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中小急流河川の改修を計画する上で，改修後の河道が計画した流下能力を発揮するだけでな

く，出水時に河道の安定が損なわれないことが重要である．本研究は，単断面河道の河道計画

に用いられる合成粗度係数の算出法の不確実性を指摘した上で，台形断面と矩形断面について

粗度条件を変化させた水理実験を行い，中小急流河川における合成粗度係数算出法の適用性に

ついての水理学的な考察を示すとともに，河床面・護岸に作用する掃流力分布に着目した断面

計画の考え方を提案するものである． 
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１．はじめに 
 

掘込河道の中小河川では，主に用地の制約から，

河道の拡幅を最小限とし，単断面として河床を下げ，

両岸を立ち護岸にする改修が一般的である． 

しかしながら，改修済みの河川において，写真-1

のように，河道の安定が損なわれ，河床低下に起因

して河道災害に至ったと考えられるケースも少なく

ない．同様の被害は全国各地で生じており，限られ

た公共投資に少なからず負担を生じている． 

そのため，急流河川の河道改修では，計画構造物

の力学的な照査にとどまらず，改修後の「河道の安

定」を損なわない計画とすることが重要である． 

この点に関し，「中小河川に関する河道計画の技

術基準」1)では，河床を下げず，川幅を拡げること

によって流下能力を確保して，掃流力を上げない改

修を基本方針の一つとして提示しているが，このよ

うな改修を進めるには現実的な制約も多く，やむを

得なく従来通り「単断面・河道掘削・立ち護岸」に

より改修せざるを得ない河川も現状では少なくない

と考えられる． 

また，川幅水深比が小さい単断面河道では，洪水

時に護岸が潤辺に占める割合が大きくなるため，護

岸粗度が出水時の流水の減勢に果たす役割は無視で

きないものと見なされ，護岸設計実務の拠り所と

なっている「改訂護岸の力学設計法」2)では，護岸

には適切な粗度を設けること，中小河川単断面河道

においては側岸の粗度を考慮した合成粗度係数（等

価粗度係数）によって水理計算を行い，設計流速を 

 
写真-1 改修済中小急流河川における河道災害の例 

（平成16年台風第23号出水，岐阜県飛騨地方） 

算出することを改訂の主旨の一つに唱っている． 

このように，中小河川の河道計画及び護岸設計に

ついての技術体系は整いつつあるが，中小急流河川

の河道の安定の観点からは，河道計画手法について

の技術的な検証・改良の余地があるように思われる． 

そこで本論文では，中小急流河川における，より

安全かつ経済的な改修方法を見出すことを目的とし， 

1)断面分割法による合成粗度係数が，川幅水深比

B/Hが小さい単断面水路において実河道の粗度を

適切に評価しうるか 

2)中小急流河川の改修において，流下能力と河床の

安定を両立するにあたって，留意すべき事項と適

切な断面計画 

といった点に着目して，岐阜大学にて台形断面と矩

形断面について粗度条件を変化させた水理実験3)4)を

行い，中小急流河川における合成粗度係数算出法の

適用性についての水理学的な考察を示すとともに，

既往研究を踏まえて，河床面・護岸に作用する掃流

力分布に着目した断面計画を提案するものである． 

被災前河床 
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２．既往研究に基づく単断面河道の合成粗度係数

の算出法の不確実性 

 
単断面河道の河道計画・護岸設計実務に用いられ

る合成粗度係数は，流下断面を各潤辺長Siと各潤辺

の粗度係数niに支配される領域に分割し，「各分割

面積部分の平均流速は互いに等しく，かつ全体の平

均流速に等しい」との仮定に基づき，以下の式で表

される． 
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この方法は，実用上取り扱いが簡便であり，古く

から実務に用いられてきた方法であるが，本来は

H.A.Einstein5)が流砂量に関する水理実験結果の整

理のため，側壁の影響を除去して水路底面に作用す

る掃流力を算定するために簡易な取り扱いを仮定し

たものである． 

その後，滑らかな横断形状を有する断面では，

Einsteinの仮定が概ね成立していることが確認され

ているが，矩形断面・台形断面における流れについ

ては，以下のような研究成果が報告されている． 

禰津ら6)は矩形断面の開水路流れの断面内流速分

布と二次流の構造を詳細に計測して，Froude数や

B/Hによらず，側壁から水深の約2.5倍程度までの領

域で最大流速点のもぐり込みが生じること，すなわ

ち，B/H<5となる水路では流れ全体が三次元的な流

況となることを示した． 

石垣ら7)は矩形断面の水理実験と数値計算結果か

ら，潤辺に作用するせん断力分布は一様ではなく，

側壁近傍のせん断力分布が半水深程度の高さで最大

となり，水面近傍と隅角部で小さくなる分布となる

ことについて，二次流構造との対応を明らかにした．

また，側壁から離れるにつれて，底面に作用するせ

ん断力がほぼ一定値になって，側壁の影響を免れた

鉛直二次元的な流れとなるのに対して，側壁に作用

するせん断力は減少し，その影響範囲は有限（水深

の約2.5倍程度）であることを示した． 

冨永ら8)9)は，滑面のみと粗面のみで構成される矩

形断面水路の水理実験を行った上で，より単断面河

道に近い台形断面水路についても，側壁の勾配を変

化させた水理実験を行い，二次流の構造と側壁に作

用するせん断力分布を長方形断面と比較している．

その結果，法勾配の効果として，側壁に作用するせ

ん断力の最大値が長方形断面よりも低い位置に作用

し，水面近傍のせん断力がより小さくなることを確

認している． 

これらの研究が示すように，合成粗度係数の算出

方法が前提とする仮定は，河幅水深比B/Hが十分大

きい河道では問題を生じないと考えられるが，B/H
が小さい断面の河道においては，二次流に起因して

流況が三次元的になること，潤辺を構成する粗度の

配置状況，側壁の法勾配によって二次流の構造と潤

辺に作用するせん断力の分布が変化することが示さ

れており，合成粗度係数が実河道の抵抗特性をどの

程度表現しうるか，どの程度のズレを生じているか

については，水理学的観点からの検証が必要である

と考えられる． 

そこで，本研究では，縦断勾配や流量の条件をで

きるだけ広くとった水理実験を行い，実測された実

験粗度係数と合成粗度係数との比較を行い，とくに

B/Hとの関係に着目して整理を行った． 

 

３．矩形断面に桟型粗度を適用した水理実験に

基づく合成粗度係数の適用性の検討4) 
 

(1) 実験の概要と実験ケース 

底面幅20cm（アルミ製），側壁高さ20cm（アクリ

ル製），水路長8mの矩形断面水路に，粗度を設置し

ないケースと，5mm,10mm角正方形断面のアクリル棒

を底面・側壁・全面にそれぞれ粗度間隔3段階で配

置したケースについて，水路縦断勾配5段階(1/400

～1/25)，流量10段階(4.0～18.0ℓ)の流況について，

縦断水面形及び断面内流況を計測した．実験水路の

概要を図-1に，実験ケース一覧を表-1に示す． 

図-1 実験水路の概要と観測機器の配置,桟粗度設置間隔の定義 

hd hd 
hg 

水路勾配 桟粗度高さ 桟粗度間隔 流量Q

Ib[1/X] hg[mm] hd[mm] [ℓ] min max min max min max
なし(滑面） 400,200,25 - - 4.0～18.0 0.66 3.07 1.8 11.6 0.009 0.010

5 45,100,210 4.0～18.0 0.38 1.54 1.2 6.6 0.013 0.028

10 45,100,210 4.0～18.0 0.28 1.19 1.1 5.6 0.013 0.038

5 45,100,210 4.0～18.0 0.32 2.50 1.1 9.9 0.011 0.023

10 45,100,210 4.0～18.0 0.34 2.27 1.0 9.5 0.011 0.027

5 45,100,210 4.0～18.0 0.24 1.26 1.1 6.1 0.020 0.033

10 45,100,210 4.0～18.0 0.26 0.87 1.0 5.1 0.019 0.048

Froude数 水路幅水深比B/H 実験粗度係数n
粗度条件

底面のみ

側壁のみ

全面

400,200,100,50,25

400,200,100,50,25

400,200,100,50,25

表-1 実験ケース一覧とFr数,B/H,実験粗度係数nの範囲 



 

 

図-2 B/Hの変化に対する底面桟粗度，側壁桟粗度，全面桟粗度の抵抗特性(hg=5mm) 

(2) 既知の抵抗特性に基づく合成粗度係数との比較 

足立10)は，桟粗度による粗度係数は，桟粗度間隔

及び水深と粗度高さの比に大きく影響されることを

示しており，桟型粗度の鉛直二次元対数則を(2)式

にまとめている．なお，本式の適用領域は8≦hd/hg

≦160であり，式中のHは鉛直二次元流れとみなした

場合の水深を示す． 
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(2) 
(1)式が成立しているとして桟粗度設置面が支配

する領域の補正径深R’を算定して，(2)式のHに代入

して桟粗度設置面の粗度係数を推定し，全潤辺の合

成粗度係数を求めて，実験粗度係数と比較した結果

を図-2に示す． 

底面粗度については，nが大きい領域では，合成

粗度係数と実験粗度係数がよく一致するが，nが小

さい領域でのばらつきが大きく，合成粗度係数に対

して±10%程度の差を生じている．B/Hが小さくなる

につれて，差が顕著になっている． 

側壁粗度では，実験粗度係数が合成粗度係数を全

体的に下回り，とくにnが小さくなるにつれて，実

験粗度係数が合成粗度係数を下回る度合いが大きく

なっていく．B/Hに着目すれば，B/Hが大きくなるに

つれて，差が拡大することが確認される． 

すなわち，側壁に配置した粗度の抵抗効果は，断

面分割法により期待される程は作用しないことを示

している． 

 

(3) 断面内の流速分布に基づく考察 

hg=5mm,hd=45mm,Q=18.0ℓ のケースについて，水

路中央区間の2本の桟粗度間の断面流速分布の主流

速成分について，流下方向に断面間隔5mmで計測し，

断面内各計測点の平均流速の計測値を流下方向に平

均した断面流速分布を図-3に示す． 

底面のみに粗度を配置したケースでは，最大流速

点のもぐりこみが確認され，B/Hが大きいケースに

は，側壁の影響がより顕著に表れている． 

側壁のみに粗度を配置したケースでは，側壁近傍

の流速は低減されているが，その影響範囲は限定的

であり，断面の高さ方向・横断方向に広く流速の大

きい領域が広がっている． 

 

(4) 実験結果に対する考察 

以上のように，側壁の粗度の流水抵抗効果は底面

粗度の効果と比較すると弱いことを示したが，既往

の研究も踏まえてこの原因を考察すれば，その原因

は，開水路流れの基本である，重力の流下方向成分

の分配のされ方にあると考えられる． 

底面には常に鉛直方向に作用する重力の大半を示

すその垂直成分が作用しており，路床底面や粗度要

素にはその平行成分，すなわち重力の流下方向成分

が必ず作用していることとなる． 

幅が無限大の場合にはその釣り合いで流れの状態

は決定され，等流であれば，乱れによる混合，すな

わちレイノルズ応力とせん断応力分布の釣り合いか

ら対数則分布となる． 

これに対して，（B/Hが小さい単断面河道のよう

に）有限幅の場合には，重力の流下方向成分の一部

が側壁に働く流体力として負担されることとなるが，

側壁に作用するせん断力は，流水の運動量を壁面に

伝える乱流混合と二次流との作用に対する反力とし

て定まるので，底面のように一様に近い分布とはな

らない． 

これらのことから，各潤辺のManningの粗度係数

から断面を分割して合成粗度係数を算出する方法は，

側壁が垂直に近くなるほど，実際の粗度係数との差

を生じやすいと推察され，また，側壁が潤辺に占め

る割合が高い単断面水路において，よりそれが顕著

になると考えられる． 

図-3 平均化した断面流速分布の比較 

Ib=1/25, B/H=2.5 

Ib=1/400, B/H=1.2 

Ib=1/25, B/H=2.8 

Ib=1/400, B/H=1.3 



 

 

４．結論と提案 
 

(1) 水理実験結果に基づく合成粗度係数の適用性 

以下に，本研究で実施した水理実験の結論を示す． 

 

・粗度が底面のみのケースでは，水路幅水深比B/H
が小さい領域では，合成粗度係数と実験粗度係数

の差が，断面効果により拡大する． 

・底面,側壁,全面に粗度を配置したケースの比較か

ら，側壁に配置した粗度は底面に配置した粗度に

比して流れに対する抵抗が小さい． 

・断面内流況の計測結果を併せた検討により，側壁

に配置した粗度の抵抗の効果は，側壁近傍に限定

されており，断面分割法に基づく合成粗度係数を

適用した場合，側壁の粗度が大きめに評価される． 

・以上より，断面分割法に基づく合成粗度係数は，

側壁の粗度を過大評価する傾向がある． 

 

(2) 中小急流河川の改修にあたっての留意点と提案 

本研究の成果を踏まえ，中小急流河川における改

修時の留意点と，断面計画の考え方を提案する． 

a) 河床面せん断力を閾値にして川幅水深比を設定 

川幅水深比B/Hを小さく設定した河道では，河床

に比べて滑な護岸が潤辺に占める割合が高く，河床

低下が生じ始めると，護岸が潤辺に占める割合がよ

り高くなって，ますます粗度が低下する悪循環に陥

る．また，本研究が示したとおり，側壁に配置した

粗度は合成粗度係数で期待されるほどは機能しない． 

そこで，河床面に作用するせん断力に閾値を設け

て，少なくともB/H≧5を目安として川幅を設定する

ことを提案する． 

ただし，広げすぎると砂州発生領域に入って，水

衝部が生じて最大洗掘深が大きくなることから，出

水時に形成される河床形態を見極めた上で，目標と

する川の姿を勘案しながら川幅を設定する． 

b) 河床面せん断力の評価には水深を用いる 

河床面に作用するせん断力の照査や，河床変動計

算を行う際は，摩擦速度や掃流力の算定に，径深R
ではなく，水深h(h>R)を用いるべきである． 

側壁の影響範囲は有限であって，側壁の影響が及

ばない領域では河床面に対して鉛直二次元対数則が

成立するから，水深による評価が適切である． 

とくに，出水中に，上流から土砂の供給が見込め

ないもしくは少ない区間では，河床の骨格を構成す

る粒径が移動しはじめると，急激に河床低下が進む

おそれがあることから，移動限界粒径の判定に細心

の注意を払い，河床面せん断力の閾値の設定を行う． 

c) 護岸粗度と法尻部の処理によって潤辺に作用す

るせん断力分布を滑らかにする 

既往研究7)8)9)より，底面と側壁に挟まれる隅角部

には，せん断力がほとんど作用せず，底面の中央付

近でせん断力最大となることが分かっている．また，

河床面が粗で護岸が滑な断面構成では，潤辺に作用

するせん断力の大部分を河床が受け持つことになる

から，法尻部に寄せ石するなどして断面形状を滑ら

かにするとともに，護岸の低い位置にはある程度の

粗度をもたせて，全潤辺にバランス良くせん断力を

分配し，河床面の負担を軽減するべきである． 

d) 施工時の配慮事項 

護岸根入れ部の埋め戻しや河床整正時に，細かい

材料が多く用いられると，それらが出水時に流失し，

河床の骨格材料のかみ合わせが期待できなくなるこ

とから，埋め戻し材料の粒径に注意し，工事発注

者・施工者への引き継ぎ事項とする． 

 

これらの提案は，「中小河川の河道計画の技術基

準」に提示された「川幅を拡げる改修」と方向性を

同じくするものであるが，川幅の拡幅の度合いにつ

いて一定の論拠を与えるものであると考えている． 

今後も研究を続け，提案の効果を実証して，中小

急流河川の改修に係る実務に資する研究としていき

たい． 
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