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1. はじめに

現在，透過型砂防堰堤の部材間隔は，砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）や土石流・流木対策

設計技術指針に基づき，水平純間隔及び鉛直純間隔は，最大礫径（D95）の 1.0 倍程度に設定されている。ま

た，最大礫径は，堰堤計画地点の上下流 200m 程度の範囲で 200 個以上の巨礫の粒径を測定し，頻度分布に

基づく累積値の 95%に相当する粒径（D95）である。また，最大礫径に基づき部材間隔を設定する根拠とな

った既往の研究例えば，1),2)の多くは，河床勾配 10°以上の勾配で実施しており，巨礫が先頭に集まる石礫型土石

流を対象としている。一方，現行の指針は，2～10°程度の河床勾配で土砂流になると想定される区間におい

ても，最大礫径の 1.0 倍程度の部材間隔で適用することになっており，土砂流区間における検討が必要であ

る。また，95%粒径未満の水平・鉛直純間隔の 1.0 倍より小さい礫径がアーチアクションにより閉塞するこ

とも実際に確認されているものの，95%未満の粒度分布を十分考慮されているとはいいがたい。

そこで，本研究は，土砂の粒度分布の違いが土砂流区間に設置した透過型砂防堰堤の土砂捕捉に与える影

響に関する水路実験を実施し，土砂流区間の透過型砂防堰堤の部材間隔と土砂の粒度分布，透過型砂防堰堤

による土砂の捕捉の関係を分析する。 

2. 実験の概要
実験は 1/30 程度の縮尺を想定し，実験装置は，長さ 10m，幅 30cm，高

さ 50cm の水路を用い，水路勾配は 5°とした。また，水路末端から 2.25m
の位置に砂防堰堤を設置した。実験砂は，松本ら 3)の実験で用いた 95%粒
径 32mm，50%粒径 8mm の混合砂を用い，堰堤上流側は実験砂で作成した
粗度板を敷き，下流側は滑面とした。また，実験は，固定床上に上流から
給水・給砂し土砂流を発生させ，水路末端で，堰堤下流に流出した水及び
土砂の流出量を計測した。併せて，実験状況は，水路側壁および鉛直方向
からビデオで撮影した。なお，開口部の幅の違いも検討するため，透過型
砂防堰堤は 2 種類（図-1）準備した。なお，本研究では，透過型砂防堰堤の
開口面積及び開口幅，格子間隔は，図-1 の箇所を示す。

3. 粒度分布の設定
本研究では，土砂流を構成する粒度分布の違いが透過型砂防堰堤の土砂捕捉

に与える影響を検討することを目的としている。そこで，粒度分布を設定する
にあたり，透過型砂防堰堤の開口部を閉塞する粒径階（以下、「閉塞寄与粒径」
という）を特定し，本実験の粒度分布を設定した。

3.1.  予備実験（閉塞寄与粒径を特定するための水路実験）
使用する実験砂を 4 区分に分類した。このうち，19mm 以上の粒径を除去

した土砂（実験１）と 9.5mm 以上の粒径を除去した土砂（実験２）を用いて，
水及び土砂を上流から供給し，堰堤が閉塞するか検討した。なお，水は定流（18
ℓ/sec）で供給し，土砂は流量に対する平衡土砂濃度（3.1%）で供給した。実
験１は，開口部が広い型も狭い型も土砂供給から 3 分時点で，砂防堰堤の下
段が閉塞した。一方，実験２は，土砂供給から 4 分時点でも全く閉塞しなか
った。以上の結果から，本研究では，9.5mm 以上の土砂を閉塞寄与粒径とし
て取り扱うこととした。なお，9.5mm は格子間隔 32mm の約 1/3 倍である。 
3.2.  粒度分布の設定及び本実験ケース 
  3.1 の実験結果を踏まえ，閉塞寄与粒径の割合が異なる粒度分布を基本ケース
含め 4 パターン設定した（図-2）。本実験ケース（表-1）は，基本ケース及び粒
度分布 3 パターンに開口幅の異なる透過型砂防堰堤 2 種類（開口部が広い型,狭
い型）の計 7 ケース実施した。なお，ハイドログラフは， 18（ℓ/sec）定流の矩
形ハイドログラフ（供給時間 330 秒）とした。供給土砂量は，堆砂勾配が元河
床の 2/3 勾配で堆積する場合の容量（321 ℓ）と等しくなるようにした。

4. 実験結果（堆積過程・土砂捕捉率）

堰堤による土砂捕捉率は，基本ケースが 94%，CASE1 が 92%，CASE2 が 89%，CASE3 が 70%，CASE4
が 88%，CASE5 が 16%，CASE6 が 76%であった。なお，土砂捕捉率は，投入土砂量に対する堰堤に捕捉

図-2 閉塞寄与粒径割合

表-1 実験ケース

CASE 粒径階 堰堤
基本 基本 広い型
1 広い型
2 狭い型
3 広い型
4 狭い型
5 広い型
6 狭い型

パターン１

パターン２

パターン３

図-1 透過型砂防堰堤 
（上：開口幅広い型、下：狭い型）
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された土砂量の割合である。開口部が広い型（CASE1,3,5）は，閉塞寄与粒径が少なくなるに従い捕捉量が

減少している。また，開口幅が狭い型（CASE2,4,6）は，閉塞寄与粒径が一番少ないケース（CASE6）が，

他のケース（CASE2,4）と比較して捕捉量が小さい。なお，CASE5 以外は，通水後の堰堤下流から確認し

た結果，閉塞までにかかる時間は異なるものの，全格子閉塞した。 
 開口幅が広い型（基本,CASE1,3,5）は，堰堤上流 25cm 地点の堆砂高をビデオ画像から読み取ったところ，

基本ケースが経過時間 60 秒で，堆砂高が 14cm に到達しているのに対し，CASE1 は堆砂高 11.6cm，CASE3
は堆砂高 9.3cm，CASE5 は堆砂高 2.8cm であった。また，堰堤上流で堆砂高が 25cm に達するには，基本

ケースと CASE1 は 240 秒，CASE3 は 300 秒要したが，CASE5 は満砂しなかった。以上の結果，閉塞寄与

粒径割合が小さくなるに従い，格子が閉塞しにくくなり，下流への流出が多くなると考えられる。 
  一方，開口幅が狭い型（CASE2,4,6）は，ビデオ画像から，いずれのケースも堰き上げが発生し，堆砂肩

を形成しながら堆砂した。堆砂が始まった時間は，CASE2,4 は 90 秒後、CASE6 は 120 秒後であった。堰

堤上流で堆砂高が 25cm に達するには，CASE2,4 は 240 秒要したが，CASE6 は 300 秒要したことから，閉

塞寄与粒径割合が小さい場合，満砂する時間が長くなることが分かった。また，水路下流へ流出した土砂量

は， CASE2,4 は，どの時間帯でも 0.1(ℓ /sec)以下で少なかったが，CASE6 は，経過時間 120 秒以降は，

0.1～0.2(ℓ /sec)の土砂が下流へ流出し続けたことから，閉塞寄与粒径割合が 2%より小さくなると，格子が閉

塞しにくくなり，下流への流出が多くなると考えられる。 
  

5. 考察と今後の課題 

5.1. 格子間隔比と土砂捕捉率 

 図-3 は，格子間隔比と土砂捕捉率を示している。本実験では，閉塞寄与粒径の混合割合を調整しているた

め，基本ケース以外の 95%粒径は，CASE1,2 は，24.5mm，CASE3,4 は，9.13mm，CASE5,6 は，8.94mm
となる。なお，同図には，透過型砂防堰堤を用いた既往の実験結果 1),4),5),6)も比較のためにプロットしている。

ここでは，土砂捕捉効果が期待できる土砂捕捉率を本実験で全格子が閉塞した CASE3, 6 の土砂捕捕捉率で

ある 70%以上と定義する。図-3 より，既往の実験では，格子間隔比 1.5～2.0 を境界に捕捉効果が期待できな

い条件が発生し，格子間隔比 2.0 以上のケースでは，全ケース期待できない結果であった。しかし，本実験

では，格子間隔比 3.0 以上の条件でも土砂捕捉効果が期待できるケース（CASE3,4,6）もあり，格子間隔比

と最大粒径だけでは土砂捕捉率を適切に評価できない条件があることがわかった。 
5.2. 無次元閉塞寄与粒径土砂量と土砂捕捉率 

  図-4 は，無次元閉塞寄与粒径土砂量と土砂捕捉

率を示している。ここで，無次元閉塞寄与粒径土

砂量は，閉塞寄与粒径の土砂量を，開口面積と平

均粒径で除した値とする。また，同図には，比較

のため図-3 の既往の実験のうち，勾配 10°未満で

実施したケースを抽出している。また，既往の実

験の閉塞寄与粒径は，（格子間隔×1/2）以上とし，

土砂量を算出している。図-4 より，土砂捕捉効果

が期待できる無次元閉塞寄与粒径土砂量は，

CASE3（6.0）と CASE5（1.3）が境界であるこ

とが示唆された。 

 

6. まとめ 

 本研究から，検証ケースは少ないものの，（格

子間隔×1/2）以上の粒径の土砂量を開口面積及び

平均粒径で除した無次元閉塞寄与粒径土砂量を

用いると，土砂流区間に設置する透過型砂防堰堤

の格子間隔と開口面積の設計の指標となる可能

性がある。今後，勾配や土砂濃度等の条件も変え

た追加実験を実施し,透過型砂防堰堤の土砂の捕

捉と閉塞寄与粒径，格子間隔,開口面積の関係を

整理し，無次元閉塞寄与粒径土砂量の有効性を検

証する予定である。 
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図-3 格子間隔比と土砂捕捉率 

図-4 無次元閉塞寄与粒径土砂量と土砂捕捉率 
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