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 「SABO」では、現在活用されている技術の確立に尽力された方々を対象に、その経験談を伺う「技術の伝承」を連
載しています。第３弾は「河床変動と流砂量式」と題して、京都大学防災研究所、鳥取大学で土砂移動現象の研究
に取り組まれ、”芦田・道上の式”などの流砂量式を開発された、道上 正䂓氏（鳥取大学名誉教授、(財)とっとり政策
総合研究センター 理事長）にお話を伺いました。

河床変動と流砂量式
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嶋● 本日はお忙しいところお時間をとっていただき、あ
りがとうございます。（財）砂防・地すべり技術センター
の機関誌「SABO」では、技術の伝承をテーマにして砂防
技術を研究開発された方々に当時の状況や開発の経緯
などをお聞きしています。
　まずは道上先生が砂防の世界に入られたきっかけや、
大学の研究室時代にどんな研究をされてきたかをお話い
ただければと思います。
道上● 砂防の世界に入って河床変動や流砂量式を扱う
ようになったきっかけは、大学3年生の時の建設省の実

習で小渋ダム調査事務所にいったことです。当時はまだ
小渋ダムは完成していませんでしたが、事務所の鈴木徳
行係長の下で堆砂量の推定をやったことです。まだ流砂
量式も使われていなかった頃で、今から見ればちょっと
問題のあるやり方でしたが。その後4年生になる時に研
究室の配属を決める際に、その実習でダム堆砂の調査を
したことが縁になって矢野勝正先生の河川災害研究室
に入りました。
　ちょうどその頃、天竜川の泰阜（やすおか）ダムが満砂
して、背砂（バックサンド）によって上流の河床が上がり、
天竜峡などの観光地が被害を受けるようになる問題があ
りました。そこで卒論の研究テーマとしては、ダムが満
砂した後の堆砂がどうなるのかを、長さ150ｍの水路を
使って実験的研究をしていました。
嶋● 長さ150ｍの水路とはすごい装置ですね。
道上● 来る日も来る日も上流側から砂を投入して、出て
きた砂を乾かしてまた投入して、という肉体労働でした。
（笑）
　水路実験の他にも計算で堆砂形状を求めようとしま
したが、昭和39年頃のことで流砂量式はBrown式ぐら
いしかないし、計算機も手動のタイガー計算機を使って
いたのであまり複雑なことはできず、特性曲線法を使っ
て計算を簡単にしてやっていました。そっちの方は当時
助教授だった芦田先生がやられていましたが、それでも
堆砂形状を求める外力条件となる水面形状を求めるの
が大変で、よく計算が発散しました。今考えてみたら、
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満砂状態からさらに給砂して、ある種の平衡状態になっ
たら、それ以上堆砂形状は変わらず、給砂した砂が出て
行くだけだったんですが。（笑）
嶋● 他でも昔の計算に係わるお話を聞きますと、大変な
苦労をされていたとよく言われます。それでは砂防の研
究を始めた頃の、流砂量式などを取り巻く状況について
お聞かせください。
道上● 大学院に入る頃、矢野先生が砂防研究室に移動
し、芦田先生が教授になって河川災害研究室を引き継い
だのですが、私は矢野先生といっしょに移動して論文を
書いて助手になったのが昭和41年です。砂防といっても、
主に土砂水理学や河床の粒度分布の変化などを研究し
ていました。
　ところで、河床砂礫の大きさに関するステルンベルグ
の法則というのがあって、これは川の上流側の河床砂礫
の粒径が大きく、河口に近づくほど小さくなるという法
則です。どうしてそうなるのかについては、当時は「摩
耗によって流れていくうちに砂礫が小さくなる」と言わ
れていました。
　私はそれに対して、「育ちより氏」だと考えていました。
つまり、流れていく間に摩耗するよりも、山から川に流
れ込んできた時点での粒径に応じて、小さいものは遠く
まで流れて大きなものは流れずにその場に残るという、
掃流力による分級作用だと主張していました。それはス
テルンベルグの法則が作られたライン川のような流路の
長い外国の川も、短い日本の川も同じように摩耗して小
さくなるのはおかしいからです。
　その頃の砂防学会は和気あいあいとしてよい学会だ
ったのですが、水理学的というより文学的な表現をされ
ることが多かった。例えば、なぜ砂防ダムにいったん堆
砂した土砂が、時間の経過とともに元の河床勾配に戻る
（調節機能）のか、などについて概念的なことはあったの
ですが、実証するデータもなく議論をされていたのです。
そんな時に田畑さんや池谷さんが京大防災研のゼミにく
るようになって、河川の掃流力の考え方に基づく土砂水
理学を勉強して、後に砂防の世界にそのような土砂水理
学的な考え方を導入したのです。
　それからその頃ユニークだったのは、名工大の橋本規
名先生で、常願寺川や黒部川で流砂の研究をされていま
した。その先生が言われていたのは狭窄部に砂防えん提
を入れるよりも、狭窄部の上流はもともと土砂が堆積す
る場所なのだから、砂防えん提を入れないで自然調節を

させたらいいではないかということです。ちょうど今で
いうスリットダムと同じ発想ですね。その他今話題にな
っている穴あきダムなども提唱されていて、そんな概念
は40年も50年も昔から言われていたことなのです。そ
の辺りのことは「新河川工法」という本にまとめられて
いるので、できれば読んでみてください。いい本です。
嶋● 流砂量式の「芦田・道上式」を作られた経緯を教え
てください。
道上● 昭和40年代の初めの頃、一様粒径のことはある
程度分かってきたのですが、混合粒径になると流砂の状
況がよく分からない。上流からの土砂供給が減少する
と混合粒径河床ではアーマコートが起きて流れにくくな
るのですが、その詳しい理由が分かっていませんでした
イラスト1。特にダムの下流で粗粒化する現象が顕著に
現れるが、そのメカニズムについて勉強しようかという
ことで、京大の防災研にいたころ芦田先生と一緒に混合
砂の流砂量を勉強して、流砂量式を考えました。同じ頃、
九州大学の平野先生も混合砂の移動について研究され
ていました。
嶋● 粒径別の流砂量に関する先生の考えを教えてくだ
さい。
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粗粒化アーマコート

イラスト1 ダム下流での粗粒化

4 SABO vol.93 Jan.2008



5SABO vol.93 Jan.2008  

道上● 河床の平均粒径に対する限界掃流力をはるかに
超える流れの時は、河床材料全体が動くので、分級作用
（粗粒化）はあまり起こらないのです。こんなときは粒径
別の流砂量式はそんなに重要ではないのです。反対に、
粒径別の流砂量式が重要なのは、平均粒径が動くか動か
ないかという付近の流れなのです。このような条件は、
ダムで砂の供給が絶たれた時の、ダム下流部の河床や上
流河道の土砂供給が変動するような河床で現れる。ほぼ、
こういうような流れになってきたら、あるところから今
度は、河床変動よりも、むしろ粗粒化が起こって、それ
がまた河床を固定するのではないか。そういう風に私た
ちは考えたわけです。
　それで、こういう状況がどういう形で起こるかという
ことを考え、河床変動に関する拡散の式で表すことがで
きると言うことを提案したのです。これで一応限界はあ
るが解析的に計算できるようになった。そうこうしてい
るうちに、計算機の性能が良くなってきて、数値解析に
よって細かい議論ができるようになってきたのですが。
嶋● 流砂量式を開発した頃の苦労話などがあれば教え
てください。
道上● 苦労話というわけではないけれども、段々計算
機のよいのが出るようになって差分法で式を解くことが
できるようになっても、流砂量式そのものの精度が悪い
と細かい議論はできません。流砂量式の精度を高めるた
めには何に注目する事が重要かということを考えて見て
ください。
　流砂量には河床の粗度がものすごく影響しているので
す。ふつう粗度係数が大きければ、掃流力も大きくなり
ます。でも流れが常流域では河床に砂堆（dune）ができ

るが、そのとき粗度係数が大きいにもかかわらず、その
割に砂が流れなかったのです。
　それで困って、なんとかしようと言うことで導入した
のが有効掃流力という考え方です。これは、河床に形成
された砂堆の形状によって、流れのエネルギー損失が発
生し、砂を移動させるために使われる有効なエネルギー
が減少するという考え方ですイラスト2。
　つまり、常流域では砂堆の下流で発生する流れの剥離
や、渦によるエネルギー損失が大きいので、流砂量の評
価は有効掃流力をきちんと評価しないと、全掃流力だけ
ではなかなかうまくいかなかったのです。しかし、射流
域では剥離も少ないので反砂堆（antidune)による流れの
エネルギー損失が少ないため、全掃流力と有効掃流力は
ほぼ同じぐらいになるので、有効掃流力を考えなくても
影響は少ないと考えられます。要するに流砂量式と河床
粗度は一体のものなのです。昔の佐藤・吉川・芦田公
式でも有効掃流力の考えは無かったけれど、粗度係数が
流砂量に影響を与えるという観点から、掃流力に対する
粗度係数の補正という形で、流砂量式の中に粗度の影響
が導入されています。
嶋● よく渓畔林のように河床に樹木があると土砂が堆
積する効果があると言われますが、樹木があることによ
って粗度が大きくなり、掃流力も大きくなって、計算で
は余計に土砂が流れやすくなるように思うのですが、こ
の効果を評価するためには樹木による粗度（抵抗）を考
慮した有効掃流力を考える必要があるのですね。
道上● 河道内に樹木があれば形状抵抗が増すので、そ
のためにエネルギーが失われ、砂を移動させるために使
うエネルギーが減少すると考えれば良いのではないでし

掃流力は有効掃流力で評価しなければならない
砂堆形状による抵抗 エネルギーの損失が起きる

河床の粗度が大きければ掃流力は大だが……

渦などによるエネルギーロス

砂堆

常流

イラスト2 常流域での有効掃流力の考え方
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ょうか。要するに広い流れの範囲にわたって、流砂量を
計算しようとするときは、河床の抵抗あるいは粗度係数
といった概念を上手に取り入れないとうまくいかないと
いうことですね。
　粗度が一定として扱える実験室などの狭い範囲では、
Brown式で流砂量を求めることができますが、実際には
流れによって粗度が違い、その粗度を現実にどうやって
合わせるのかが、流砂量式を扱う際に一番大変なところ
だと思います。
嶋● その他に先生のご経験から、最近の流砂系、流域一
貫という観点から研究すべき事項がありましたら教えて
ください。
道上● 経験をふまえてということでしたら、私が鳥取大
学に来たのは今から30年前の昭和53年の頃ですが、当
時の建設省出雲工事事務所の定道所長に「斐伊川では
河川測量などのデータを取ってきているが、それをどう
やって解釈したらよいか、考え方というか哲学を教えて
ください」とお願いされまして、今で言う河川ドクターの
ようなことをやりました。
　斐伊川は昭和49年から河床が低下しすぎるというこ
とで、河道での砂利採取を禁止しており、その影響も考
慮しながら河床変動計算を斐伊川全体でやってみたと
ころ、砂利採取量が年間10～20万㎥と言われていたの
に、私の計算では50万㎥／年ぐらいじゃないと現実に合
わない。おそらく業者が多めに取っていたのでしょうが
（笑）。その計算ではこのまま砂利採取を禁止し続ければ
昭和55年頃から再び河床が上昇傾向になるというシミ
ュレーション結果がでました。実際にその頃から河床が
上昇し始めて現場では問題になってきました。
　というのも斐伊川は宍道湖に流れ込むため、土砂が河
口にたまりやすく、バックサンド（背砂）によって河床が
上昇していくので、年間10数万㎥程土砂を取らなけれ
ばならないというのが河床変動計算から分かってきまし
た。そこで所長に「今後は適度に河床を掘削して土砂を
取るしかない」とアドバイスをしました。本当は上流の
砂防ダムに穴を開けて土砂を流して、下流で砂利業者に
土砂を取ってもらう、というのが流砂系という観点から
はよいと思うのですがいろいろな事情があって実現はし
ていません。
　ここでは、河床変動計算の精度がよく、その予測に基
づいた河道計画と対策がうまくできた事例です。もっと
も、斐伊川は一様粒径に近い「砂河川」で、土砂が動きや

すく、計算の検証に時間がそれほどかからなかったから
という理由もありますが。あれが混合粒径の「礫河川」
だったら、計算による予測があっているかの検証に何十
年もかかって、すぐに精度の高い河道計画や対策という
わけにはいかなかったでしょう。
　それから帯工や床固め工なども適切な位置にあるかど
うか、これに関しても合理的な配置が必要です。そもそ
も河川の帯工などは河床低下しないと効果を発揮でき
ないもので、河床低下により帯工の頭が出て、そこで支
配断面（コントロールセクション）が現れます。その上流
側にせき上げが起こり、土砂がたまり、それで河床が安
定するのです。したがって、構造物の上下流で流れが変
わらないと意味がありません。逆に環境面からは、横断
構造物は余計な負担になるので、その辺りを河床変動計
算で検証して、それらを配置する必要があります。
　その他にも、今では河川環境について重要視されてい
ます。河川では瀬や淵という形状も生物には必要で、そ
れを作るためには二次元や三次元での河床変動計算を
しないと予測できません。私はもう三次元で計算するの
がよいと思いますが、計算時間がかかるため、まだ一洪
水ぐらいの短期予測しかできていません。これからの河
川計画や流砂系を考える時には、一次元河床変動計算
で長期のマクロな河道計画、三次元計算でミクロな局所
洗掘や、瀬や淵などを評価・予測することを組み合わせ
ていく必要があると思いますイラスト3。
嶋● これからの話がでたところで、今後流砂量式など
に関係して改良していくべき点はなんでしょうか。
道上● いわゆる砂河川では河床変動計算は精度良く行
えるようになりました。これからは礫河川でもデータを
取ってうまくあてはまる流砂量式を作っていき、それを
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中洲

瀬や淵
樹林

流れの分断

局所洗堀

マクロ：河道計画 一次元河床変動計算で確認

床固め工：河床低下防止に働く　　　一次元河床変動計算で確認

ミクロ：河道計画 三次元河床変動計算で確認

再度現地で検証することが必要だと思います。
　それから今の流砂量式の中でも粒度分布の取り方や川
幅の変化など問題があります。川幅全体で流れるのでは
なく水みち部分でだけ浸食が起こる、など現実に即した
計算方法を開発していく必要もあります。後は、交換層
の厚さなども適切に決める必要もありますが、そのため
には混合粒径での連続式を作らないといけません。
　さらに、礫河川では河床変動があまり起こらないため、
データを取るために長期間を要し、10年や15年というス
パンでのモニタリングも必要です。やはり実測データに
基づいてシミュレーション結果を検証しないと精度が出
ないのではないかと思います。
　また流砂系では、水を流しているように土砂もダムな
どで止めずに流さないと、環境がおかしくなります。昔
からの川の姿を崩さないように。となると同じように河
床のモニタリングが必要です。それから土砂以外にも水
質も生物に影響を与えるので、例えば砂防ダムに堆砂し
ている土砂にはどのような成分が含まれていて、それを
流すようになったら水質にどんな影響を及ぼすか、など
も調べなくてはなりません。

嶋● 最後に、これからの若い技術者に向けて期待するこ
となどがありましたらどうぞ。
道上● 若い人だけに限らず、やはり川や砂防えん堤など
現場を見ないといけません。現場をよく見てそこで自然
現象としてなにが起きているのか、それをどう解釈する
のかという自分なりの哲学を作る必要があります。私も
いろいろな現場を見て、最後にはライン川まで見に行っ
てそこで粒径が小さくなるのは分級作用によるものだ、
という自分の考えを身につけました。
　それから今は計算機の性能が上がってシミュレーショ
ンの精度も良くなっていますが、それだけではダメで、
現場で検証しないといけません。シミュレーションは道
具なので適当な数字を入力すれば適当な結果がでます
が、それを現場で検証しないと誤った計画が対策になる
恐れがあります。よく言われるPlan Do Check Actionい
わゆるPDCAのサイクルを回して、よりよいものにして
いくことだと思います。
嶋● 本日はお忙しい中、貴重なお話をしていただいてあ
りがとうございました。

イラスト3 河床変動計算の使い分け


