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1 緒 言 

 透過構造を有した砂防堰堤は，急流河川に土石流が発

生したとき大量の土砂と流木を捕捉できることを期待

されている．特に，近年頻発する大量の流木が含まれた

土石流は，その捕捉効果を発揮している．一方で，砂防

堰堤は，蓄積された流木がカーペット上に浮遊して後続

の流れのレベルを抑えることでエネルギー散逸を起こ

し，大量に捕捉されていることがある 1)．しかし，この

原因によって堰堤の天端付近まで水深が上昇しても，流

木が流れを抑えるために掃流土砂輸送が適切に行われ

ずに，流木と土砂がさらに蓄積することで水深が上昇し

ている．その後，ある水深を境に一気に流木が流れるこ

とがある．このような原因は，透過部分の大小の影響で

生起しやすいことがわかっているが，大量の流木が一気

に流れる解放の条件や，そのメカニズムは不明確な部分

がある．そのため，不透過型や透過型堰堤を用いて，大

量の流木が留まる条件下から一気に流木が流れる現象

について実験スケールで行う必要がある． 

 そこで本研究は，不透過型と透過型を有するそれぞれ

の堰堤を用いて水通し部に堆積する流木の堆積と解放

条件について実験的に検討するものである． 

2 透過部を有する堰堤が保有できる流量について²) 

 文献 1)により流木に関連するエネルギー散逸を考慮

した無次元量 βiについて示す． 
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上記の関係式は図-1 に示している通りである．さらに， 

H:流れのエネルギー；H=h+V²/2g = h(1+Fr²/2) (m), V：流

速 (m/s), g :重力加速度である． 

次に，Q1は以下のように示す． 
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ここで，N：同形状の開口部の数，µ1：オリフィス流出

係数, W1：開口幅(m), h：上流側の水深(m), h1：開口部の

高さ(m)，β1：堰堤を通過した流出量における流木に関連

する損失水頭を考慮した係数. 

 また，水通し部の流量 Q2は Deymierらの研究 3)を参考

に以下の式を示す． 
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ここで，µ2 ：越流係数, W2 ：水通し部の水平幅 (m), z2 ：

流出位置(m), β2：堰堤を通過した流出量における流木に

関連する損失水頭を考慮した係数，Φ：水平から天端の

角度（ここでは，45 °とする．）.  

さらに，堰堤の総流量は以下のように合計する． 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 (4) 

3 実験要領および考察 

3.1 実験要領 

 実験水路は，長さ 6.0 m，幅 0.4 m，深さ 0.4 mである．

水路勾配は 0.02とした．なお，水路には 2.0 mおきに水

深を計測するために赤外線センサーを設置した．同時に，

流速も計測している．また，流下要領は，4 分間，流量

を一定にして流木の流出を確認できなければ，Q = 0.5 L/s

ごと増すこととした．図-2に，実験で使用した堰堤の模

式図を示す．また，不透過型の水通し部までの高さと，

透過型の高さを同じにしている．図-3に，流木モデルを

示している．ここでは，4 種類の流木長の異なるモデル

と枝モデルとして変形が容易な材料を混ぜている．流木

長の平均は 83 mm，径の平均は 8.3 mmである． 

3.2 結果と考察 

 図-3は，不透過型における流木の流出過程を示してい

る．水通し部分から 20 mmほど水深が増すと，流木が流

図-1 砂防構造物周りの諸元

流木モデル
200 mm : 10 % (20)

150 mm : 20 % (65)

100 mm : 35 % (131)

50 mm : 35 % (332)

枝モデル：100 g

図-2 堰堤モデル 

(a) 不透過型モデル

(b) 透過型モデル

図-3 流木モデル 
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出することがわかる．徐々に天端あたりに流木が集まる

ことで水深を増すが，流木がとどまことができずに一気

に流下する．最大でも水通し部の 30 mm上昇すると堆積

していた流木が一気に流下する．また，堆積の過程とし

て，流木が混在して密集するような場合は，水深上昇と

ともに容易に流下する．一方で，流木がアーチングしな

がら堆積すると幾何学的に流木が安定形状を保ち，容易

に流下しなくなる． 

図-4は，透過型の流出過程である．流木明瞭に捕捉さ

れ，堰堤高さより 30 mm 以上高く流木が堆積している

が，容易に流出することはない．図-4 (b)に，流木の流出

後を示している．ここでは，流木がかなり捕捉された後，

流量を Q = 9.5 L/s以上大きくすると流出する．さらに，

捕捉された流木がすべて流出することはない．これは，

流量からすると不透過型の 3倍以上の流量まで防げるこ

ととなる． 

 図—5は，不透過型における水深から流量関係を示して

いる．なお，水のみを流した時の実験から越流係数 µ2＝ 

0.364 とした．この値は，式(4)においても同様にして使

用している．さらに，この結果は流木が混入すると水深

が高くなることも示しており，最大で堰堤の高さの半分

まで水深が増すことを示している．この傾向は，式(3)に

おいて β2 = 0.05と β2 = 0.4を用いると，ほとんどのデー

タがその領域に入ることがわかる．また，不透過である

ため β1は計測されていない．さらに，流木流出の可能性

が増加するに従い，わずかに β2 が増すことわかる．ま

た，流木の流出時の流量は，Q = 1.5 L/s～2.5 L/sのあい

だであり，Q＞2.0 L/s で多くの場合，流木が流出する．

このデータを蓄積することで，無次元化係数のみで流木

の流出現象を評価できることが示唆される．

図—6は，透過型における水深から流量関係を示してい

る．オリフィス流出係数は実験結果から µ1= 0.81 とし

た．さらに，水の流出は最初から流れており，水深が

天端部を超えるには流量が 6.0 L/s以上必要である．こ

れは，流木が堰堤部全体に堆積するまでの水深が堰堤

を堰上がらないことを示している．式(4)で使用する β1 

= 0.5と β2 = 0.5が下限値，β1 = 1.1と β2=2.0が上限値

となった．このことから流木は，不透過に比べると遥

かに流出の生起が難しいことがわかる． 

4 結 言 

 本研究では，不透過型と透過型における流木の流出現

象のメカニズムについてオリフィスの流出係数と越流

係数を基に検討したものである．これは，大量の流木が

カーペット上に並べて堆積する現象から一気に流出さ

せる現象における無次元化を試みたものである． 

今後の課題として，様々な開口部を有する砂防構造物

に対して検討を進め，透過構造の適切な開口部について

の性能評価を検証する． 
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図-3 流出過程（不透過型） 

(a) 流出前 (b) 流出後

(a) 流出前 (b) 流出後

図-4 流出過程（不透過型） 図-5 水深～流量関係（不透過型） 
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図-6 水深～流量関係（透過型） 
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