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1. はじめに

流木が流出すると橋梁などの横断構造物に閉塞して氾濫や土砂堆積などを拡大させることが広く知

られている 1)。山間部からの流木流出に関する検討は、大部分を針葉樹と想定して、流木の幹形状を直

線で表すことが殆どである。丸太形状と根付形状に着目した既往検討はあるものの、幹形状は直線であ

る。しかし、広葉樹が分布した斜面が崩壊して流木が流出した事例も確認されている。広葉樹は針葉樹

と比べて複雑な形状を持ち、曲がった幹形状も含まれるはずである。本研究は、2018 年 7 月豪雨におい

て東広島市で土砂・流木流出が発生した地域を対象に流木の幹形状に着目して調査を行った。また、水

路実験により流木の幹形状が橋梁閉塞に及ぼす影響を検討した。

2. 流木の幹形状の検討

調査対象は発災後から 2019 年 9 月まで工事等による人為的影響が少なかった地点、並びに人工林よ

りも自然状態に近い天然生林や、広葉樹が広く分布する地域を 3 箇所選定した。広島県の森林資源情報

から、対象地は天然生林のアカマツやクヌギ以外の広

葉樹、人工林のヒノキやスギが分布した地域である。図

-1 に上空からドローン（Mavic 2 PRO, DJI）で撮影した

河道に堆積した流木群の一例を示す。直線を青、曲がっ

た形状を赤で示す。調査した流木 486 本に対して、曲

がり流木の割合は 0.1（47 本）であった。この中から複

数アングルで形状が確認できる流木を選定して、地上

で写真撮影を行い、 AgiSoft 社の Metashape を用いて流

木形状の三次元データを取得した。三次元データを基

に側方（x-y）、上方（x-z）の画像から、流木の両端を結

んだ直線を基準線として、4 等分した 5 点の位置で計測

した。図-2に側方（x-y）を 4 等分した一事例を示す。

各計測点で基準線に対して曲がり流木の幅を直径で除

した相対長さ S で表すと、計測点（2, 3, 4）での S は

（2.18, 4.37, 4.37）である。11 サンプル中、半波長型を

9 サンプル、一波長型を 2 サンプル確認した。流木サン

プルを基に曲がり流木の形状の代表値を求めるため、半

波長型と一波長型を分けることにした。各型で数値を合

成して平均値を求めて代表値を得た。半波長型の S は、

x-z 方向では 1.0~6.9、x-y 方向では 1.0~5.0 である。一波

長型の S は、x-z 方向では-3.0~1.5、x-y 方向では-1.5~1.5

である。一波長型は両端を結んだ直線に対して、曲がり

が一方向のみではなかったため負の値も存在するが、曲

がりの大きさは S の絶対値で表されるため、半波長型の

方が一波長型よりも曲がりの程度が大きい。図-3に得ら

れた曲がり流木の形状を示す。

３．水路実験による検討

実験には、長さ 400 cm、流路幅 20 cm の直線矩形断面

水路を使用した。実験方法は既往研究と同様である 2)。

図-1 上空から撮影した写真による流木の直
線形状と曲がり形状の判別事例（青：直
線形状、赤：曲がり形状） 

図-2 流木の相対長さS 
を算出するため
の計測点の設定 

図-3 代表的な曲がり流木の形状（左：半波長
型、右：一波長型） 
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流木模型には長さ 10 cm、直径 0.5 cm、比重 0.8 の直線流木、比重 0.9 の曲がり流木（半波長型、一波長

型）を使用した。橋梁模型には橋脚は 2 本、横幅 20 cm 縦幅 8 cm、厚さ 2 cm を使用して、水路下流端

から 50 cm 上流の位置に設置した。現地調査では曲がり流木が全体の 0.1 であったが、本実験では幅広

い条件で検討するため、0.0（直線流木のみ）、曲がり流木の混合割合が 0.1、0.3、0.5、1.0（曲がり流木

のみ）とした。流木を水路上流端から供給して、橋梁 20 cm 上流の断面を流木が通過してから全ての流

木が通過するまでの時間で除した単位時間流木量 Qwd を指標とした。 

図-4に Qwdに対する橋梁閉塞・非閉塞の結果を示す。図中のプロットを確認しやすくするため、同じ

混合割合では、左側に一波長型を、右側に半波長型を表示した。図中の点線は直線で閉塞した Qwd の最

小値である。直線流木のみの結果では、Qwd が 75 cm3/s 以下は全て非閉塞の領域、75-170 cm3/s は閉塞

と非閉塞の混在領域、170 cm3/s 以上では全て閉塞する領域である。曲がり流木が含まれると、直線流木

のみと比べて小さい Qwd で閉塞が生じる。同じ混合割合

では半波長型の方が一波長型よりも小さい Qwd で閉塞

が生じる。10 割の条件は他の条件と比べて、非閉塞を

示す結果が少ない。曲がり流木の混合割合が増加する

と、小さい Qwd で閉塞が生じる傾向を示すが、最も小さ

い Qwd で閉塞するのは 3 割の条件だった。これらの傾

向は実験条件や試行回数による影響も考えられるた

め、更なる検討を要する。

表-1に Qwd=30-250 m3/s における曲がり流木の混合割

合に対する橋梁の閉塞率を示す。同じ混合割合では一

波長型より半波長型の方が閉塞率が高い。一波長型で

は混合割合が 0.1、0.3、0.5 のとき、閉塞率がほぼ同じ

値を示し、半波長型では 0.1 と 0.3 でほぼ同じ値を示す。

両型ともに混合割合が増加すると閉塞率が高くなる傾

向を示し、1.0 では閉塞率が著しく高くなる。本実験で

は直線流木のみよりも曲がり流木が含まれると閉塞が

生じやすく、曲がり流木の形状では半波長型の方が一

波長型よりも閉塞が生じやすい結果を得た。一般には

流木同士が重なり連結して集団化すると、橋梁に閉塞

しやすい条件となる。そのため、直線流木は表面の抵抗で

連結することもあるが、連結し難い形状である。一方で曲

がり流木は直線と比べて流木同士が引っ掛かりやすい形状

である。本実験では、特に相対長さ S が大きい半波長型の

方が曲がりの程度が大きいため、その影響が強く現れたと

推測される。

4. おわりに

2018 年 7 月豪雨で流出した流木調査を行い、幹形状に直線だけでなく曲がった形状があることを確認

した。また、曲がり流木の代表的な形状を検討し、2 種類の形状を求めた。これらを水路実験に用いる

と、直線流木のみと比べて曲がり流木が含まれると小さい Qwd で橋梁が閉塞することや、曲がり流木の

割合が増えるほど閉塞しやすいことを確認した。これらの結果は、流木捕捉工の機能を検討するときに

は曲がり流木が捕捉機能を過大に評価する可能性があることを示す。実態が明らかでなければ目的に応

じて流木形状を使い分けて検討する必要がある。
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表-1 曲がり流木の混合割合と閉塞率 

曲がり流木の

混合割合

閉塞率 

一波長型 半波長型

0.1 0.54 0.57 

0.3 0.55 0.56 

0.5 0.56 0.75 

1.0 0.72 0.89 

Average 0.59 0.69 

図-4 橋梁閉塞・非閉塞の結果 

* 0.0 は直線流木のみ、1.0 は曲がり流木のみを示す
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