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移動床問題へのアプローチ移動床問題へのアプローチ

流砂の取り扱い流砂の取り扱い：：

-- 掃流砂掃流砂 →→ 平衡流砂量関数で評価平衡流砂量関数で評価

-- 浮遊砂浮遊砂 →→ 移流拡散方程式を解くことで評価移流拡散方程式を解くことで評価

→→ 土砂の移動については運動方程式に基づき解析されるべき！土砂の移動については運動方程式に基づき解析されるべき！

河床変動の取り扱い河床変動の取り扱い：：

-- 体積保存則に基づく解析体積保存則に基づく解析 / / ExnerExnerの式の式

→→ 河床変動は，基本的には個々の土砂粒子の離脱・堆積の過程河床変動は，基本的には個々の土砂粒子の離脱・堆積の過程
を数値的に再現すれば解けるはずである！を数値的に再現すれば解けるはずである！



移動床問題への新たなアプローチ移動床問題への新たなアプローチ

掃流砂・浮遊砂を問わず掃流砂・浮遊砂を問わず土砂の質点系の運動方程式土砂の質点系の運動方程式にに
基づき解析する．基づき解析する．

地形の変動もこうした運動の結果を直接反映させるよう地形の変動もこうした運動の結果を直接反映させるよう
に解くことで予測する．ただし，に解くことで予測する．ただし， 「力学法則以外のモデ
ル」をできるだけ持ち込むことのないように心がける．



土砂粒子の運動を支配する土砂粒子の運動を支配する

質点系の運動方程式質点系の運動方程式

ここに，

下付き文字の p, fおよび r は，粒子，流体ならびに両者の間の相対的
な値をそれぞれ表す．また，以下は各係数を表す．

CD :  抗力係数 ( = 24/Re + 3/ Re
0.5 + 0.34 )

CL :  揚力係数 ( = 0.2 )

CM :  付加質量係数 ( = 0.5;  for sphere)

Lift

Pressure

Drag

Gravity



本研究の背景本研究の背景

これまでの数多くの研究により，河道の変動過程の数
値予測はかなりのところまで可能となってきている．し
かし，たとえば流砂の非平衡性の影響をどのように考慮
するべきか，といった問題が残されているように認識し
ている．
流れの非平衡性が強い場合には，流砂量はその地点の

局所的な掃流力のみの関数とはならず，従って従来の流
砂量関数に依拠した解析には限界があると言わざるを得
ない．



本研究の背景(つづき)

流砂の非平衡性に対するこれまでのアプローチ：

確率過程論的な考え方に従い，いわゆる畳み込み積分の

形で流砂の非平衡性の影響を考慮する手法が提唱され，

成果を上げてきている．

→ しかし，平均Step lengthの評価法などに検討の余地が残されている．近年，個別要素法に従う数値解析手法が開発され，これに

依拠した解析が行われている．

→ この手法では，固体粒子間をバネやダッシュポットなどで結ぶことで粒子間
衝突を再現しているため，土砂移動の本質に関わる部分に明らかなモデルを組
み込むことになっている．そこで，流砂やそれに伴う地形変動のメカニズムを議
論する上では，この手法を導入することは必ずしも望ましいとは言えないのでは
ないかと考える．



本研究の基本的な考え方本研究の基本的な考え方

「力学法則以外のモデル」をできるだけ持ち込むこと
ない解析手法を導き出していくことを目指す．

質点系の運動方程式に依拠して流砂の移動を数値的に
再現し，この移動によって引き起こされる地形変動を直
接的に評価するものとした．これにより，流砂の非平衡
性が河道の変動過程に与える影響を考慮した予測計算が
可能となる．

前提条件：
移動粒子と河床粒子との粒子間衝突に関しては，その影響が表面

から数えて第二層目以下の河床構成粒子にまで及ばないものとする．
また，粒子間の衝突事象に関しては，非弾性衝突として取り扱える
ものとする．

無次元掃流力が0.2程度かそれ以下の礫床河川の流れに限定すれば，この条件はほ
ぼ満足されるのではないかと考える．



本研究の位置づけ

単一粒子の追跡から複数粒子の追跡へ[Saltation粒子の追跡]

関根・浅田 (1996)：土砂粒子スケールの運動から見た河床上微地形の形成

過程に関する研究，土木学会第51回年次学術講演会概要集，552-553.
関根 (2001)：土砂粒子の運動の解析を基礎とした河床波の形成過程シミュ

レーションの試み，土木学会論文集，No. 692 / II-57, 85-92.
関根 (2005)：砂礫の運動解析を基礎とした河床波形成過程シミュレーション，

水工学論文集，第49巻，973-978.

単一粒子の滑動形式の運動追跡
長田・細田・中藤・村本 (2001)：円柱周りの流れと局所洗掘現象の3次元数
値解析，水工学論文集，第45巻，427-432.

「複数の移動粒子間の衝突」ならびに「移動粒子と河床粒子との衝突」を
力学的に取り扱うことで，河床を構成するすべての粒子の運動を同時解
析することを可能とした．

Salationモデル → 河床変動解析モデル



Governing EquationsGoverning Equations

Equation for water flow Equation of motion 
in mass point system

General coordinate system was applied Computational grids will be updated 
after the change of either a bed 

elevation or a water surface one.



Example of the computed flow fieldExample of the computed flow field

注意：作図上，縦横の拡大率を変え，鉛直方向に引き延ばすように描かれている．

Boundary-fitted non-uniform grid was applied

河床面ならびに水面の形状が変化するたびに計算格子を更新



Flow chart of 
this computation

Basic Idea :
+  If a particle has been  

picked up and start to   
move from a bed, the    
position of the bed  
changes downward by 
a sediment diameter.

+  If a moving particle stops 
and deposit on a bed, 
the position of the bed  
changes upward by the  
same amount.



Experiment by Prof. Miyamoto

水路全長 5 m, 幅 30 cm, 勾配 1/50, 
流量 4.8 l /s,  平均粒径 5 mm

波長が粒径の約20-40倍，波高が粒径程度の河床波が周期的に形成された．
これらの波は上流に移動 → Antidune !

実験により得られた河床ならびに水面形



Longitudinal configuration of Longitudinal configuration of 
sand wavessand waves

波長が粒径の約30倍，波高が粒径程度の河床波が周期的に形成された．

これらの波は上流に移動



Formation process of sand wavesFormation process of sand waves

河床波の波高が十分小さいため，剥離は生じない．そこで，移
動してきた土砂は波頭の上流側に停止する傾向がある．この結
果として，河床波自体が上流側に移動することになる．

- bed   - water surface

Flow



Antidune formation



Sample Calculation of Dune formationSample Calculation of Dune formation

DD = 1.0 (mm), = 1.0 (mm), ττ* = 0.08, * = 0.08, hh = 13.2 (cm)= 13.2 (cm)
iioo = 0.001, = 0.001, qq = 800 (cm3/sec/cm)= 800 (cm3/sec/cm)

Formation process of sand waves (2)Formation process of sand waves (2)
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Almost every 10 sec.Dune formation





Duneの形成過程における
Step length と Pick-up rate の変化

Step length is not constant in the process of sand wave formation.



今後に向けて

質点系の運動方程式に基づいて，任意の流れ場におけ
る土砂粒子の運動を解析し，その結果として地形の変動を
予測しようとする本手法によって，これまで移動床水理学
上残されてきた課題のいくつかを解き明かすヒントが得ら
れるのではないかと考える．今後，引き続き検討を進めて
いく予定である．

現在，解決すべきと考えていることとは？



現在取り組んでいる課題現在取り組んでいる課題

たとえば，たとえば，ダム直下流の粗粒化した河床の変動解析ダム直下流の粗粒化した河床の変動解析数値計算上現れる「数値計算上現れる「安息角を越えるような河道面安息角を越えるような河道面」の合理的な」の合理的な
取り扱い取り扱い

→→ 予測計算の解像度を上げようとすると頻繁に直面することになる問題点予測計算の解像度を上げようとすると頻繁に直面することになる問題点

河道構成材料が有する河道構成材料が有する粘着性粘着性が地形変動に与える影響評価が地形変動に与える影響評価

流砂の非平衡性流砂の非平衡性が河床変動に与える影響の評価が河床変動に与える影響の評価

河床構成材料の粒度幅が極端に大きくなった場合の流砂の取河床構成材料の粒度幅が極端に大きくなった場合の流砂の取
り扱い方り扱い方：： 従来用いられてきた「浮遊砂の巻き上げ速度式」や，従来用いられてきた「浮遊砂の巻き上げ速度式」や，
平野により提唱され広く用いられてきた交換層の概念に基づく平野により提唱され広く用いられてきた交換層の概念に基づく
「混合粒径モデル」が破綻を来す場合の河床変動予測技術の「混合粒径モデル」が破綻を来す場合の河床変動予測技術の
検討検討 [[たとえばたとえば 礫・シルト充填河床モデル礫・シルト充填河床モデル]]



The End!The End!

Thank you for your attention!Thank you for your attention!


