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研究成果の概要（和文）：　河川環境調査に利用するための新たな圧力変動計測システムが開発された．その圧
力変動計測システムと，既往研究で開発された土砂移動計測システムを用いて，フラッシュ放流に合わせた河道
掘削・土砂還元について現地調査を行った．現地調査結果で確認された圧力変動データのノイズについて，室内
実験を行って，土砂移動にともなって生じた可能性が高く，低周波通過フィルターの使用により，ノイズを除去
できることを確認した．河床近傍流れ・水温を通年・多地点でモニタリングできる技術が確立できた．

研究成果の概要（英文）：A new pressure fluctuation measurement system has been developed for use in 
riverine environmental surveys. In this study, we carried out a field survey for a flushing 
discharge event accompanied with channel excavation. The bed-load measurement system developed in a 
previous study had also used during the survey. The noise in the pressure fluctuation data had 
recorded during the field survey, and it was likely to be caused by sediment movement. The noise 
could be removed by using a low-pass filter. A technique for monitoring the flow and water 
temperature in the vicinity of the riverbed at multiple locations throughout the year had 
established.

研究分野： 土木工学・水工学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
礫河川が抱える河床環境上の課題がある河川において，地点毎に異なる土砂移動や河床近傍の乱流を，素過程か
ら定量的かつ緻密に把握できれば，その課題の要因を分析することができる．要因が解明できれば，具合的かつ
効率的な対応策を検討・確率することに役立つ．このことにより，より自然環境が豊かで，洪水氾濫の危険性の
少ない河川管理を行う上で，有益な情報を取得・提供できる手段となる．

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 礫河川での土砂移動を実測する観測技術開発や数値的に予測するモデル化は，あまり進んで
いない．その背景として，山地崩壊などで大量の土砂が河道に供給された場合を除くと，河道が
比較的安定しており，また人口密度も比較的小さいため治水上の社会的要請が少なかったこと
があげられる． 
 現在は，環境と共生した社会を実現することの重要性が，持続的社会の実現という文脈のなか
で再認識されつつある．生物にとって不可欠な水の通路であり，また水だけでなく，土砂や栄養
塩等の通り道でもある河道の環境管理は，環境共生社会の実現のための重要な技術であり，特に
河道延長の大半を占める礫河川を対象とし，より効果的な河川環境の管理技術の確立できれば，
持続的社会の実現への貢献が期待できる． 
 
 
２．研究の目的 
 礫河川の環境管理を考える上で，礫の移動が重要な要素となる．特に人為的影響下にある河川
では，礫が移動しづらくなることや，礫間に砂などが詰まることが，環境上の問題を引き起こす
場合がある．どのような条件で，どの程度の分量の礫が移動するかを把握し，場合によってはそ
の土砂移動量を制御することができれば，礫河川の環境管理上の非常に有力な技術となる．その
ためには，まずはどのような条件でどの程度の礫が移動するかを把握することがポイントとな
るが，中小洪水時の礫の移動の予測は技術的に難易度が高い．本研究では，礫移動と，その礫の
移動をもたらす河川流を同時に計測することで，その地点・その瞬間に生じた礫移動現象を解き
明かし，土砂移動の発生条件や土砂移動量の予測モデルとして整理することを狙う．中小洪水時
の土砂移動を高精度に予測できるモデルが構築できれば，そのモデルを用いて，礫河川の地形や
環境がどのように変化していくか予測することが可能となり，河川環境管理の方法検討に役立
つ． 
 礫を移動させるのは，その礫の周りの水流により生じる流体力である．従って，礫の移動条件
や，土砂移動量を評価するためには，礫の周りの流れと，礫に作用する流体力を把握することが
本質的である．物体に作用する流体力は，形状抵抗と摩擦抵抗にわけられるが，礫に作用する流
体力は，礫の形の特徴から，形状抵抗が主であり，形状抵抗は物体まわりの圧力分布の不均衡に
より生じる．本研究ではこの点に着目し，礫に作用する圧力分布とその変動を実測する． 
 河床材料周りの圧力分布の実測は基礎研究として古いテーマであり，いくつかの重要な基礎
研究がなされている．ところが，現地河川での河床近傍での圧力計測事例は，適切な既存の計測
機器がないこともあり，ほとんど実施されておらず，現象の一般性と特異性などが検討できてい
ないため，本研究にて土砂移動を組み合わせつつ検討することとした．  
 
 
３．研究の方法 
３．１．水圧計測センサの開発 
 研究協力者 Dr. J.A. Tuhtan (Tallinn University of Technology), Dr. J. F. Fuentes-Pérez 
(Universidad de Valladolid) と，計測機器 Sphera を開発した．この機器により，3 点の絶対圧
を 20 Hz で同期して記録でき，また，平水時にはスタンバイすることでバッテリー消費を抑え
ることができる．この機器を埋め込んだ水圧計測粗度を河床に設置し，出水中に，この水圧計測
粗度に作用する 3 点の圧力を記録することができるようになった（図-1を参照）． 
 
３．２．水中音計測用粗度 
 水圧計測用粗度（図-1）と同様の形状をもつが，半球を金属殻に置き換えて，そこに総流砂が
衝突した際に生じる水中音を，金属殻内部に収納した音声レコーダーにて記録する方法が開発
されており（Tsubaki et al. 2017 Water Res. Res.），その装置を利用して出水中の掃流砂の移動
量および粒径を算定する． 

 

図-1 水圧計測粗度業績 11（グレーの半球が計測用粗度で，三カ所の色の濃い部分の絶対圧
を出水中に記録する） 

 
３．３．現地調査 



 北海道を流れる S 川にて 2019 年 6 月に実施されたフラッシュ放流に合わせて，水圧計測粗
度・水中音計測粗度を，一基ずつペアとして，河道内の河床が平坦になっている二カ所に設置し，
放流終了後に機器・データを回収した．二カ所のうち，一カ所で記録された水圧データに，特徴
的な圧力変動が確認された．これは，20 Hz で記録された圧力データの瞬間値が，まれに大きく
変動するという現象であり，以下ではノイズと称することとする． 
 
３．４．室内実験によるノイズの発生要因分析 
 現地調査にて確認されたノイズの発生要因を分析するために室内実験を実施した．記録波形
の特徴からノイズは高周期で散発的な圧力変動であることが示唆されたため，可聴域程度の音
波（水中音）が圧力変動の計測データにどのように記録されるかを確認した．また，圧力センサ
近傍で土砂衝突を発生させ，記録されて圧力変動データの検討も行った． 
 
 
４．研究成果 
４．１．室内実験 
 土砂移動にともなって圧力変動データにノイズが生じうること，高周波の圧力変動や，土砂衝
突が，記録される圧力データにどのように表れるかが確認された．低周波通過フィルターの使用
により，ノイズを除去できることを確認し，ノイズを除去することで，乱流により生じた圧力変
動の統計量を算出することができた． 
 
４．２．現地調査 
 図-2 に，現地調査結果を示す．本研究では上流側・下流側の二カ所の計測地点にて，水圧計
測粗度と水中音計測粗度を 0.5 m の距離で流れに垂直に配置して計測を行っている．粗面開水
路流れでの大規模乱流構造の空間スケールは水深に対応することが報告されており（Roy et al. 
2004 J. Fluid M.），計測地点のフラッシュ放流時の水深は 0.6 m 程度であり，かならずしも同
一の大規模乱流構造の中に二つの計測粗度がいつも含まれとは限らないが，河床が平坦な箇所
で計測していることから，マクロ的にみれば，統計的に見れば同様の大規模乱流の条件下に二つ
の計測粗度が設置されていると見なしてよいだろう． 
 二つの計測地点の結果を図-2 にて比較すると，左半分に示した上流計測地点と，右半分に示
した下流計測地点で，放流の影響がみられる 6月 25日の 12:00 ごろから 15:00 ごろにかけて，
水位が上昇することより水圧が上昇し，その後は水圧が漸減していることが確認できる（図-2の
上段）．図の中段に示す圧力変動を確認すると，上流側（図の左側）では，P1（粗度の上流側）

図-2 現地調査結果業績 11（上段が移動平均した水圧，中段が圧力変動の標準偏差，
下段が粒径別の掃流砂量の時系列を示す．左半分は上流側の計測地点，右半分は下
流側の計測地点の結果を示す．） 
 



の圧力変動強度が強くなったり弱くなったりしていることが確認できる．P1 の圧力変動が弱く
なった時にも，P2, P3 の圧力変動と同程度の値は維持している．下流側の圧力変動（図-2b2）
を確認すると，6 月 25 日の 12:00 から 15:00 にかけて，上昇したあと，21:00 まで減少してお
り，そのあとは，ほぼ変動がみられなくなっている．機器回収時に，この地点では計測粗度が河
床に埋まっていたため，図-2b2の 6月 25日の 15:00 以降にみられる圧力変動強度の減少は，計
測粗度が河床に埋没したことによるものと考えられる．また，図-2a2と図-2b2をみくらべると，
図-2b2では圧力変動強度が時間変化していることが確認できる． 
 図-2の下段では，掃流砂量を比較している．上流側では，16:00 に入ると土砂移動量が急減し
ており，水位上昇期のみで土砂移動が生じたものと考えられる．下流側では記録が 17:30 に停止
しているが，その前から土砂移動量が急減していることから，下流地点においても，水位上昇が
終わると土砂移動は不活発になったと考えられる． 
 
４．３．まとめ 
 河川環境調査に利用する新たな水圧変動計測手法が開発された．開発された水圧計測粗度と，
既往研究で開発された土砂移動計測粗度を組み合わせ，フラッシュ放流に合わせて実施された
河原の掘削・河道への土砂還元の効果ついて現地調査を行った．調査を行った二カ所でのフラッ
シュ放流中の河床近傍の圧力変動と土砂移動を合わせて計測することができ，同程度の水深・河
床材料となっている二カ所で，圧力変動や土砂移動の特性が大きく異なることが確認された．こ
のような違いは従来の水面勾配の観測などで把握することができないものであり，礫河川での
土砂移動予測モデルの高度化に役立つものと考えられる．引き続き，図-3 に示すような大規模
乱流構造の挙動の圧力変動データから検出し，また，土砂移動の変動との関連について検討を進
める予定である． 
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