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1.はじめに 

吾妻川は、我が国でも著名な酸性河川の流域で

ある。本研究の対象となる万座川は、吾妻川上流

域の左支川に位置し、上流域では pH3.0 以下の強

酸性河川水が観測されている河川である。そのた

め万座川上流域に整備されてきた砂防堰堤は耐酸

処理が施されてきた経緯があるが、その殆どがコ

ンクリート構造による不透過型砂防堰堤であった。 

一方、万座川では砂防事業と治山事業が連携し

て流木災害防止を図る｢総合的な流木災害防止対

策計画」(以下｢総合流木計画｣)が進められており、

強酸性河川である万座川では効率的な流木捕捉を

行うために鋼製透過型形式の砂防堰堤の整備が必

要とされる中で、コンクリート構造の砂防堰堤と

同様に酸性対策が求められた。 

そこで本報告では、掃流区間における効率的な

流木対策を実施するにあたり、強酸性河川という

特殊な条件下に計画することを想定して検討した

鋼製透過型砂防堰堤の耐酸対策について報告する。 

2. 流域諸元・計画概要 

2.1 流域諸元 

吾妻川の酸性源は草津白根山に集中し、西限で

ある万座川上流域では pH3.0 の強酸性を示す。こ

の酸性度は河川流量の多い時に高い値を示す傾向

にある。本研究で実施した水質調査においても、

前日に発生した降雨の影響もあり pH は 3.4 と高

い酸性度を示した。 

 
図-1 直轄砂防事業区域図（吾妻川流域）1） 

2.2 流木処理計画 

万座川流域で実施する流木処理計画は｢総合流

木計画｣のワーキンググループにて整理されてい

る(表-1)。同表より、万座川流域で対象とする計

画流出流木量は総量で約 1 万 m3となる。計画流出

流木量を全量処理するためには流木捕捉効果の小

さい不透過型砂防堰堤では現実的には困難であり、

流木捕捉効果の高い鋼製透過部を有した砂防堰堤

の整備が必要となった。本研究対象区間は掃流区

間となるため、部分透過型形式や単独の流木捕捉

工が計画された。 

このように、流木処理計画上は鋼製透過型形式

の砂防堰堤が必要とされる反面、対象河川は常時

流水の比較的多い強酸性河川という特性から、鋼

製透過型砂防堰堤の採用にあたっては河川の特性

に応じた効果的な耐酸対策が求められた。 

表-1 万座川流木処理計画の概要 

支川

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9,318

1,046 1,990 3,613 2,398 271

I=1/44.0 I=1/25 .0 I=1/30 .5 I=1/26.0 I=1/14.5

(掃流) (掃流)※1 (掃流) (土石流) (土石流)

透過型
(流木止)

部分
透過型

部分
透過型

透過型 透過型

6.0 14.5 14.5 6.0 5.0

※1；前後区間が掃流区間のため掃流と評価
太字；本研究対象施設

計画施設

項　目

形式

高さ(m)

計画施設
形式・規模

計画流出流木量(m3)

現河床勾配
(流送形態区分)

流木整備量(m3)

本川（下流→上流）

 

3.鋼製透過型砂防堰堤への耐酸対策 

3.1 現在までの鋼製透過型砂防堰堤への耐酸対策 

鋼製砂防構造物は、河川水が強酸性の場合には

腐食の進行が早いので鋼材が直接河川水に触れる

ことは好ましくない 2）。また pH4.0 以下の酸性河

川の場合には設置を避けるか、何らかの防錆処理

を施すことが必要である 2）。現在までに強酸性河

川にて配置された鋼製透過型砂防堰堤では、主に

以下の耐酸対策が施されてきた。 

①異種材料（ｺﾝｸﾘｰﾄ,木材等）で保護する方法 

②耐酸塗装を施す方法 

①は従来行われてきた標準的な耐酸対策である

本研究対象区間 
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が、保護する材料そのものが耐酸仕様ではないた

め根本的な対策とは言い難い。また、鋼管脚部を

保護することで開口部が狭まり透過部での流水や

土砂の流出を阻害することにもなる。一方、②は

石礫の流下により塗装が剥離することが考えられ

る。剥離が発生した場合には強酸性の河川水が常

時接触することとなり、鋼材の腐食を加速させ、

最終的には構造的な安定性が損なわれる状況が生

じることも考えられる。 

以上を踏まえ、本研究では従来までに強酸性河

川にて適用されてきた耐酸対策とは異なる、鋼製

透過型砂防堰堤への新たな耐酸対策を検討した。 

3.2 耐酸対策に配慮した鋼製透過型砂防堰堤 

現在の主要な鋼製透過型砂防堰堤は、鋼管の基

礎部を堤体コンクリートに埋設して安定性を確保

する構造が主流だが、強酸性河川に適用する場合

は鋼管脚部への保護対策等が必要となる。 

一方、鋼製透過型砂防堰堤の中で唯一、基礎部

以外で鋼製部を支持する形式として｢鋼製スリッ

トえん堤Ｔ型｣(以下｢Ｔ型｣)がある。この｢Ｔ型｣

は、鋼管製の梁材と柱材で構成された鋼製フレー

ムを、非越流部やバットレスコンクリートに配置

する鋼製透過型砂防堰堤で、梁材が両端のコンク

リート部に、柱材は基礎コンクリートに埋め込ま

れる３面支持の構造である。そのため梁材もしく

は柱材の一部が失われても全体の倒壊には繋がら

ない構造となっている。本研究ではこの｢Ｔ型｣の

構造的特性を利用して｢柱材を基礎コンクリート

に埋設しない｣構造を採用した(図-2)。これによ

り｢鋼製部は常時流水に直接接触しない｣ため、常

時流水の比較的多い万座川のような強酸性河川で

は効果的な鋼製透過型砂防堰堤となる。 

3.3 常時流量および水深の設定 

流水に接触しない柱材の高さの設定には、常時

流量と水深を設定する必要がある。本研究では常

時流量として単年の洪水流量相当となる仮設対象

流量を採用した。常時流量から算定した各対象堰

堤の水深はそれぞれ 1.5m、1.3m となった(表-2)。

柱材の高さは、透過部高から水深を差し引いた高

さとして設定した。なお、設定した水深は計画地

周辺の最大転石よりも大きくなるため、掃流区間

の流木捕捉に対して支障となる透過部底面での転

石による閉塞は生じない高さとなる。 

表-2 常時流量および水深の算定結果 
常時流量 計画河床 水通し幅 越流水深 採用水深 最大転石

(m
3
/s) 勾配 (m) (m) (m)

計画Ｃ堰堤 部分透過型 98 1/61.0 19 1.41 1.5 1.3

計画Ｂ堰堤 部分透過型 121 1/50.0 25 1.26 1.3 1.2

※；計算方法は不透過部が満砂した状態を想定してマニング式を採用した。
※；水通し幅はバットレス幅を差し引いた幅とした。

項 目 構造形式

 

4.おわりに 

強酸性河川の耐酸対策として、柱材を堤体部に

埋設せずに構造的な安定性が確保できる｢鋼製ス

リットえん堤Ｔ型｣を採用した。鋼製部が常時流

水に接しないため、万座川のような強酸性河川で

流木捕捉が期待される条件下では効果的となる。 

今後は、当該堰堤が本来期待する流木捕捉効果

を検証するとともに、柱材下端部への流水の接触

状況と腐食状況のモニタリング調査を実施し、機

能および性能面の検証を行う必要がある。 
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図-2 耐酸対策を施した鋼製スリットえん堤Ｔ型の透過部断面図（計画Ｂ堰堤） 
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