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洪水時の複列砂州河川の河道被災として，大きな蛇行流路の形成による河岸侵食がその典型的な事例で

あり，その機構解明は河川管理上重要な課題である．こうした背景のもと著者らの既往研究により，複列

砂州の片側河岸砂州が拡大し，これが下流に交互伝播することで単列蛇行流路が形成する過程と，側岸侵

食からの供給砂が流路固定，単列蛇行化を促進することを水理実験から見出し，さらに河岸侵食と上流側

土砂供給がこの流路形成に影響を与えることを認識した．そこで本研究では，側岸侵食を伴う複列砂州の

単列蛇行流路の形成過程に与える土砂供給の影響を，移動床水理実験と平面 2 次元河床変動解析から検討

した．その結果，土砂供給による堆積傾向が単列蛇行流路の発達を促して強調化させることを提示した． 

 
     Key Words: double-row bars,mode reduction process, single meandering channel, bank erosion, 
movable bed experiments, depth-averaged flow and bed-variation analysis 

 

 

1. はじめに 

 

近年，降雨の激化により，洪水災害が頻発している．

大出水に伴い，溢水や越水破堤による洪水氾濫が生じる

一方で，側岸侵食等による堤防や護岸の被災も頻発して

いる．このような侵食による河岸被災は，過去の出水履

歴による河床変動や砂州の形成，複列砂州の単列蛇行流

路の発達等の影響を受けて生じており，その形成過程を

理解することは今後の河道管理において重要な課題であ

る．しかしながら，上流からの土砂供給条件や河岸侵食

の影響を受けた河床・河道形状に規定されて，流れ，流

砂量が相互に影響するため，そのメカニズムは複雑であ

り十分に解明されていない． 

また，側方侵食等の被災が予想される箇所では，河岸

防護対策として低水護岸と根固工の設置により防護する

ことが多く，その場合，砂州形状に規定された蛇行流れ

による水衝部では河床洗掘（縦侵食）が生じ，護岸沿い

に流路固定が起こる等の問題が生じている 1)．山口ら 2)

は水路側壁を拘束し河道拡幅を抑制した条件で移動床実

験を行い，側方からの土砂供給が無い場合，側岸際の深

掘れが縦断方向に連続して残り，これを介して砂州や蛇

行流の統合が進むことを示している． 

一方，加藤・清水ら 3)は，侵食性河岸での水理実験に

より，複列砂州河床からの単列砂州化が進行することで

蛇行流路が形成され，これによる側岸侵食が生じること，

側岸侵食からの発生土砂による流路の固定から単列蛇行

化がより促進されることを示している．また，山口ら 4)

は，側岸から発生した土砂が供給源となり河道内に堆積

することで側岸侵食が進行した可能性を示して，側岸か

ら発生した土砂と流路変動との関連性を述べている． 

さらに，上流からの土砂供給については，久加ら 5)が

2016年 8月出水におけるペケレベツ川での被災調査結果

より，上流側の被災区間での流路の直線化と河床低下が，

その下流河道での土砂堆積，流路の蛇行化，連続的な側

岸侵食の発生と関わりがあることを示している． 

これらの研究を踏まえると，複列砂州は通水時間の経

過とともにモード減少を起こすことが既往研究において

指摘されているものの 6)～10)，複列砂州河道において土砂

供給条件が単列化とそれに伴う蛇行流路の強調，また側

岸侵食がより単列化を促進されることが考えられ，この

ような観点から移動床水理実験と平面 2次元河床変動解

析を用いて，詳細にその流路形成過程を考察した． 
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2. 複列砂州の単列化に関する移動床実験 

 

(1) 実験条件 

実験には，縦断長 14m，水路勾配 1/100，全幅 2mの直

線水路を使用した．実験水路全体に厚さ 0.1m となるよ

う河床材料を敷設した後，水路中央に幅 1.0m，高さ

0.03m の低水路を成形し（図-1），これを初期河床とし

た．河床材料には 4号珪砂（60%粒径0.60mm，標準偏差

0.02mm）を使用した． 

流量条件は，加藤・清水ら 3)の実験と同様に，複列砂

州形成から単列蛇行化する過程を把握する点から，定常

で一定時間通水（複列砂州の発生と変形過程）したのち

流量を低減させる条件（中小洪水による河道応答過程）

とした．図-2に示す通り，流量4L/sを100分間通水し，

その後流量を下げ 2L/s を 30 分間通水した．4L/s は，黒

木ら11)の砂州形成領域区分図によると，図-3に示す通り

複列砂州を発生させる水理条件である．下流端条件は水

深3cm一定とし，上流からの給砂はなしとした．通水後

20 分，40 分，100 分，130 分経過の 4 時点で通水を一旦

止め，レーザー変位計により河床形状を計測した． 

(2) 実験結果とその考察 

まず複列砂州の発達区間におけるその変形過程（単列

化）に注目する．通水から 20分，40分，100分，130分

経過時に計測した河床形状より，計測時点間の河床変動

高コンター図を図-4 に示す．通水後 20 分程度で 6～7m

付近の左右河岸沿い，その下流 7.5～8m の河道中央部に

洗掘部が確認され，複列砂州の特徴である河道中央部で

の流れの集中と河岸に向かう流れの分散が見られ始める．

通水後 20 分から 40 分の間に，8m 付近から始まる左岸

沿いの河岸砂州が対岸の砂州よりも前進性を強めること

により砂州の対称性が崩れ，40分時点で 9m付近から前

進した中央砂州が左岸沿いの河岸砂州を吸収（合体）し

拡大する様子が図-4二段目より確認される． 

通水後 40 分から 100 分の間では，7m，10m 付近の砂

州が対岸近くまで発達するのに応じて，8.5m 左岸，11m

右岸付近で側岸が侵食している様子が見られる．侵食域

の下流である 10.5m 左岸，12.5m 右岸には側岸侵食に伴

って生産された土砂による堆積域が形成され，砂州の比

高を高めたため，流路は前時間に比べ波長の短い蛇行と

なっている．つまり，河岸侵食により発生した土砂によ

り蛇行を強めた流れは，その下流対岸の側岸侵食を誘発

し，さらにその下流に発生土砂を堆積させる．この過程

が下流に伝播することで側岸侵食を伴う蛇行流が形成さ

れると考えられる． 

流量を低減させた通水後 100分から 130分の間では，

9m 左岸，11m 右岸の側岸侵食が進行しているが，侵食

箇所の前面で堆積域が発生している．そのため，河岸沿

いの河床低下がより強調され，側岸侵食が流量低減後も

活発に生じていることが推測される． 

図-4 計測時点間の河床変動高コンター図 

 
図-1 実験水路の初期河床横断形状 

 

図-2 流量条件と河床形状計測時点 

 

 
図-3 黒木らによる砂州発生領域区分図 
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次に，実験水路全体の河床変動と流路形成について考

察する．図-5 に初期河床から通水後 40 分時点までの河

床変動高を示す．上流端からの給砂を行っていないため

1～4m 区間では河床低下が発生し，一方，その下流 4～

5m 区間では河床上昇（堆積傾向）となり，さらにその

下流区間（6m より下流）では複列砂州の形成と単列化

が生じている． 

側岸侵食発生区間である 8.6ｍ地点，10.6m地点の横断

形状の時間変化を図-6 に示す．単列蛇行が発達し側岸

侵食が発生する通水後 100 分，130 分の段階で両地点の

低水路内の河床高は大きく上昇している．通水後 40 分

時点を見ると，複列砂州の特徴である河道中央の洗掘部

（8.6m 地点）と両河岸沿いに形成される洗掘部（10.6m

地点）が確認できる．8.6m地点では通水後40分から100

分にかけて河道中央の洗掘部が埋まり，その左岸側に初

期河床高程度の 深河床高を有する新たなみお筋が生じ

ている．これは，河道中央の堆積が生じることにより主

流位置が左岸に押される形で移動したものであり，この

結果，側岸侵食により川幅が 20cm 程度広がっている．

10.6m地点では通水後 40分から 100分にかけて左岸のみ

お筋が埋め戻され，対岸（右岸）の洗掘部が発達して側

岸侵食が発生し，川幅を 20cm 程度広げた．その後，流

量を減少させた 100分から 130分にかけて右岸洗掘部は

埋め戻され，河道中央に洗掘部が生じている． 

これらより，側岸侵食により発生した土砂の堆積によ

り上流からの流向が変化し，さらに堆積域を生じて流向

を変化させることの繰り返しにより蛇行を発達させ，大

きな側岸侵食の進行に至ると考えられる．一方，河床低

下が発生している1～4m区間では砂州は生じず平坦河床

を維持した直線的な河道となっている． 

以上より，低水路内の河床が上昇する区間では堆積域

の形成による流向の変化が単列蛇行の形成，側岸侵食の

発生のきっかけとなっており，土砂供給が側岸侵食の発

生過程と大きく関連していると言える． 

 

 

4. 移動床実験の再現計算 

 

(1) 解析モデル 

流れの基礎式は長田ら 12)によるものとし，流れの境界

条件として上流端で実験と同様の流量を与え，下流端に

は一定水深（3cm）を設定した．流砂量は，掃流砂のみ

とし，掃流砂量式には流下方向に芦田・道上式 13），流

下方向に直交する方向に長谷川式 14）を用い，上流端の

河床材料を移動限界粒径より大とすることで，実験と同

様に上流端からの供給土砂をなしとした．また，関根 15）

の斜面崩落モデルによる河岸侵食を取り込んだモデルと

し，安息角を 20°とした．表-1 に計算条件を示す．複

列砂州を発生させるトリガーとして，初期河床のみにラ

ンダムに粒径の 3倍程度以下の凹凸をつけることで微小

擾乱を与えた． 

 

(2) 実験結果との比較 

 

図-7 に計算による河床高コンター図（水路勾配を差

し引いた比高で表示）を，図-8 に流速コンター図を示

す（通水後 30分から 50分まで 10分毎および 100分とし

た）．図-9 には実験で得られた河床高コンター図を示

す．実験では通水後 20分，計算では通水後 30分時点に

おいて，7～8m の河道中央部，8～9.5m の左右岸で洗掘

が生じ，複列砂州の形成が確認できる．さらに，実験で

通水後 40分，計算では通水後 50分において単列蛇行流

路の形成が見られる．図-8 によると，通水後 40 分まで

は10m付近で河道中央から河岸に向かう流れの分散が発 

図-6 側岸侵食発生箇所の横断図 

表-1 数値解析条件一覧 

図-5 河床変動高コンター図 

（初期河床～通水後40分） 
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生し，その後 50 分時点では右岸に向かう流れが強くな

っている．これは，左岸5～6m付近の河床低下区間から

の土砂供給により左岸 7m 付近の河岸沿いの砂州が河道

中央へ押し出される形で比高差が生じることに起因する

と考えられる．100分時点では，左岸 9.5m付近の河岸か

ら供給された土砂が左岸10～11m付近で堆積により，左

岸に向かう流速は減少し，流路が右岸に向かう単列蛇行

化が図-8 下段からも確認できる．このような河岸沿い

の砂州による流路の入れ替わりは実験でも確認されてい

る．大きな側岸侵食は実験では左岸 7m，左岸 9.5m，右

岸 11m 付近で発生しており，計算においても左岸 9m，

右岸11m付近で見られ，概ねの位置を再現している．図

-10に実験で継続的に側岸侵食が確認された 8.8mの横断

図を示すと，計算は概ね実験の傾向を再現できている．

5. 土砂供給の影響把握のための数値実験 

 

複列砂州河道において土砂供給が単列化や側岸侵食の

発達に与える影響を把握するため，上流端の供給土砂あ

り（平衡給砂），なしでの平面 2次元河床変動解析を行

った．図-11，図-12に通水から30分，60分，90分，120

分経過時の河床高コンター図，図-13，図-14に同時刻の

流速コンター図をそれぞれ示す．複列砂州の形成は，土

砂供給あり・なしのいずれも通水後 30 分の時点で確認

され，通水後 120分の時点で単列蛇行流路の形成が確認

される．この傾向は，土砂供給なしのケースでより明瞭

である．土砂供給ありの場合，通水後 120分時点まで複

列砂州形態が見られるが，通水後90分時点で左岸3m付

近の側岸侵食箇所から発生した土砂が下流に堆積して流

向が変化し，対岸（右岸 5m）の砂州を攻撃するととも

に，この繰り返しによって単列蛇行化が発達している．

実験でも同様の現象が確認されており，土砂供給あり・

なしに関わらず，同じ過程で単列蛇行化，側岸侵食が生

じる． 

流速の発生状況に着目すると，土砂供給あり・なしの

いずれも複列砂州が形成される通水後 30 分時点で河道

中央に集まる流れと河道中央から河岸に分散する流れが

確認できるが，土砂供給なしでは土砂供給ありに比べ蛇

行の波長が長く，その傾向は通水後 120分時点でも確認

できる．上流から継続的に土砂供給がある場合，土砂供

給なしに比べ側岸侵食下流の堆積域が生じやすく，堆積

域により流路が曲げられ，さらに蛇行が進むことにより，

蛇行波長に差異が生じると推察される． 

次に，側岸侵食の発生範囲に着目すると，土砂供給あ

りでは全区間となり，土砂供給なしでは 6m より下流に

区間に限定される．この発生範囲は河床上昇範囲と一致

している． 大侵食幅は，土砂供給あり・なしで同程度

なっているが，ありの場合はより上流区間に生じている． 

図-15に平均河床高縦断図を示す．土砂供給なしでは 

図-7 河床高コンター図（再現計算結果） 図-8 流速コンター図（再現計算結果） 

図-10 側岸侵食発生箇所の横断形状の比較 

図-9 河床高コンター図（実験結果） 
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上流区間（1～5m）で河床低下，下流区間（10～13m）

で河床上昇し， 6m 付近が河床勾配の変化点となる．勾

配変化点より上流区間では河床低下により砂州が発達せ

ず平坦河床化するが，勾配変化点より下流区間の河床は

堆積傾向にある．土砂供給ありの河床勾配は初期河床か

ら変化せず，全区間で河床は堆積傾向にある． 

上流端からの土砂供給がない条件下でも，河床低下区

間からの土砂供給により，その下流区間で複列砂州から

単列蛇行化，側岸侵食の発生過程が認められる．上流端

で平衡給砂量を与えた場合，上流区間を含む全区間にわ

たり単列蛇行化が進行しており，土砂供給による堆積傾

向が単列蛇行化を進行させることが示唆される．また，

河床勾配の変化や河岸侵食による局所的な堆積域の形成

をきっかけに流路が曲げられ，上流からの土砂供給によ

る堆積傾向がより流路が曲げることの繰り返しから単列

蛇行化が進行するものと推察される． 

図-11 河床高コンター図（土砂供給あり） 図-13 流速コンター図（土砂供給あり） 

図-12 河床高コンター図（土砂供給なし） 図-14 流速コンター図（土砂供給なし） 

図-15 平均河床高縦断図 

15
16
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22
23
24
25
26
27
28
29
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初期河床
30分後（⼟砂あり）
120分後（⼟砂あり）
30分後（⼟砂なし）
120分後（⼟砂なし）
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6. おわりに 

 

本研究では，移動床水理実験と平面 2次元河床変動に

よる数値解析から，複列砂州の単列蛇行化とその蛇行流

による河岸侵食の進行とそれらに与える土砂供給の影響

を考察した．その結果，河床上昇する区間において複列

砂州河床とその変形過程として単列蛇行流路の形成が見

られ，それにより側岸侵食が大きく進行することが認め

られた．複列砂州は通水時間の経過とともにモード減少

（単列化）を起こすことが既往研究において指摘されて

いるが 6)～10)，堆積傾向の場では，単列化がより促進する

ことが示された．さらに，著者ら 3)が指摘したように，

側岸侵食からの供給土砂と堆積による流向の変化によっ

て単列蛇行化が促進されることが，本研究での結果から

も支持された．すなわち，複列砂州の変形としての単列

化は土砂供給条件から堆積傾向となる場において，砂州

河道の流路変動として捉えることができる．一方，単列

化流路がその後の土砂供給の減少に伴う河床低下の影響

により固定化される現象（複列砂州の二極化）の解明も

河道維持管理上重要であり，今後の検討課題としたい． 
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EFFECT OF SEDIMENT SUPPLY ON FORMATION OF SINGLE MEANDERING 
CHANNEL WITH DOUBLE-ROW BARS  

 
Chie KATO, Yoshihiko SHIMIZU, Shuji IWAMI, 

Fumiaki ONISHI, Shogo KATO and Shigeki MURAKOSHI 
 

When a single meandering channel is formed in the double-low bars river, it often causes serious flood 
disasters due to the occurrence of large-scale bank erosion. However, its mechanism on morphological 
formation process remains poorly understood. This paper focuses on such a mechanism and especially aims 
to clarify the effect of sediment supply on formation process of the single meandering channel in the dou-
bles-low bars through movable bed experiments and physical simulations by using a depth-averaged flow 
and bed validation analysis. One of the main results shows that sediment supply and sedimentary deposits 
on bankside bars have a dominant influence on the evolution of a single meandering channel and of large-
scale bank erosion in the doubles-low bars river. 


