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1, はじめに 

これまで，一般的に流木捕捉効果が高いと考えられてい

る鋼製部材等の透過型砂防堰堤による流木対策1)が推進され

ている中，平成29年7月に発生した九州北部豪雨災害では，

多くの流域において既設の不透過型砂防堰堤が流木を殆ど

捕捉せずに流木が下流域まで流出してしまい，家屋や橋梁

等に多大な被害を与えた事例2)が報告されている（図-1）． 

今回の災害を受け，既設砂防堰堤の有効活用（透過型砂

防堰堤への改良や前提保護工への流木捕捉工の設置）等に

よる流木対策が積極的に進められている．ただし，現場条

件等により，これらの対策が困難な場合や計画流木捕捉量

が不足している場合は，一部の条件下において，既設の不

透過型砂防堰堤の水通しに流木を捕捉するための付属施設

を設置して，流木捕捉効果を高めることが新たに可能とな

った3)．しかしながら，これらの流木対策における既設砂防

堰堤の有効活用に関しては，知見の蓄積や新たな技術の開

発が望まれている．そこで，本稿では不透過型砂防堰堤に

付属施設（杭構造：流木捕捉工）を設置した構造における

流木捕捉機構について，水路実験結果等により考察する． 

 

図-1 既設不透過型砂防堰堤における流木捕捉状況（被災直後） 

 

図-2 不透過型砂防堰堤水通し部の付属施設における流木捕捉概要3) 

2, 不透過型砂防堰堤の付属施設(杭構造：流木捕捉

工)における流木捕捉機構に関する考察 

既設不透過型砂防堰堤に付属施設（杭構造）を設置した

構造における流木捕捉機構に関して，実験に使用した水路

を図-3に示す．水路の上流から水 (Q1)，流木 (円柱材料，

流木長 l1)，土砂（珪砂）を供給し，下流部に設置した流木

捕捉工により閉塞された流木等の本数をそれぞれ計測して

いる．水路の傾斜角は土石流区間での流木対策を想定し，

10度以上1)としている．なお，流木捕捉鋼材の間隔 l2は，既

往研究や設計指針1)を参考に，流木長 l1の2分の1としている． 

実験結果における対策工の流木捕捉効果に関して，不透

過型砂防堰堤に対策工を設置した構造での流木捕捉率 fc1は，  

fc1 = ndc / nw                   (1) 

と表される．ここに，ndcは捕捉された流木（対策工：付属

施設での捕捉と，捕捉された堆砂内に取り込まれた流木捕

捉量の合計）の本数，nwは流木の供給本数（図-3）である． 
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図-3 不透過型砂防堰堤に付属施設を設置させた流木捕捉実験概要 
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図-4 不透過型砂防堰堤等における流木捕捉の概要(土砂,流木供給) 
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 不透過型砂防堰堤（ただし，不透過部は満砂）の付属施

設（杭構造）における流木捕捉（a：図-4）及び土砂捕捉

（堆積:deposited sand）に取り込まれる流木(b)による流木捕

捉率 fcの違いを図-5に示す．図-5に示すように，捕捉され

た流木の殆どは杭による捕捉(a)であり，土砂捕捉内で取り

込まれた流木(b)は全体の約2％程度であった．ここで，流木

と土砂との流動に関して，流木と土砂の比重の違いによる

影響を受けたと考えられ，土砂と流木とが分離して挙動す

るのが確認された．なお，堆砂域の勾配変化点を中心に土

砂の堆積が開始するとともに，同地点付近より流木が土砂

と分離し，そのまま下流へ流下する傾向が確認された． 

次に，流木と水のみ（土砂無し）を供給した場合におけ

る付属施設における流木量 nwの違いによる流木捕捉高の変

化を図-6に，流木捕捉工における流木捕捉機構の概要を図-

7に示す．ただし，流木捕捉高は最大流木捕捉高hd maxと水深

hwとの割合である（図-7）．図-6に示されるとおり，供給流

木量 nwや流量 Q1の違いによる流木捕捉高比の変化は殆ど

確認されなかった．なお，最大流木捕捉高 hd maxと水深 hwと

の比（図-7）は，約1.0から1.2倍程度までであった．また，

捕捉された流木の堆積間における透水性は高く，捕捉され

た流木の上部を越流することがなかったため，最大でも水

深程度hwまでしか流木は捕捉されなかったものと考えられる． 
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図-5 部分透過型砂防堰堤における流木捕捉率等の変化 
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図-6 流木量の違いによる流木堆砂高の変化 

 ここで，不透過型砂防堰堤に付属施設を設置した場合に

おける流木捕捉量Xw3に関する算定方法
3)の概要を図-8に示す．

図-8に示すように，付属施設が捕捉することのできる流木

量の上限値は，付属施設の高さで水平に湛水が生じた場合

の湛水面Aw3を流木が一層で堆積すると仮定して，流木径Rwa

との積により算定3)することとなっており，本実験結果の観

察によって見られた傾向とも概ね類似していた． 

最後に，不透過型砂防堰堤等において考えられる流木対

策効果に関して，本堰堤での付属施設による計画流木捕捉

量Xw3(c)や，副堰堤（前庭部の流木捕捉工）による計画流木

捕捉量Xw2(b)，土砂とともに捕捉される計画流木捕捉量Xw1(a)，

除石により確保される空間での計画流木堆積量Ywの概要を

図-9に示す．なお，今後，更なる議論が望まれる． 
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図-7 不透過型砂防堰堤等における流木捕捉の概要(流木のみ供給) 
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図-8 不透過型砂防堰堤の付属施設における流木捕捉量Xw3 (c)の概要 

Managed SABO dam

Captured sand

Debris wood

Vwm3

Xw3 (c)

Xw1 (a) 

Out flow

Ww m3 

Xw2 (b)

Deposited debris-wood Yw

 

図-9 不透過型砂防堰堤等において期待される流木対策効果の概要 
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