

た。 
 自然河道の粒度分布に仮定データを設定したケースBでは、

自然河道における侵食傾向が小さくなり、仲島堰堤下流側の

河床変動が再現された。しかし、それより上流の堆砂域の河

床変動分布は一致せず、流出土砂量の計算値（25.3万m3）は

実績値を過小評価した。 
 堆砂域のαに 5.0 以外の値を設定したケースC では、計算

領域全体の河床変動分布と流出土砂量が一致した。αを小さ

くすると流れ幅が減少・水深が増加・掃流力が増加し、侵食

傾向が大きくなる。それにより、仲島堰堤と春木川第一砂防

堰堤の堆砂域における2 m以上の侵食形状が再現された。 
4.  レジーム則の係数αを変化させた箇所の実際の土砂動

態と計算モデルの比較 
 αを 5.0 以外の値に設定した箇所の河道横断形状を図－3
に示す。α=7.5とした箇所（x=2600 m）では、凹地が複数確

認され「流れが分岐」していた可能性が高い。α=1.0に設定

した箇所では「上流側の狭窄部の影響を受け限定的範囲の侵

食」が発生したこと（x=2950 m）、「側岸侵食」が発生した可

能性が高いこと（x=4000 m）がわかる。 
 今回の検討を含め、一般的に流れ幅をレジーム則で考慮す

る河床変動計算モデルは、流れ幅を介して流砂量を評価する

ものであり、河床高は流路幅全体の平均値で評価される。ま

た、モデルに流れの分岐や側岸侵食が考慮されているものは

少なく、実現象とモデルが乖離していることに注意が必要で

ある。 
5.  おわりに 
 本研究では、春木川における大規模土砂生産後の河床侵食

による土砂流出現象を対象に再現計算を実施し、下記の結論

を得た。 
①侵食現象の評価には、河道特性に応じて自然河道や堆砂域

に領域分割し、河床表層の粒度分布に適切な調査結果を設

定することが重要である。 
②侵食現象の評価に対してレジーム則の係数αの影響は大きく、側岸侵食・上流側の狭窄部の影響・流れの分岐を考

慮してαを設定する必要がある。 
 山地河川を対象とした大規模土砂生産後の河床侵食による土砂流出現象の評価には、侵食現象の実態を考慮した条

件設定の必要があり、今後の課題にαの設定方法（現状モデルの課題）や側岸侵食・侵食幅・流れの分岐を考慮した

モデル開発が挙げられる。 
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図－2 計算グリッドと計算結果 

図－3 αを変化させた箇所の河道横断形状 
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