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1  はじめに

　日本を始めとするアジア・モンスーン地域は、土砂
生産が非常に活発であるため★１、沖積地を形成する。
沖積地は、河川流によって上流から輸送されてきた土
砂が氾濫・堆積することによって形成された地形であ
り、日本のほとんどの平野は沖積平野である。つまり、
多くの日本人は、土砂が氾濫することによって作られ
た地形上に生活しており、砂防事業及び治水事業なく
しては現在の生活が成り立たないことが容易に想像で
きる。一方、河川は、流域の生態システムの形成にお
いて重要な役割を果たしている。河川は、流砂の時空
間的な不均衡により発生する土砂の浸食および堆積現
象を通じて河川流域の地形を形成しており、絶えず地
形を変動させている。つまり、河川は、水供給だけで
なく、流域地形の多様性を創造する源としての役割も
果たしており、流域の生態システムの形成において不
可欠なものとなっている。そのため、河川地形を予測
する数値解析モデルについては、多くの研究が行われ
ている。
　河道地形の数値解析モデルは、対象とする現象の時
空間スケールの違いによって、一次元モデルから三次
元モデルまで存在する。これらのうち、二次元モデル
は、河床位および河床材料の平面分布の予測が可能で
あり、地表を面として一般に捉えられることを考える
と、現実に近い形で地形を予測するモデルといえる。
平面二次元モデルであれば、河道位置の空間的な変動
も予測可能である。水および土砂の流れは、流下方向
と横断方向の二方向を考慮する。物理量は鉛直平均値
として扱う。本稿では、掃流砂卓越場において、実用
的によく用いられ、かつ、現実に近い形で地形を予測
できる平面二次元の河道地形の数理モデルを紹介する
とともに、流れ及び河床変動の季節変化が大きいカン
ボジア国・チャトムック地区（メコン河・トンレサッ
プ川・バサック川の分合流点）を対象に行った解析例
を紹介する。

2  河道地形の数理モデル

　河道地形の解析において流れをモデル化する場合、
二つの流体の流れをモデル化する必要がある。水と土
砂の流れである。一般に、これらの流れは二流体モデ
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図-1 カンボジア国・チャトムック地区
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所的な勾配が流砂ベクトルに及ぼす影響を考慮した芦
田・江頭・劉の式★６により算出する。浮遊砂量の算
定には、Lane and Kalinske★７の平衡浮遊砂濃度式を
用いるとともに、浮遊砂濃度の輸送方程式を解く。局
所的な河床勾配は、安息角よりも小さくなるように補
正する★８。

3  解析例

３-１ 対象河川
　図-1に対象とした領域を示す。対象とした領域は、
メコン河、トンレサップ川、バサック川の3川が分合
流するチャトムック地区であり、カンボジア国・プノ
ンペン市に位置する。トンレサップ川の流域面積は
84000㎢であり、カンボジア国内におけるメコン河流
域の約54%を占めている★９。トンレサップ川の長さは
約150kmであり、図-1に示すように、カンボジア国の
中心部を流れ、トンレサップ湖とメコン河を結んでい
る。トンレサップ湖は、東南アジア最大の淡水湖であ
り、雨期の面積は13000㎢にも達する★10。トンレサッ
プ川流域は、カンボジア国とベトナム国南部における
経済活動や生態システムにおいて非常に重要な役割を
果たしているだけでなく、その特異な流向特性によっ
て非常によく知られた流域である。トンレサップ川の
水は、10月から5月までは、トンレサップ湖からメコ
ン河へ流れるが、6月から9月は、メコン河からトンレ
サップ湖へ流れる。つまり、トンレサップ湖は、メコ
ン河の洪水を緩和する自然の貯水池として機能してい
る。そのため、チャトムックでは、季節により流れの
パターンや河床変動が大きく異なっている。

3-２ 解析条件
　表-1に解析に用いた水理条件を示す。Case 1と4で
は、トンレサップ川の流量は8000㎥ /sである。これは、
トンレサップ川としては最大流量であり、乾期に観測
される。Case 2では、トンレサップ川の流量はゼロで
あり、ちょうど雨期と乾期の中間期である。Case 3で
は、トンレサップ川の流量は-8000㎥/sである。これは、
逆流としては最大値であり、雨期に発生する。
　図-2に解析格子を示す。一般座標系で基礎方程式を
記述しているため、図に示すように、河岸の平面形状
に沿った形で解析格子を作成することが可能である。

ルとしてモデル化され、河床面または左右岸法線形状
の不安定現象として流路・河床変動現象が記述される。
ただし、掃流砂卓越領域においては、掃流砂の運動は、
粒径オーダーの薄い領域における複雑な多体問題であ
り、浮遊砂の濃度は非常に希薄であるため、土砂の流
れは、流砂層の運動方程式に基づいて取り扱われるよ
りも、むしろ、水の流れの従属変量として取り扱われ
ている。ここで、掃流砂とは、比較的大きい粒径の土
砂により構成され、主として流れ方向の抗力の作用の
もとで揚力の効果が加わって、河床上を転動、滑動、
跳躍しながら輸送されるものである★２。
　一方、浮遊砂とは、比較的小さい粒径の土砂により
構成され、流水の乱れによる上昇流の作用のもとで、
浮遊・輸送される土砂の内、河床材料と交換しながら
輸送されるものである★２。ただし、両者とも水と土
砂が混合して流れているという現象には変わりなく、
これらの区別は取り扱いの簡便さから行われていると
捉えておくのがよいと考えられる。また、河床・河岸
材料は、粘着性と非粘着性で取り扱いを異にしている。
ここでは、比較的現象の再現性が高い解析ができる場
が多い非粘着性材料の場合について紹介する。

２-１ 基礎方程式の概要★３

　流れの計算には、水深平均された平面二次元流れの
支配方程式を用いる。水深平均されているので、その
ままでは掃流砂の方向に強く影響を与える河床近傍の
流速に関する情報がない。そのため、河床近傍の流速
は、水深平均流速の流線の曲率より予測する。予測式
中の二次流の強度に関する係数値はEngelund★４と同
様の7.0を用いている。河床材料は非粘着性の一様砂
及び混合砂として扱う。流砂形態は、掃流砂と浮遊砂
を考慮する。掃流砂量は芦田・道上式★５に河床の局

メコン河
上流の

流量（㎥ /s）

トンレサップ川
の流量（㎥ /s） 河床材料

Case 1 6000 8000 混合砂

Case 2 20000 0 混合砂

Case 3 36000 -8000 混合砂

Case 4 6000 8000 一様砂

表-1 解析に用いた水理条件
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ここで、メコン河上流域とトンレサップ川の間、メコ
ン河下流域とバサック川の間にはメッシュを設置して
いるが、これらのメッシュでは計算は行っていない。
　図-3（a）に初期の河床形状を示す。河床形状は、河
床変動特性が把握しやすいように、一定勾配を有した
平坦床としている。図-3（b）にCases 1～3の初期の平
均粒径の平面分布を示す。また、図-4に解析に用いた
土砂の初期粒度分布を示す。これらの粒度分布は、現
地調査データに基づいて決定している。図-4より、メ
コン河の土砂が粗く、トンレサップ川の土砂が細かい
ことがわかる。そのため、図-3（b）に示すように、メ
コン河の上流端境界では比較的粗い粒径が設定されて
おり、トンレサップ川の北の境界では細かい粒径が設
定されている。バサック川とメコン河の下流域では、
トンレサップ川とメコン河の粒度の平均値が用いられ
ている。Case 4では、河床材料の粒度の平面分布が河

床変動特性に与える影響を明らかにするため、河床材
料は一様砂として扱われている。

３-３ 結果と考察
　図-5にCase 1～3の鉛直平均流速の平面分布を示す。
表-2は、各河川の流量である。乾期 図-5（a）では、ト
ンレサップ湖の水がトンレサップ川に流れ込むため、
トンレサップ川の流量はメコン河の上流からの流量よ
りも多く、トンレサップ川の流量はバサック川とメコ
ン河下流域に流れ込んでいる。ちょうど図-1の写真と
同じ時期である。バサック川は、ベトナム国内ではメ
コン河本川よりも流量が多くなるが、カンボジア国内
では、表-2に示すように、バサック川の流量はメコン
河の下流域の流量よりも少ない。メコン河の下流域の
流量に対するバサック川の流量は25.8%である。
　トンレサップ川の流量がゼロである中間期図-5（b）
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バサック川の流量比

Case 1 6000 8000 11133 2867 0.258

Case 2 20000 0 17859 2141 0.120

Case 3 36000 -8000 22687 5313 0.234

図-2 解説格子 図-3（a）初期河床形状

表-2 各河川の流量
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場の情報が得られる事となる。
　図-6に河床変動量の平面分布を示す。最大の土砂の
堆積は、乾期に発生している図-6（a）。土砂は、バサ
ック川の入口付近と分合流域で広く堆積している。ト
ンレサップ川の流量は8000㎥ /sであり、トンレサッ
プ川としては最大流量となっているが、メコン河の
最大流量である36000㎥ /sと比べると非常に小さい。
しかし、トンレサップ川の河床材料がメコン河に比べ
て非常に小さいため、乾期において、多くの土砂が分
合流域に流れ込む結果となっている。粒度分布の変
化もこのような土砂の堆積に対応して変化している。
図-7（a）に示すように、土砂の堆積領域ではトンレサッ
プ川の細かい土砂によって、河床材料が細かくなって
いる。この結果は、現地調査結果とも一致している★３。
　トンレサップ川の流量がゼロの時図-6（b）は、メコ
ン河の上下流に及ぶ広い領域とバサック川で河床が低
下している。特に、メコン河の上流域とバサック川の
外岸部での浸食が大きい。そのため、図-7（b）に示す
ように、河床材料は広い領域で粗粒化している。
　雨期図-6（c）では、流量がゼロの中間期よりもさら
に河床低下傾向が強められている。さらに、トンレサ
ップ川の上流域も河床低下している。図-7（c）に示す
ように、河床材料の粒径は、河床低下領域の多くで粗
粒化している。
　このように、チャトムック地区においては、流れ、河
床変動および粒度等の特性が1年の間に大きく変化して
いることがわかる。平面二次元河床変動解析を用いれ
ば、このように、河床変動や粒度の平面分布特性が得
られ、河川整備を行う上での有用な情報が得られる。
　図-8は、Case 4における河床変動傾向を示す。本解
析では、河床材料は一様砂として扱われている。この
結果をCase 1と比較すると、河床変動特性の平面分布
が、河床材料の粒度の取り扱いの違いで大きく異なる
ことがわかる。図-8より、河床材料を一様砂として扱
うと、分合流点付近のトンレサップ川内で大きく河床
低下する一方で、合流域での土砂の堆積領域が非常に
狭くなっていることがわかる。このように、河床材料
の粒度の取り扱いによって河床変動特性は大きく異な
ることがわかる。特に、河川合流点は異なる二つの河
川が合流する領域であり、両河川の河床材料の粒度は
一般的に異なるため、混合粒径としての河床材料の取
り扱いが重要となる。

では、メコン河の下流域の流量に対するバサック川の
流量はわずか12.0%である。これは、トンレサップ川
の流量がゼロであり、バサック川からの水が流れ込み
やすいトンレサップ川からの水の供給が無いためであ
る。また、メコン河上流からの流れは、バサック川の
入口付近の流速の非常に小さい領域の形成のため、バ
サック川には流れにくくなっているためである。
　雨期図-5（c）では、メコン河の上流の流れがトンレ
サップ川とバサック川の両方に流れ込むこととなる。
つまり、トンレサップ川は逆流している。メコン河上
流からの流れは、この逆流に引っ張られて分合流点で
180度方向転換しているため、メコン河の水がバサッ
ク川に流れ込みやすくなっている。そのため、メコ
ン河の下流域の流量に対するバサック川の流量比は
23.4%となっている。このように、平面二次元解析を
用いれば、分合流点の流量配分や平面的に複雑な流れ
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図-6（a）河床変動量の平面分布／乾期（Case1）

図-7（a）河床材料の平面粒径の平面分布／乾期（Case1）
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図-6（b）河床変動量の平面分布／中間期（Case2）

図-7（b）河床材料の平面粒径の平面分布／中間期（Case2）

図-5（b）鉛直平均流速の平面分布／中間期（Case2）
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4  結論

　河道地形の数値解析モデルについて、一般座標系によ
る平面二次元モデルとそれから得られる結果を紹介した。
　これまでの研究により、河道地形の数理モデルは、
平衡状態の地形および粒度については、かなり精度良
く予測できる段階にある。しかし、植生が存在する場の
地形および粒度の予測に関しては、精度よく予測できる
段階には達していないと考えられる。また、本稿では取
り扱わなかったが、粘着性土を有する場の地形および
粒度の予測についても多くの課題を残している。これら
の課題は、流砂の力学特性に着目した研究を進めるこ
とにより、かなりの進展が望めると考えられる。
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