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1. はじめに 
平成 29 年 7 月の九州北部豪雨では、大量の土砂

や流木が流出し、甚大な被害が発生している。今後

の砂防事業においては、土砂災害に合わせ流木災害

への対策も重要となっている。 

樽前山では、火山噴火に伴い融雪型火山泥流が発

生し、多量の泥流と共に流木の流下が想定される。

覚生川流域では現在、複数の砂防堰堤を整備してい

るが、流木捕捉工は未整備である。当該流域は河床

勾配が緩くかつ 2 渓流が合流する地形であり、また

複数施設が連続して配置されることから、流木の挙

動が複雑であることが想定される。 

本報告では、流木捕捉について①無施設時、②現

況施設時、③流木捕捉工設置時の流木の挙動・流木

捕捉効果を水理模型実験で検証した結果について報

告する。 

 

2. 水理模型実験概要 
2.1 模型取り入れ範囲 

模型の上流端は、覚生川 3 号砂防堰堤、熊の沢川

3 号砂防堰堤の影響範囲（HWL+余裕高）から上流

200m の位置とし、下流端は覚生川 3 号遊砂地下流

から 400ｍとした。幅は、融雪型火山泥流の氾濫シ

ミュレーション結果を参考に、最大氾濫範囲をカバ

ーできる範囲とした。 

2.2 実験条件 

2.2.1 模型縮尺と相似則 

模型縮尺は 1/100 とし、相似則はフルードの相似

則を用いた。 

2.2.2 流量供給条件 

実験で対象とする流量は、融雪型火山泥流（計画

規模及び中規模）のハイドログラフを対象とした（図 

1）。供給地点は、覚生川上流、熊の沢川上流、中の

沢川上流の計 3 箇所とし、泥流は清水に置き換えて

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ハイドログラフ（左：計画規模、右：中規模） 

2.2.3 砂防施設の条件 

実験での砂防施設は、中規模噴火対応である覚生

川 3 号遊砂地、覚生川 1,2,3 号砂防堰堤、熊の沢川

1,2,3 号砂防堰堤の完成後とした（写真 1）。 

各施設の諸元は表 1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 模型完成写真（現況施設） 

表 1 施設諸元一覧 

 

 

 

 

2.2.4 流木の供給条件 

発生流木量は、融雪型火山泥流発生時の流下範囲

のうち、式(1)を満たす範囲から流木が発生すると仮

定し、泥流氾濫シミュレーションにより泥流の氾濫

範囲および泥流の外力ﾓｰﾒﾝﾄを推定して算出した。ま

た、流木の諸元は現地立木調査結果と整合させた。

算出した発生流木量は、計画規模では 14,349m3、中

規模では 6,800m3である。 

流木の供給量は、流木流出率の算出の際には全量

に対して 100, 80, 50, 40, 30％と変化させて供給し、

現況施設の流木捕捉効果の検証の際には全量に対し

て 100, 50, 30％と変化させて供給した。詳細は 3. 

実験結果にて述べる。 

 

樹木の倒伏限界ﾓｰﾒﾝﾄ＜泥流の外力ﾓｰﾒﾝﾄ・・(1) 

 

2.2.5 流木捕捉工 

流木捕捉工の位置・諸元は、現地状況及び無施設

時、現況施設時の実験結果を踏まえ、設定した。 

2.2.6 実験ケース 

実験は無施設時の流木流出率の検討、現況施設の

泥流及び流木捕捉効果の検証、流木捕捉工（計画案・

改良案）の効果検証について 14 ケース実施した。 

 

3. 実験結果及び考察 
3.1 無施設時の流木流出率 

無施設時において流木の供給量を変化させ、覚生

川 3 号遊砂地地点からの流出が最大となる値を流木

流出率とした。流木は、流木供給量に関わらず河道

覚生川 3 号遊砂地 

覚生川 1～3 号 

砂防堰堤※ 

熊の沢川 1～3 号 

砂防堰堤※ 

※下流から順に 1,2,3 号砂防堰堤 

5,710m3/s 

2,616m3/s 

堰堤高(m) 有効高(m) 越流水深(m) スリット形状

覚生川3号遊砂地 14.5 12.5 5.0 5.0m×4門

覚生川1号砂防堰堤 14.5 12.5 3.6 1.7m×1門

覚生川2号砂防堰堤 14.5 12.5 5.4 1.7m×1門

覚生川3号砂防堰堤 14.5 12.5 4.9 1.7m×1門

熊の沢川1号砂防堰堤 14.5 12.5 3.4 1.0m×1門

熊の沢川2号砂防堰堤 14.5 12.5 4.8 1.0m×1門

熊の沢川3号砂防堰堤 14.5 12.5 4.8 1.0m×1門

覚生川 中の沢川 熊の沢川 
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の拡幅部や合流点近傍で河道中央付近に堆積してい

た。また、流木が堆積する形状は、横断方向全体に

広がって河道閉塞するのではなく、河道内の一部に

堆積・集積し流木塊を形成していた。 

無施設時の流出流木率は、計画規模で発生流木量

の約 10%、中規模では約 5%であった。 

3.2 現況施設の流木捕捉効果 

現況施設の上流部は、多量の流木を捕捉していた。

流木の供給量を変化させて現況施設の流木捕捉効果

を検証すると、供給流木量の減少に伴い覚生川 3 号

遊砂地への流入流木量が減少する傾向であった。一

方で覚生川 3 号遊砂地からの流出流木量は供給流木

量が少なくなると多い傾向にあり、上流砂防堰堤群

（覚生川1,2,3号堰堤および熊の沢川 1,2,3号堰堤）

と覚生川 3 号遊砂地は流木の捕捉に対して、その傾

向は異なっていた（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 給木量と 3 号遊砂地の関係 

3.2.1 上流砂防堰堤群 

各堰堤のスリット部は、供給流木量の大小と閉塞

の有無に傾向はなく、各砂防堰堤からの流木の流出

は水通しからの越流が主であった。また、供給流木

量と捕捉流木量は比例関係にあるが、捕捉率は、82

～88％と 80%程度とさほど大きな変化はない。よっ

てその捕捉は、一定の効果量を有するというもので

はなく、河道の調節率のような効果であり、施設効

果量としての定量的なものではないと推測される。 

3.2.2 覚生川 3号遊砂地 

覚生川 3 号遊砂地からの流木の流出は、主にスリ

ット部からであった。このスリット部の閉塞の有無

や閉塞のタイミングが覚生川 3 号遊砂地からの流出

量に大きく影響を及ぼしたものと推測される。 

3.3 流木捕捉工の流木捕捉効果 

3.3.1 流木捕捉施設の配置方針 

前述のとおり、現況施設は流下する流木に対して

施設上流に流木を堆積させる効果はあるが、その効

果は流入する流木の条件により変化するため、不安

定な効果であると考えられる。このため、流木に対

する下流の安全性を高めるためには、定量的な効果

がある流木対対策工を設置する必要がある。 

流木捕捉工の配置は発生流木量を最大限捕捉し、

覚生川 3 号遊砂地に流入する流木量の安定を図るた

め、覚生川１号砂防堰堤、熊の沢川１号砂防堰堤の

下流地点とした。 

3.3.2 流木捕捉工の諸元 

流木捕捉工の高さは、覚生川 1号堰堤下流で 11.0m、

熊の沢川 1 号堰堤下流で 11.5m とした。また、流木

捕捉工の縦部材の間隔は、計画案として 7.5m（現地

最大流木長の 1/2以下）、実験結果を踏まえて改良案

として 4.0m（現地代表流木長（中央値）の 1/2以下

かつ、北海道技術指針 2.5m～4.0mの最大値）とした。 

3.3.3 流木捕捉工の効果 

流入流木量に対する流木捕捉率は、部材間隔 7.5m

（計画案）で、覚生川 39%、熊の沢川 56%である。ま

た、部材間隔 4.0m（改良案）とした場合は、覚生川

92%、熊の沢川 86%となり、部材間隔を狭くすること

で流木の捕捉率は大きく向上している（写真 2）。 

 

 

 

 

 

写真 2 通水後流木捕捉状況 

 

 

 

 

 

 

図 3 流木捕捉工の部材間隔と流木捕捉の関係 

流木捕捉工は、透過部が閉塞すると、その後流入

する流木の概ね全量を捕捉している。よって部材間

隔を狭くすることで、透過部を早期に閉塞させ、捕

捉率の向上に繋がったと考えられる。 

 

4. おわりに 
本実験では、上流堰堤群の流木捕捉量は流木流入

量の 80%程度であることがわかった。これは、当該

渓流のように河床勾配が緩く、砂防堰堤の空容量が

十分に確保されている状況において、ピークまでの

立ち上がりが非常に短時間の波形で流木が到達する

等の条件により生じたものと考えられる。 

一方で覚生川 3 号遊砂地は、流木の流入条件によ

り流木捕捉効果が変化するため、直上流に流木捕捉

工を配置し、覚生川 3 号遊砂地に流入する流木量を

減少させることで安定を図る必要がある。そこで、

覚生川、熊の沢川各１号堰堤下流に縦部材間隔 4.0m

の流木捕捉工を配置した結果、上流から流入する流

木に対して高い捕捉効果を得ることができた。 

しかし、流木捕捉工から覚生川 3 号遊砂地間で発

生する流木が覚生川 3 号遊砂地から下流に流出する

ため、現在の計画流木捕捉工だけでは、現況施設時

における流木対策は十分ではない。よって、今後、

覚生川 3 号遊砂地下流での対策が別途必要である。 
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