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近年，複列砂州における河道特性の変質として，複列砂州の特徴である 2 列蛇行流路が
1 列の蛇行流路に集約する（単列化）が生じており，これによって洪水流が集中して流下し
大きな河岸被災が生じている．また，このような河道特性は河道固定や砂州の樹林化をも
たらすことから治水，河川環境面も好ましくなく，その改善が河道管理上の重要な課題で
ある．本研究は，この河道特性の変質，すなわち複列砂州の変形としての単列化に伴う蛇
行流路形成とそれが引きおこす河岸侵食の機構を明らかにすることを目的として，現地河
川資料解析，移動床水理実験および流況・河床変動解析から検討したものである．
第 1 章では，本研究の序論として，複列砂州の単列化すなわちモード減少に関する既往
研究と本研究での位置づけを明確にし，本研究の目的を述べた．
第 2 章では，砂州領域の異なる実河川での河岸被災事例から，特に砂州形態の変化に着
目して，河岸侵食の発生要因及びその過程を検討した．複列砂州河道での河岸被災は，複
列砂州の 2 列蛇行が単列化するときに生じ，その蛇行頂部に形成した水衝部で河岸被災が
発生していることを示した．複列砂州から単列砂州への変形では，砂州への植生の侵入を
きっかけとした流れの偏在によることを示唆した．
第 3 章では，複列砂州河道において，複列砂州の変形としての単列蛇行化とその蛇行流
による河岸侵食の進行状況に着目し，直線水路を用いた水理模型実験及び数値解析により，
その素過程について考察した．複列砂州河道から単列砂州化が進行する過程（複列砂州の
単列化）は，左右岸対象に位置する河岸砂州のいずれかの河岸砂州の発達により，複列砂
州の対称性が崩れ，これをきっかけとしてその下流に向かって進行することを示した．
第 4 章では，単列化を強める外部条件として，上流からの土砂供給に着目し，移動床水
理実験と数値解析から，複列砂州の単列化とその蛇行流の進行に与える土砂供給の影響を
検討した．河床低下傾向にある区間では複列砂州は形成されず，土砂輸送が活発になる区
間，特に河床上昇傾向の区間では，複列砂州の形成とその変形過程として単列蛇行流路の
形成が見られ，側岸侵食が進行することを示した．
第 5 章では，単列蛇行化を強める外部条件として，側岸侵食が砂州形態の変化に与える
影響に着目し，移動床水理実験と数値解析から，蛇行流路形成と側岸侵食，側岸からの土
砂供給の関係について，蛇行と河岸侵食の相互作用系としての観点からその素過程解明に

つながる知見を得ることを目指した．側岸を固定しない場合では，側岸侵食により生じた
供給土砂が河岸沿いの侵食域の下流に堆積することで砂州が形成され，側岸からの土砂供
給と川幅拡幅による掃流力の減少により堆積傾向が強まる中で単列化が進むことを示した．
断面流砂量は，側岸条件に関わらず経時的に減少しているが，側岸を固定しない場合では，
河岸侵食区間では蛇行頂部（水衝部）付近で縦断方向流砂量が大きくなり，その直下流で
の流砂量の減少から堆積域が生じ，これにより流向が変化し，それが縦断方向で繰り返し
生じて単列蛇行化がさらに強調される．単列化の発達過程において，縦断方向流砂量の縦
断方向および横断方向の偏在が寄与しているとの知見を得た．
第 6 章では，単列蛇行化を強める外部条件として，砂州への植生の侵入に注目した．併
せて河岸条件（固定，非固定）の影響も数値解析により検討した．単列砂州形成の水理条
件において単列砂州形態を維持する中で，砂州の植生化は単列蛇行流路の発達を促すこと，
護岸の設置は護岸に沿うみお筋の形成（直線化）を促すこと，さらに河岸侵食が生じるこ
とで蛇行偏角の大きな単列蛇行流路が形成されることを定性的ではあるが数値実験から提
示した．次に，単列・複列砂州形成の境界に位置した水理条件では，植生の侵入は複列砂
州河道の段階で発生し，単列蛇行化のプロセスにおいて，植生が流砂量の縦横断方向の偏
在を強調する役割を有していることを示した．河岸侵食による側岸からの土砂供給で形成
された堆積域周辺では掃流力の減少が生じ，堆積域への植生の侵入によりさらに掃流力を
減じ，次第に砂州が固定されることで蛇行流路と水衝部の固定が生じ、縦断方向に繰り返
しが発生する過程を示した．
第 7 章では，第 2 章で見た実河川の被災の発生過程について，第 3 章から第 6 章までの
考察で得た知見を対応させ，河岸防護必要箇所や水衝部の把握に資する管理指標の抽出し，
今後の河道管理への活用を試みた．管理指標は現地への適用性を考慮し，新たなデータ取
得や複雑な解析を必要とせず，現地での目視，各河川で定期的に取得している横断測量デ
ータや航空写真等の基礎データから整理可能なものとし，砂州の固定化による河道の二極
化の状態を示す「横断比高差」，および移動性の砂州と固定化した砂州の混在状況を示すも
のとして「川幅または川幅水深比の縦断変化」，砂州波長の縮小を示すものとして「蛇行波
長，蛇行角度」を提案した．
第 8 章では，本研究の成果と今後の課題についてまとめた．
本研究から得られた知見は今後の河川管理の工学的な進展に貢献するものであると考え
る．
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Riverbank erosion is one of major problems on river management to cause serious damage of levee
failure in alluvial rivers. Recently a single meandering channel is often observed in rivers with
double-row bars which attacks river bank and causes local scouring and bank erosion in even
medium-size flood．This study aims to understand the mechanism of formation process and factors
which bring about a single strong meandering channel by using data analysis on river channel
geometry, hydraulic experiment and numerical riverbed variation analysis.
Chapter 1 provided brief reviews on past studies related to the reduction of bar mode and described
the main focus and the goal of this study.
In Chapter 2, the causes and processes of riverbank erosion in actual rivers were examined, paying
particular attention to changes in bar morphology. It was shown that the riverbank damage in the
double-row bar channel occurred when the two-row meandering in the double-row bars turned the
single row, and it suggested that this deformation is driven by the invasion of vegetation into the
bars.
Chapter 3 clarified the morphological development process of a single-row meandering as a
deformation of double-row bars and the progress of riverbank erosion due to the meandering flow by
conducting hydraulic experiments and numerical depth-averaged flow analysis. In the process of a
single-row bar conversion from the double-row bars, the symmetry of the double-row bars is broken
due to the predominant of one side bank bar.
In Chapter 4 and 5, external conditions to strengthen a single strong meandering channel in single
row bar were investigated. The sediment supply from the upstream and the side bank is one of
external conditions to strengthen a single meandering channel where sediment transportation is
active and the bed tends to aggradation. Especially, the lateral sediment supply due to side bank
erosion plays a significant role to strengthen single-row meandering and furthermore leads to
successive bank erosion downstream, that is an interaction system between meandering and
riverbank erosion.
In Chapter 6, it was shown by numerical riverbed variation analysis that the invasion of vegetation
into bars promotes to strengthen single-row meandering due to causing the suppression of bar

migration behavior and the reduction of bed load. The spatial variation of bed load in the longitudinal
direction and the transverse direction is also caused by vegetation.
In Chapter 7, the findings obtained from Chapters 3 to 6 were made to correspond to the process of
occurrence of bank erosion in actual rivers as seen in Chapter 2, which could contribute to the
prediction of bank erosion areas. The maximum relative height in cross section, the ratio of river
width to averaged depth, the wavelength of meandering are useful indicators for river channel
management. Chapter 8 summarized the results of this research and addresses unresolved
remaining issues. The findings obtained from this research will contribute to the future engineering
progress of river management.

