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1. はじめに

六甲山系では遊砂地を配置できる箇所が限られてい
るため、限られたスペースの中で効率的な堆砂スペー
スの活用が必要となる。遊砂地は施工事例や施設効果
を発揮した実績が少ないため、土砂・流木捕捉機能を
発揮する最適な河道拡大幅や延長、河床勾配等、遊砂
地形状の定量的な基準が定められていない。

六甲山系有野川水系に属する土石流危険渓流 2渓流
（ショウブケ谷遊砂地、山原遊砂地）の遊砂地予備設
計では最適案の土砂・流木捕捉効果を数値シミュレー
ションや水理模型実験を用いて確認した。また施設形
状に課題がある場合は改良案を検討し、最適な施設形
状を決定した。

2. 既往事例の収集

遊砂地に関する文献 1）2）などの収集整理より、遊砂
地配置に際し、土砂・流木捕捉に適した施設形状の目
安として以下の値を設定した。 

施設幅 B ：3≦B/B0≦5 程度 
施設延長 L：L/B0 ≧4 

※B0：施設上流水路幅

3. 数値シミュレーションによる遊砂地最適案の選定

予備設計で立案した 3 案の遊砂地形状について、土
砂捕捉効果の比較のために 2次元氾濫シミュレーショ
ンを実施した。2 次元氾濫シミュレーションは汎用土
石流シミュレーターである Hyper kanako を用いた。
流入流量は対象清水流量に土砂混入率 50%とした量を
ピーク流量として、三角形のハイドログラフを設定し
た。土砂流入条件は供給土砂量を各施設の計画堆砂量
と同量として平衡土砂濃度による給砂とした。

(1) ショウブケ谷遊砂地

ショウブケ谷遊砂地では現況河床勾配(I=1/26)の
流路勾配緩和と流路幅の拡幅（5 倍程度）により、以
下の配置設計 3 案を比較した。計画流出土砂・流木量
は 1127m3として、100％を捕捉できる施設容量とした。 

第 1 案：現況渓床勾配 I=1/26 を遊砂地の底面河床

勾配として流路幅を拡幅した場合 

⇒計画堆砂量 1,490m3

第 2 案：現況渓床勾配の 1/2 勾配(I=1/52)を遊砂地

の底面河床勾配として流路勾配の緩和し、流路幅の

拡幅した場合 ⇒計画堆砂量 1,668m3 

第 3 案：計画河床勾配を 1/52 として中間部に落差

工を設置し、流路幅の拡幅および流路勾配の緩和し

た場合 ⇒計画堆砂量 1,441m3 

2 次元氾濫計算の結果、すべての案で流入土砂量の
80%以上を捕捉可能であることが判った。第 1 案にお
いては、横断的な堆砂の偏りが他案と比較して抑えら
れ、上下流を通して平均的に堆砂することが確認でき
た。遊砂地スペースを効率的に用いることができ、堆
砂の偏りによる溢水の発生や土砂の氾濫等の安全面
からも有利であることから最適案とした。 

図-1 ショウブケ谷遊砂地氾濫計算結果（第 1 案） 

(2) 山原遊砂地

山原遊砂地では遊砂地底面河床勾配を現況河床勾
配として、堆砂幅を現況河床幅から拡幅し土砂を捕捉
する形状として、以下の 3 案の比較をした。計画流出
土砂・流木量は施設の効果量に応じて設定した。 

第 1 案：堆砂幅を現況渓床幅の 3.0 倍とした場合 
⇒計画堆砂量 3,146m3

第 2 案：堆砂幅を現況渓床幅の 4.5 倍とした場合 
⇒計画堆砂量 4,840m3

第 3 案：堆砂幅を現況渓床幅の 6.0 倍とした場合 
⇒計画堆砂量 6,162m3

2 次元氾濫計算の結果、すべての案で流出土砂量に
対して 85％以上を捕捉可能であることが判った。第 3
案の堆砂幅を流入幅の 6倍に拡幅した場合においても、
堆砂の縦横断的な偏りは発生せずに満遍なく堆砂す
ることが判った。既往事例の収集では流入幅に対して
5 倍程度を遊砂地の堆砂幅の目安としていたが、数値
シミュレーションにより流入幅の 5倍を超える施設幅
を設定することができた。計画流出土砂量に対してよ
り多くの捕捉量の向上を見込むため第 3案を最適案と
した。

図-2 山原遊砂地氾濫計算結果(第 3 案) 
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4. 水理模型実験よる施設改良案の検討
予備設計最適案の土砂・流木捕捉効果や施設内の

水位、流れを確認するため、実験用直線水路（二次
元水路）を用いて水理模型実験を実施した。 
(1) ショウブケ谷遊砂地

遊砂地予備設計最適案（第 1 案）の施設形状のう
ち、下流床固工から上流床固工までを模型の取入れ
範囲とした。実験条件は以下の通りある。 
【実験条件】 
・縮尺：1/30
・供給土砂、流木量：施設効果量の 1.2 倍
・土砂、流木の割合：計画流出土砂量、流木量の

割合と同様
・対象流量：定流 12.7m3/s（土砂含有を考慮した

流量） 
・実験砂粒度分布：河床材料調査結果を基に設定 
水理模型実験の結果より、供給土砂量 1,734m3の

うち、81.7%が遊砂地内に堆積し、十分な捕捉効果
があることが確認できた。一方で以下の 3 点の施設
形状の課題が判った。 
・下流床固工による堰上げ湛水効果の影響が大き

いため、遊砂地の下流部に土砂が堆積せずに、縦
断的に堆積の偏りが生じる

・上流床固工及び帯工上流の護岸高が水位に対し
て不足する

・供給流木量の 20%程度が下流に流出する
施設形状の課題を受けて形状の改良を行った。改

良点は以下の 2 点である。 
・堰上げ湛水効果を小さくするために、下流床固工

の水通し部を 1.5m 切り下げ、流木捕捉のため高
さ 2.0m の鋼製スリットを設置する 

・上流床固工の 0.5m 嵩上げし、上流床固工垂直壁
や護岸高を嵩上げする
改良案について水理模型実験を実施し、流入した

土砂が遊砂地内に広く堆積し、縦断的な堆砂の偏り
が解消されることを確認した。また、部分透過型に
することにより、流木捕捉効果が向上し、最適な施
設形状であることを確認した。 

写真-1 計画案と改良案の実験結果の比較 

(2) 山原遊砂地

遊砂地予備設計最適案（第 3 案）の施設形状のう
ち、下流基幹床固工から上流の帯工までを模型の取
入れ範囲とした。実験条件は以下の通りある。 

【実験条件】 
・縮尺：1/60
・供給土砂、流木量：施設効果量の 1.2 倍
・土砂、流木量の割合：予備実験により決定（流
木塊による流況への影響を考慮）

・対象流量：定流 41.0m3/s（土砂含有を考慮した
流量） 

・実験砂粒度分布：河床材料調査結果を基に設定 

水理模型実験の結果より、供給土砂量 7,867m3の
うち 99.7%が遊砂地内に堆積し、十分な捕捉効果が
あることを確認できた。計画案では堆砂幅の目安を
超える流入幅の 6 倍としても縦横断に偏りなく堆
積した。一方で流木に対しては、供給流木量の 72%
程度が下流に流出し、課題であることが判った。 
改良案では流木捕捉のため基幹床固工の水通し

部を 2.0m 切り下げ、鋼製スリット（H=2.0m）を設
置した。改良案について水理模型実験を実施し、流
木捕捉が十分に可能であり、最適な施設形状である
ことを確認した。 

写真-2 計画案と改良案の実験結果の比較 

5. おわりに

定量的な設計基準が確立していない遊砂地設計
において、数値シミュレーションにより形状の異な
る比較案の土砂捕捉効果を確認した。山原遊砂地に
おいては施設形状の目安とした堆砂幅が流入幅の
5 倍よりも大きい形状の遊砂地を検討することが
できた。 
また、水理模型実験により流木を含む流れや、堰

上げ湛水効果により堆砂させる構造で、遊砂地の土
砂・流木捕捉効果や水位、流れを確認した。実験結
果から施設形状の課題を確認し、改良案を立案する
ことにより最適な遊砂地の形状を検討することが
できた。 
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