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開水路ワンド流れは豊かな水性生態系を創出する重要な機能をもつため，最近ではこれを人工的に設置

するプロジェクトが全国で推進されている．一方で定期的な水交換や土砂対策を怠るとその機能が失われ

かねないため，適切な維持管理が求められる．これを実現するためにはワンド内部の流れ構造，物質交換

特性および土砂輸送機構の解明が急務である．そこで本研究では室内水路における乱流計測を行って流れ

の3次元構造を明らかにした．またLIFによる染料濃度の輸送計測を行い，ワンド内部の大規模循環流やせ

ん断組織構造による物質輸送プロセスを解明した．特に土砂堆積を想定して路床形状を変化させてこの影

響について詳細に検討した．さらにガス輸送モデルをベースにして主流とワンド間の物質輸送に関する新

しい物理モデルを提案した． 
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     turbulence  transport 

 

 

1. 緒論 

 

多自然河川の整備においてワンドは重要な役割を

もつため，人工的な再生および創出プロジェクトや

設置が促進されている1)．一方で適切な水交換や土

砂管理などの維持にも十分な配慮が必要である．こ

のテーマは室内実験や現地観測を通じて多くのグル

ープによって研究されている．例えば，中川ら2)は

ワンドのアスペクト比・境界部仕切りの有無・透水

性および水深を系統的に変えて，電磁流速計を用い

た流速計測及び染料可視化を行った．彼らはアスペ

クト比（ワンド長／ワンド幅）によってワンド内部

の水平循環流構造が変化することを指摘した．アス

ペクト比が1の場合ではワンドスケールと同規模の

循環流が現れる一方で，アスペクト比が3になると

ワンド領域の下流側にできる比較的大きな循環流と

それによって誘起される比較的小さな逆回転の循環

流が発生することを示した．これらの渦はワンド流

れを代表する最も基本的な流れ特性である．

Uijttewaalら3)はアスペクト比の大きいケースで生じ

る2つの渦のうち，下流側の大きな渦をPrimary Gyre 

(以下PG)，上流側の逆回転渦をSecondary Gyre (以下

SG)と呼び，主流とワンド間の物質交換に大きな影

響を与えることを実験的に明らかにした．陳・池田4)

は境界部せん断層の剥離渦について電磁流速計によ

る計測と水面変動計測からその発生特性を考察した．

彼らの結果では，剥離渦の発生周期は流下方向距離

に対して増加し混合層における渦のマージングが確

認された．池田ら5)は水制を連続的に設置して連続

ワンドを再現し室内計測した．彼らは最上流の水制

に流れが衝突すると主流部に流出した際に剥離流と

なって流下するが，ある一定距離でワンド境界位置

に再付着する現象に注目した．特にワンド間隔が狭

いほど再付着点が上流側にシフトする興味深い結果

を得ている．またこの再付着点の上流側と下流側で

は質量・運動量交換率が変化すると指摘した．この

ことから，せん断剥離渦による物質交換特性の重要

性が理解できる．禰津ら6)は開水路ワンド流れの

LDA計測を行い，アスペクト比によってレイノルズ

応力の分布や乱れ発生率の分布に大きな違いが生じ
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ることを示している．さらにアスペクト比ごとに現

象をイメージ化した．田中・大本7)はアスペクト比

の異なる複数のワンド形状ケースについて水面変動

とPIV計測をおこない，水面変動周期と流れの抵抗

特性の関係性について考察した．最近では透過性材

質による水制群も注目されている． Kadota & 

Suzuki
8)

 は水没と非水没の場合における透過性の影

響を水理実験によって検討している． 

またTominaga & Sakaki
9)は実河川に設置された透

過性水制周辺の流れをADVによって実測している． 

さてワンド流れの水質保全のためには主流との適

度な水質交換が必要である．主流とワンドの境界領

域は混合層が形成されるためせん断組織渦の役割が

物質交換にとってキーとなる．Valentine & Wood
10)

は河床凹部と主流部との物質交換に関する理論研究

と実験研究をおこない，交換係数を用いて濃度変化

を定式化した．Uijttewaal ら3)は染料実験をおこない，

連続ワンド群における上流側ワンドの下流ワンドへ

の影響やアスペクト比および境界部の河床形状の交

換係数への影響を研究している．彼らは水深方向に

流れ場が一定と仮定し，染料濃度をワンド容積全体

で積分した値を用いて濃度交換係数を算出した．さ

らに流れ場のデータと濃度計測の画像とを比較し，

PG領域で濃度が急速に減少すること，SG領域で染

料が滞留することを示した．また主流部とワンド内

の水深を変え，境界部の河床に横断方向のスロープ

を設置したケースと段落ちにしたケースを比較し，

スロープの有無は濃度交換に大きな影響を与えない

ことを示唆した．Weitbrechtら11)は実河川に合わせ

ワンド内河床を横断方向に変化させた上で染料実験

と流速計測を行い，流速データと染料濃度データの

それぞれから求めた濃度交換係数を比較した．冨永

ら12)は小アスペクト比条件下で染料実験を行い，ワ

ンドと主流部との水交換特性を研究した．ワンドの

上流端と下流端にT字型突起物を設置し，これによ

って流れ場と水交換がどのような影響を受けるか観

察をした．この結果，先に挙げた研究で述べられて

いたような流れと濃度交換の関係性に一致する見解

を示すとともに，下流端よりも上流端に突起構造物

を設けたケースにおいて循環流が強められ，濃度交

換が活発になることを指摘した．さらに冨永・ヌグ

ロホ13)は開口部形状の水交換に与える影響を実験・

数値計算から検討しており，開口部が小さくても濃

度変化にはワンド内およびワンド開口部での小さな

スケールの循環流が大きな役割を果たすことを指摘

した． 

鍛冶ら 1)は淀川に復元された閉口式ワンドにおけ

る出水時の河床変化の実地調査をおこない，出水時

のかぶり流れによる河床地形変化や粒度特性に関す

る詳細なデータに加え，平面流速の計測から淀川樟

葉復元ワンドにおける土砂堆積のメカニズムについ

て検討した．復元から 30 ヶ月経た後，土砂堆積に

よって河床の状況が大きく変化することが報告され

ているが，系統的な環境変化の解明や生態系との関

連性を明らかにするにはさらに継続して観察を進め

ることが必要であるとしている．祟田ら 14)は実河川

における透過性水制周辺の粒度分布・土砂堆積・河

床変化の計測をおこなった．約一年にわたって流量

を観測，出水の前後で数回ワンド内の河床について

観測をおこない，粒度分布と河床高さの分布図を作

成して水制周辺の土砂堆積機構の解明に取り組んだ． 

木村ら15)は木曽川ワンド群(水制群)の野外観測の中

で，ワンド内環境の多様性に触れている．上下端の

ワンド環境との兼ね合いによって，ワンド内植生の

有無・土砂堆積の特徴が変化するため，実河川のワ

ンドは様々な形状になる．このような野外観測研究

から，ワンド研究は従来のような水深平均手法を用

いることができる平坦河床ワンドのみを対象として

いては不十分であることが分かる．著者らのグルー

プ16)は土砂堆積パターンの一つとしてワンド内の河

床高が主流方向に単調増加および減少する流れ場を

想定し，河床形状が流れや物質輸送に与える影響を

実験的に研究した．本稿ではさらに実験ケースを増

やすとともに，水平方向と鉛直方向のPIV解析を行

った．このデータを基に乱流構造をより詳細に考察

し，主流とワンド内の物質輸送に及ぼす土砂堆積の

水理的影響を明らかにする．さらにガス輸送モデル

をベースにして主流とワンド間の物質輸送に関する

新しい物理モデルを提案する．実河川における治水

と環境がバランスした理想的なワンド環境作りは，

複数の要素要因が絡み合うため非常に難しい問題で

ある．より優れたワンド創造の新基軸の一部分を，

 

写真-1 庄内川ワンドの土砂堆積の様子 

（流れは下から上向き） 
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実験データベースおよび水理現象の解明という形で

貢献することが本研究の目的である． 

 

2. 実験および計算方法 

 

(1)  実験水路と水理条件 

図-1に実験システムを示す．実験には水路長10m，

水路幅0.4mの総ガラス製水路を用いた．流量はイン

バーターモータと電磁流量計で自動制御した．ワン

ド部を除いて10cm幅の高水敷を水路全長に渡って設

置し，開水路凹部流れ場を再現した．流下方向のワ

ンド位置は水路上流端から7mの位置である．表-1

に実験条件を示す．主流部幅B=30cm，ワンド幅

Bw=10cm，ワンド開口部長Lw=30cmであり，ワンド

部アスペクト比はLw/Bw=3，この条件下ではワンド

内に回転方向が異なる2つの渦が発生することがわ

かっている 3)．水深はH=5.3cm，断面平均流速は

Um=12cm/s，フルード数はFr＝0.166，レイノルズ数

はRe=6360である．これらの無次元量には，速度ス

ケールにUm，長さスケールにHを用いた．横断面の

アスペクト比は主流部で =H/B 5.7，ワンド部で

91.H/Bw = である．主流については5以上のため側

壁効果や2次流の影響が小さい条件17)であるが，実

河川におけるワンド域と比べるとこれらのアスペク

ト比ははるかに小さい．一方で本研究では鉛直方向

の流れ構造についても考察するために，計測面の事

情よりある程度の水深を確保する必要があり，上述

の水深値を設定した．したがって後述する実験結果

を実ワンド場と比較する場合にはこの点を十分に考

慮しておく必要がある．なお，木村ら18)によれば，

このフルード数ではセイシュは発生しない．ワンド

の土砂堆積は主流と死水域のジオメトリーや土砂の

種類など様々な支配因子があり，シンプルにモデル

化することは困難である．写真-1に示すものは庄内

川におけるワンド域の堆積の様子である．ここでは

ワンドと主流の間に大量の土砂が堆積し，このまま

放置すればワンドが主流より完全分離することが予

想される．また樟葉ワンドの場合にはワンドの上流

側と下流側の内壁を中心に堆積するようである1)．

このように様々な堆積パターンが考えられる．線

形・非線形的な堆積分布形状やその方向性も多様で

ある．ここではモデル化が行いやすい特定方向への

線形分布を取り扱う．本研究では特にまだ着手され

ていない主流方向への堆積変化を考えることとする．

本実験ではモデルケースとして図-1のように主流と

平行に勾配をもつパターンを考えた． ≡S 最大河床

高／ワンド長さ(Lw)を定義し，フラット条件( 0=S )

を含めて全5ケースを実験対象とした(表-1)． 0>S

はワンドの下流側の路床が高い上昇スロープ，

0<S は反対の下降スロープを意味する．水平面の

PIV計測では全ケースとも検査平面（LLS照射位

置）を =/ Hy 0.19，0.38，0.47，0.57，0.75および

0.94の6種類に統一した． 

 

(2) 流速計測 

流速計測には 2 次元の PIV 法を用いた．流れを可

視化するために 3W のアルゴンイオンレーザーを光

ファイバ－経由でシリンドリカルレンズによって厚

さ 2mm のシート状にしたもの(レーザーライトシー

ト：LLS)を，ワンドが設置されている水路側面から

水路底面に対して平行に照射した．またトレーサー

0=S

wB H

wL

(a) (flat bed)

B

(b)

FLOW

0<S (c)

y
z
x

0>S(downward slope) (upward slope)

2 or 5cm

30cm

10cm

5.3cm
30cm

2 or 5cm

 

図-1 実験装置とワンド内の河床パターン 

表-1 実験条件 

U m  (cm/s) H  (cm) B  (cm) B w  (cm) L w  (cm/s) Fr Re S

-1/6

-1/15

0

1/15

1/6

12 5.3 30 10 30 0.17 6360
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については，平均粒径 100µm・比重 1.01 のダイヤ

イオン（セパビーズ，三菱化学製）を使用し，計測

部上流側 6m 付近から流れを乱さないように注入し

た．高速度カメラ（HAS－500：DANTEC 社製）を

水面上方 60cm 付近に設置し，外部トリガからのダ

ブルパルス信号を用いてフレームレート 100Hz・サ

ンプリングレ－ト 30Hz で撮影した． 

 

(3) 濃度計測 

 染料濃度計測にはレーザー誘起発光法(LIF法)を用

いた．LIFは画像輝度の大小で濃度を評価できる非

接触計測法で，流れを乱さないメリットがある．発

光染料にはレーザー光に反応して発光するRhodamin 

Bを用いた．計測開始前に仕切り板でワンド開口部

を完全に閉じた状態で適量のRhodamin B高濃度水溶

液を注入，攪拌しておく．こうしてワンド内を

0.2mg/lのRhodamin B水溶液で満たし，仕切り版を取

り除くと同時に計測を開始する．撮影時にはシャー

プカットフィルタによりRhodamin Bの発光以外の散

乱されたレーザー光の写りこみを防いだ．キャリブ
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図-2 時間平均流速ベクトルの水平面分布   
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レーション曲線を用いて撮影画像の輝度値を濃度に

変換した．仕切り板は一定速度でガイドに沿って鉛

直方向に正確に取り除いた．この際に生じる流れへ

の擾乱が交換係数に与える影響が心配されるが，後

述の濃度減衰曲線(図-9)をみる限りでは，仕切り板

の除去直後において局時的なデータのばらつきはみ

られず，いずれの実験ケースにおいても線形的な変

化がみられた．したがってこの影響は小さいと考え

る． 

 

3. ワンド内部流れの3次元構造 

 

(1) 時間平均水平面の構造 

図-2(a)にフラット条件の 0=S における半水深

)47.0=/( Hy と水面近傍 )94.0=/( Hy の時間平均流

速 ),( WU の水平面分布を示す．同様に図-2(b)およ

び(c)にはそれぞれ =S -1/6 および 1/6 の結果を示す．

0=S では水深方向に関わらずワンドの上流側と下

流側に回転方向の異なる循環渦が 1 つずつ存在して

おり，2 渦構造となっていることがわかる．2 種類

の循環渦のうち比較的大きな下流側渦は Primary 

Gyre (PG)，上流側渦は Secondary Gyre (SG)と呼ばれ

る 3)．PG は主流によって誘起され，SG は PG の回

転によって 2 次誘起されるものである．また，PG，

SG の渦中心の位置は鉛直位置によって大きく変化

しない．さらに下流側からワンド内に強い流入があ

り，ワンド中央付近から主流部への流出が認められ

る． =S -1/6 の水面近傍 )94.0=/( Hy の結果では，

=S 0 と同様に下流側に PG，上流側に SG が存在し

ており， =S 0 ケースと似た流れ構造になっている

ことがわかる．路床スロープの影響により水深が大

きくなると上流側の領域が小さくなっていくため，

水面付近で上流側に確認された SG は半水深の高さ

ではみられないが，PG の渦中心位置は水深方向に

ほとんど変化していない． =S 1/6 の水面付近に注

目すると上記 2 ケースと大きく異なり，PG 領域が

ワンド全体にわたって確認できる．さらに PG の渦

中心位置は =S 0 および-1/6 のケースでは下流側に

あったのに対し，上流側に位置する．なお SG 領域

はワンド上流端の隅に小さく確認できる．  

図-3(a)には =S 0 ケースの ,18.0=/ Hy 0.47 およ

び 0.94 における時間平均した横断方向流速W の流

下方向変化を示した．なお境界部 )0=(z を対象とし

た．ここで注目すべき点は，ワンド内からの主流部

への流れが，水面付近 )94.0=/( Hy と底面付近

)18.0=/( Hy では弱く，半水深 )47.0=/( Hy で強く

なることであり，長時間平均で考えると水面付近と

底面付近からより多く流れが入り込み，半水深付近

から主流部へ多く流出する．これらの結果より縦渦

構造が形成される可能性が考えられる．図-3(b)に

は =S -1/6，0 および 1/6 の境界部 )0=(z に沿う Wの

分布を比較する． =S -1/6 は =S 0 と比べて上流側

( wBx =0.3)における主流側への流れ出しと下流部

( wBx =2.7)にみられる主流側からの流れ込みが大き

い ． 一 方 で =S 1/6 で は ワ ン ド 中 央 あ た り

( wBx =1.5)から強く流入し，下流端の境界付近では

逆に主流部への流れ出しが観察される．この傾向は

目視による染料の観察でも確認できた．このように，

=S 1/6 ケースは S＝0，-1/6 とは大きく異なる流れ

構造をもつ． 

 

(2) 大規模循環流のスケール定量評価  

図-4(a)～(c)に =S -1/6，0 および 1/6 の水面付近

)94.0=/( Hy における鉛直軸をもつ平均渦度分布を

示す．渦度 z/Uy ∂∂≡Ω - x/W ∂∂ の正値は反時計

回りの回転を表し，負値は時計回りの回転を表す．
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図-3 境界部における時間平均横断流速の流下方向変化 
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=S 0 ではワンド上流側の境界部に沿って渦度の大

きい領域があり，下流側の PG 領域も正値をとる．

SG 領域は負値に対応し，平均流速図の流れ場から

みた循環渦構造とよく一致する．ワンド上流部の境

界付近で渦度が大きくなるのは，ここがせん断領域

であり流速シアーが存在するためと考えられる．渦

度分布は，ワンド上流側の境界部付近には剥離渦が

あり，PG 領域には反時計回りの循環渦構造，そし

て SG 領域には時計回りの循環渦構造があることを

示唆するものである． 

=S -1/6 の水面付近の渦度分布は =S 0 ケースに類

似する．しかしながらワンド下流側の渦度正値の領

域が若干ではあるが全体的に下流側にシフトするこ

とがわかる．これは図-2 でみたように =S -1/6 では

スロープの影響により PG 領域が下流側にシフトす

るためと考えられる． =S 1/6 の渦度分布は =S 0 お

よび-1/6 のケースとは大きく異なり，正値の範囲が

ワンド上流端近くまで分布するしワンド全体を占め

る．これは PG 領域がワンド全体に及ぶことに対応

する．またワンド上流部の側壁側の渦度が負値で，

この領域が SG 領域になっていると考えられる． 

PG と SG の領域占有率の定量評価を考える．渦度

の正負によって PG と SG の判定を行う場合，次の

問題が発生する．すなわち渦度分布はせん断領域の

ような流速シアーが卓越する場(渦は存在しない)に

おいても渦域と判定されてしまう．そこで∆ 値を導

入しこの分布を併用して渦領域を抽出する．∆ 値は

速度勾配テンソルの固有方程式の解判定値であり，

これが負の場合にはその領域で流線が閉じる，すな

わち渦状の流れが生じることを示す．∆ 値で負の符

号をもつ領域で流線が閉じることが数学的に証明さ

れており，多くの流体研究者が組織渦構造の定量抽

出に用いている．詳細は既往文献 19)を参考されたい．

∆値負値で渦度正値の領域を PG 領域とし，∆ 値負

値で渦度負値の領域を SG 領域として，これらの領

域がワンドの水平面積に対する占有率を計算した．
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図-4 時間平均渦度の水平面分布 
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ここでワンド水平面積とは各鉛直高さにおけるもの

でスロープケースでは底面ほど減少する．図-5(a)

にワンド全体に占める PG 占有率の水深変化のケー

ス間比較，図-5(b)に SG 領域のケース間比較を示す．

これをみると， =S 0 および-1/6 における水面付近

)75.0>/( Hy の PG と SG の占有率はほぼ同じ大き

さになる． =S 1/6 は PG 領域が他のケースに比べ大

きく，SG 領域は小さくなる． =S 0 ケースにおいて，

PG 領域の水深方向変化は小さいが，SG 領域は半水

深付近で大きくなっている． このようにこれらの

大規模渦の構造は水深方向に一定ではなく，主流と

ワンド間の運動量交換や物質輸送機構にも重要な影

響を与えるものと推察される．4 章ではこの特性を

ふまえて物質輸送速度について考察を行う． 

 

(3) 瞬間構造（同時LLS計測） 

上述したようにワンド内の大規模渦の構造変化は

顕著である．これにともない鉛直方向の流れ循環も

活発になることが予想される．これを理解するため

鉛直面と水平面の同時 PIV を行った．図-6 に =S -

1/6，0 および 1/6 の水平面と鉛直面の同時刻の瞬間

「画像」を示す．水平面の高さは水面付近

（ 94.0=/ Hy ）であり，鉛直面は境界付近( wBz / = 

-0.15)の位置ある．水平面の図中の白破線が鉛直方

向のレーザーライトシート位置である． 

=S 0 では，t＝0(s)において赤線で囲んだワンド

内への流速ベクトルをもった高レイノルズ応力領域

は，ワンド上流の境界部付近で発生した剥離渦を伴

った組織流体塊である．水平面と鉛直面を対応させ

ると，水平面で観察される高レイノルズ応力領域の

ワンド内への入り込み位置において，鉛直面では上

昇が発生することが確認できる．またこれらが流下

方向に輸送される様子もわかる．t＝1.5(s)では上昇

流のすぐ背後に下降流が続いており，大規模剥離渦
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図-6(a) 鉛直面と水平面の瞬間ベクトル分布の同時表示：S=0 ケース 

    （それぞれのコンターは瞬間鉛直流速とレイノルズ応力を示す） 
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がワンド内に流入する際には，強い 3 次元的な流れ

構造が形成される． =S -1/6 でも =S 0 と同様にワン

ド内に強く入り込む高レイノルズ応力領域に注目す

る． =S 0 ケースと同様に高レイノルズ応力領域の

入り込み位置において鉛直上昇流がみられる．これ

は =S 0 と同じようなメカニズムによるものと思わ

れる．さらに t＝0.6(s)では高レイノルズ応力領域が

下流側からワンド内に流入するが，その際にワンド

下流壁に衝突して下降流となる． S＝1/6 ケースにお

いては，境界部付近の鉛直面内においてはスロープ

が上昇している影響もあり，時間平均流速はスロー

プに沿った上昇の流れが支配的になっている．一方

で，S＝0，-1/6 ケースと同様に高レイノルズ応力領

域がワンド内に流入する際には，周辺よりも明らか

に強い上昇流が生じる．この傾向は他時刻でも観察

されており，剥離渦の発生周期と同じ時間間隔で生

じ偶発的なものでないことを記しておく．  

ワンドのような混合層ではせん断不安定性に起因

する小規模な剥離渦が周期的に発生する 20)．この剥

離渦は水平循環流に比べると長さスケールは小さい

が，これらは大きなレイノルズ応力を生成し，主流

とワンドの物質交換に大きく寄与する．図-7 は高

さ 47.0=/ Hy および 0.94 におけるレイノルズ応力-

uw の水平面分布を示したものである．いずれのケ

ースも低水路とワンド境界部においてせん断不安定

によってレイノルズ応力の正値が大きくなる． S =0

では半水深の方が水面よりも値が大きい．レイノル

ズ応力- uw の生成はその輸送方程式を考えると，時

間平均流速の空間勾配とレイノルズ応力テンソルの

積に依存する 21)．本流れ場のように zU ∂/∂ が卓越

する場合には )∂/∂( zUww が- uw の生成に大きな影

響を与える． wwの平方根は横断方向の乱れ強度で

あるが一般に極底面近傍を除いて乱れ強度は水面側

よりも底面側の方が大きい 17)．一方で zU ∂/∂ に関

しては図-2 に示したようにこの 2 つの高さ間の差異

は比較的小さく wwの分布によってレイノルズ応力 
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図-6(b)および(c) 鉛直面と水平面の瞬間ベクトル分布の同時表示：S= -1/6 および S=1/6 ケース 
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- uwも高さ方向に変化するものと推察される． 

図-6 の鉛直断面でみたように剥離渦は強い上昇

流を発生する．したがって剥離渦の通過にともない

底面付近の比較的大きな- uw が水面側に輸送される

と考えられるが，この際に- uw は拡散されるために

水面側では小さくなる．水面付近に注目すると =S -

1/6 は S =0 よりもレイノルズ応力- uwの正値の範囲

が広くまた値も増加する． =S -1/6 の上流側は水面

近くにワンド床があるために底面乱れの影響を受け

やすく，そのためレイノルズ応力が大きくなったと

予想される．そこで発生した乱れが流下とともに横

断方向にも拡散する様子はフラットケースと同様で

ある．次に =S 1/6 は =S -1/6 および 0 に比べて全体

的にレイノルズ応力が減少する．これは PG が上流

側にシフトした結果，上流側での主流／ワンド間の

主流速の横断方向シアーが小さくなったことが原因

と思われる．このようにワンド路床勾配は平均流場

だけでなくレイノルズ応力にも大きな影響を与える

ことがわかった．  

 

1.0

0
-0.5 0

-1 5

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

uw− )scm( 22

3.0

0.0

-1.0

1.0

2.0

1.0

0
-0.5 0

-1 5

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

uw− )scm( 22

0.0

-1.0

1.0

1.0

0
-0.5 0

-2 6

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

1.0

0
-0.5 0

-2 6

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

uw− )scm( 22

uw− )scm( 22

4.0

3.0

0.0

-1.0

-1.0

2.0

2.0

0.0

3.0

3.0

4.0

1.0

cavity-bed

1.0

0
-0.5 0

-1 2.5

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

1.0

0
-0.5 0

-1 2.5

-1.0

wBx/

2.0

3.0

wBz/

uw− )scm( 22

uw− )scm( 22

0.0

0.0

1.0

1.0

2.0

0.0

F
lo

w
F

lo
w

cavity-bed

0=S(a) (flat bed) (b) 6/1=S (c) 6/1=S

47.0=/Hy

94.0=/ Hy

 

図-7 レイノルズ応力の水平面分布 
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4. ワンドにおける物質輸送特性 

 

(1) 瞬間濃度分布の比較 

図-8 にワンド内への染料投入および仕切り板除

去後 t＝20(s)における瞬間の輝度画像を示す．輝度

が明るいほど染料濃度が高い．なお染料投入直後は

ワンド領域のみ高輝度であり，時間経過とともに主

流との交換が進む．計測高さは全て 94.0=/ Hy で

ある．これらの図から，PIV 計測における PG・SG

領域をはじめとした平均流構造との対応関係が理解

できる． S =-1/6 ケ－スでは濃度分布が PG・SG 領

域の 2 領域に対応しており，PG 領域では濃度交換

が激しく初期ステージに投入された染料が存在しな

い．SG 領域では染料が溜め込まれていることが分

かる． 0=S も同様の傾向がみられるが，PG 領域に

おいては S =-1/6 ケ－スと比べると若干染料が残っ

ている． S＝1/6 では上流部から中流部にかけて楕円

形の高濃度域がみられる．この高濃度域はワンド上

端・側壁・下端のいずれとも接しない．図-2 の平

均流ベクトル図と比較すると，巨大な PG の中心位

置周辺に染料が滞留することがわかる．このように

S が正から負に変化するにつれて，SG 領域では染

料の滞留が促進され，PG 領域では滞留から主流へ

の吐き出しへと機能が変化する． 

 

 

(2) 濃度交換係数の評価 

 ワンド内と主流部との濃度交換を評価する値とし

て，Valentine & Wood
 10)が河床凹部と主流部との濃

度交換式で定義した交換係数 k を考える．彼らは凹

部境界における質量交換は境界近傍の主流領域と凹

部内の濃度差(cδ－ c~ )に比例するという仮定のもと

に，単位深さ・流下方向単位長さあたりの質量交換

フラックス q が(kUj)(cδ－ c~ )とできるとした．Uj は

境界部における時空間平均主流速である．境界部に

おいて濃度交換がおこなわれる領域の長さを L とす

ると境界面を通貨するフラックスQ は次式で与えら

れる． 

                 )~()(= δ ccLkUQ j                      (1) 

ここで ( ) tLBcQ w ∂/~∂= となるので，式(2)が得られ

る． 

 )~(
~

cc
B

kU

t

c

w

j
−











=

∂

∂
δ      (2) 

多くの実験研究における k 値の計算には，図-9 に示

すような濃度変化の時系列分布を用いる．一般にこ

の実験曲線は次の形となる． 

T

t

eDc
−

= 0
~         (3) 

 

D0は定数，T は凹部の滞留時間と呼ばれる．図-9 に

おいて，比較的ワンド内濃度 c~ が大きな値を保って

いる領域において log c~  ∝ t となり，式(3)において，

D0，T が定数であるという条件を満たす．T と k の

関係式は，D0 を t＝0(s)における凹部内平均濃度濃

度 C0，主流の濃度 0=δc とすれば，式(2)および(3)

より， 

TU

B
k

j

w 1
=               (4) 

となる．したがって濃度変化の時系列分布から T を

得ることで k 値を求めることができる．ここでは各

LLS の水平照射高さで濃度交換係数 k を算出した．

その結果を図-10 に示す．まず =S -1/6 では水面に

近づくほど k 値が小さくなる．S＝－1/15 では y/H＜

0.4 では S＝－1/6 と同様に水面に近づくほど k 値が

小さくなるが，y/H≧0.5 でほぼ一定になる．S＝0 で

は水深方向に一定となる．S＝1/15 では y/H＝0.2 で

減少し，S＝1/6 は S＝0 と同様に水深方向に一定と

なる． 

S＝－1/15ではy/H≧0.4ではLLS照射範囲が変わら

ないためkは一定，y/H＜0.4では照射範囲が狭くなっ

てPG領域比率が大きくなるためk値が大きくる．S＝

0では水深方向にLLS照射範囲が変わらないためk値

はほぼ一定となっている．S＝1/15ではS＝－1/15と

は逆に路床で染料を溜め込むSG領域比率が大きく

なるためy/H＝0.2でk値が小さくなる．一方，S＝1/6

では全水深でk値がほぼ一定になっている．これは，

S＝1/6ではワンド領域全体がPG領域で占められるた

め，LLS照射領域が変わってもそこに占めるPG・

SG領域の割合が変化しないためにkが水深方向に変

F
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L
O
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図-8 ワンド内の瞬間染料濃度の比較 
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化しないものと考えられる．さらに注目すべきはS

が大きくなるにしたがってkが全体的に小さくなる

点である．これはSが大きいほどPGの流下方向径が

増加して中心位置が上流側に移り，PGにおいても

染料の溜め込みが現れるためと考えられる． 

次にワンド全体の交換係数を評価する．図-10 で

示した計測高さごとに求めた k 値から，式(5)を用い

てワンド内体積全体の染料交換係数を算出する．各

計測高さでの LLS 照射範囲の流下方向長さ Lw,,y を

重み付けに用いた． 

)(
1

,

,

ywy

y

y

yw

V Lk
L

k ×= ∑
∑

     (5) 

ky は各計測高さでの濃度交換係数，kV は体積全体で

の濃度交換係数をあらわすものとする．図-11 に kV

と勾配の関係を示す．ワンド内部全体を対象とした

k 値においても S が小さくなるほどに増加傾向がみ

られ，水平面内計測と体積全体についての計測結果

が一致した． 

 

(3) 表面更新モデルをベースにした物質輸送モデル

の提案 

 流体と物質輸送の関連性については，風波や開水

路における自由水面のガス輸送現象に関する研究が

古くより鋭意研究されてきた．空気と水の界面間の

複雑な輸送機構が多くの研究者によって提案されて

おり実用されている．本稿で考える物質輸送は，主

流とワンド間を考えるが流体は双方とも水でありガ

ス輸送よりもきわめてシンプルな場である．したが

ってガス輸送の既往モデルが援用できる可能性が高

い．自由水面を介して空気層中のガスが水層に溶け

込む現象を考えると，水層のガス濃度の時間変化は

ガス輸送速度 Lk を用いて次のように表せる 22)． 

 

Ck
V

A

t

c
L∆=

∂

~∂
                    (6) 

ここで A は水層と空気層の接触面積，V は水層体積，

C∆ は界面における飽和濃度と水層のガス濃度差で

ある．さてこれをワンドと主流部の物質交換現象に

適用してワンドを水層部，主流を空気層部とすれば，

A は主流とワンド境界面の面積，V はワンド内の水

の容積となる．なお飽和濃度は主流の染料濃度（染

料濃度ゼロ）に相当する．式(2)と式(6)を用いれば

物質交換係数 Vk と Lk が次のように変換できる． 

j
m

jV

L kU
A

V

B

Uk
k =×=                    (7) 

ガス輸送速度のモデルの一つに表面更新モデル 23)が

ある．これは乱れによって周期的に界面近傍の流体

塊がリフレッシュされることによってガス輸送が促

進されるとするものであり，次式で示される． 

 

  Drk L∝             (8) 

 

ここで D はガスの分子拡散係数， r は表面更新率で

あり(1/s)の次元をもつ． r をどのような統計量で表

すかによって様々なモデルが導出される．これまで
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図-9 ワンド内濃度の時間変化の一例 
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図-10 交換係数の鉛直方向分布 
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図-11 河床スロープと交換係数の関係 
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説明したようにワンドと主流間の物質交換は，境界

部のせん断渦とワンド内部の大規模循環渦の影響を

大きく受ける．そこで速度スケールにせん断渦と関

連のあるレイノルズ応力値の平方根
2/1

uw ，長さス

ケールに大規模循環渦の最大スケールであるワンド

奥行 wB を用いて次のように r をモデル化する． 

 

wBuwr /≡
2/1

        (9) 

ま た 式 (8) の D は ロ ー ダ ミ ン B の 拡 散 係 数

(3.6 610−× cm
2
/s)を与えた 24)．

2/1
uw で用いるレイノ

ルズ応力の絶対値は水面近傍 )94.0=/( Hy における

境界部のデータを主流方向に平均したものである． 

 図-12 は Lk と Dr の関係を示す．これより両者

にはほぼ比例関係が認められ，ワンド内の河床勾配

を有するケースを含めた実験条件において，主流と

ワンドの物質輸送は表面更新モデルをベースにした

次式でモデル化できる． 

wL BuwDk /10×3.1=
2/12    (10) 

この結果はワンド床の勾配が低水路／死水域間の物

質輸送に与える影響はレイノルズ応力に集約できる

ことを意味する．ワンド床勾配の存在は図-2 や図-

7 で考察したように大規模水平循環やレイノルズ応

力の構造を大きく変化させる．境界を通じての物質

輸送は乱流構造，特にレイノルズ応力に依存するこ

とが式(10)のモデルの検証により示された．今回は

長さスケールに wB を適用したがこれを変化させた

実験も必要である．今後は水深や流速などを系統的

に変化させて本モデルの適用性を十分に検証し，さ

らに複雑な河床形態を有する水域場へ拡張していき

たい． 

 

5. 結論 

 

本研究では路床勾配を有するワンド流れを対象に，

PIV と LIF 計測を行い，組織渦構造と物質輸送機構

を解明した．アスペクト比 3 のフラット河床ワンド

では主流に直接誘起される PG と 2 次的に生じる SG

の 2 種類の大規模循環渦が観察された．路床の勾配

によりこの構造が変化し，ここでは高さ方向にこれ

らの循環渦の占有率を評価した．また水平面と鉛直

面の同時 PIV 計測によって流れの瞬間構造を 3 次元

的に考察し，せん断組織渦とそれに伴うバースト的

な上昇下降流の構造を説明した．本稿後半部では染

料濃度の輸送機構に及ぼす大規模循環渦やせん断渦

の影響を考察した．SG は勾配変化によらず染料を

滞留させる機能がある一方で，PG は勾配の向きに

より滞留と低水路への吐き出しの 2 つの側面をもつ

ことがわかった．さらにガス輸送現象とのアナロジ

ーより表面更新モデルに基づいた新しい主流・ワン

ド間の物質交換モデルを提案した． 

実際の自然環境の中で人工的にワンド整備を行う

ことは多くの困難を伴う．本研究では土砂堆積の勾

配が主流方向に線形に分布するケースのみをカバー

したにすぎないが，これをベースに今後さまざまな

土砂堆積パターンについても継続的に研究する予定

である．特に図-12の結果より主流とワンド間の物

質輸送は堆積状況よりもレイノルズ応力の寄与が大

きいという知見が得られた．これは今後のワンド整

備において重要な情報である．本実験のようなデー

タベースがさらに充実すれば，治水にも環境にも対

応できるハイブリッドな次世代ワンドの整備指針の

基礎を培えると期待する． 
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HYDRODYNAMIC EFFECTS OF BED CONFIGURATION IN EMBAYMENT ON 

FLOW PATTERNS AND RELATED TURBULENCE TRANSPORT IN OPEN-

CHANNEL FLOWS WITH SIDE CAVITY ZONE 

 

Michio SANJOU, Iehisa NEZU, Sohei SUZUKI and Mitsuyoshi IKEUCHI 

 
In this study, we focused on side-cavity zone in open-channel flows, and effects of sedimentation on 

horizontal circulation structure and related mass-exchanges were considered on the basis of the measured 

data obtained by the laboratory experiments. The both of primary gyre and secondary one are observed in 

the flat-bed and downward slope conditions, and in contrast, the only primary gyre appears in the upward 

slope condition. It was found that these formations of the horizontal circulations play significant roles on 

the mass transfer properties between the mainstream and the embayment. Furthermore, a new physical 

model which predicts a mass transport velocity reasonably was developed by referring to a surface 

renewal model. 
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