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１．はじめに 
 平成 29 年 7 月の九州北部豪雨等により、近年では
流出土砂対策とともに流木対策が求められている。 
 尾添川流域は中ノ川など全国的にも崩壊面積率が高
い荒廃地を抱えており、これまでに流木調査や流木対
策施設計画が検討されている。当該流域では新規施設
計画位置が限られており、流木対策計画として、既設
不透過型砂防堰堤の改築(流木捕捉機能付加)が検討さ
れている。しかし、改築対象施設は急峻な地形に配置
されているものもあり、維持管理や整備効率に課題が
ある。 

このような状況の中、当該流域において新規透過型
砂防堰堤 1 基が計画されている。計画地点は比較的ア
クセス性の良い 3 川合流後の掃流区間であり、この施
設に流木捕捉機能を付加出来れば、整備効率や維持管
理面で有利な流木対策計画の立案が可能となる。
ここでは、掃流区間に計画された透過型砂防堰堤に

流木捕捉機能を付加する方法について、水理模型実験
による検討を実施したため、検討結果を報告する。 
２．流木捕捉機能を付加する施設形状の立案 
 検討対象の計画施設は幅 8m のスリット 3 門を有す
る堰堤高 14.5m のコンクリートスリット堰堤である。
本検討では上記計画施設に対し、以下の考え方に基づ
き流木捕捉機能を付加する施設形状を立案した。 
２．１．流木捕捉機能の付加 
 掃流区間の砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する場
合、本堤または副堤への流木捕捉工設置が一般的であ
る。当該施設では整備流木量確保の観点から本堤に流
木捕捉工を設置する方針とした。流木捕捉工の形状は
張出しタイプ流木捕捉工 1)を参考とし、水通し上流側
に流木捕捉工を設置した(図 1)。 
２．２．透過部形状 
 上記流木捕捉工の縦部材間隔は 2.5m(流木長の 1/2
以下)程度となり、スリット幅 8m の施設構造では縦部
材を堤体に固定することができない。本検討では流木
捕捉工を水通しに設置するため、透過部形状を大暗渠
形式とした。 
大暗渠の透過部断面は、大暗渠形式の堆砂肩の高さ

がコンクリートスリット堰堤時の堆砂肩の高さ以上と
なるように設定した。当該施設は透過部のみで対象流
量を流下できないいわゆる越流タイプであるため、文
献 2)による計算式を基に堆砂肩の高さを検討した。 

図 1 立案した施設形状 (Case2) 
３．実験条件 
 対象区間は本川延長 L=2.3km、支川延長 0.3km、平
均川幅 38m、平均河床勾配 I=1/65 の区間とし、模型縮
尺は 1/100 とした(写真 1)。実験波形は計画ハイドロ
グラフを基に土砂混入率 10%を考慮した階段波形(ピー
ク流量：1,761.4m3/s：図 2)とし、施設形状を検討す
る実験ではピーク流量前後を抽出した波形を用いた。
給砂量設定にあたっては、流砂量計算による能力量を
供給条件とした一次元河床変動計算を実施し、模型取
り入れ範囲への流出土砂量を給砂量とした。流木模型
は平均流木長(L=5m、φ0.3m)を再現し枝葉のない柱状
とした。実験ケースは表 1に示す 14 ケースとした。

４．実験結果 
４．１．土砂調節効果 
 実験の結果、土砂調節効果(最大堆積土砂量と通水
後土砂量の差分、ピーク流量時の堰堤下流への流出土
砂量の低減)はコンクリートスリットよりも大暗渠＋
流木捕捉工の方が高い結果であった(表 2)。これは大 
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図 2 実験波形 

表 1 実験ケース
実験ケース 実施内容
Case1 コンクリートスリット堰堤の施設効果の確認
Case2〜6 ⼤暗渠形式＋流⽊捕捉⼯の施設効果の確認

(暗渠形状や給⽊条件変更したケースを実施)
Case7〜11 洪⽔後半の流⽊流出防⽌策の検討

(暗渠上流側に横桟を設置したケース等を実施)
Case12〜14 最適案の施設効果の確認

(供給条件を変えたケースを実施予定)
※Case12〜14は執筆時点での想定
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暗渠＋流木捕捉工の透過部断面が小さいことに加え、
流木捕捉に伴い水位上昇し、堰上げ効果が高まったた
めと考えられる。 

表 2 土砂調節効果の比較(Case1・2) 
 
 

 
 
 
 

図 3 水位河床高縦断図(Case1・2) 
４．２．透過部の最適形状 
 大暗渠形式＋流木捕捉工とした実験では、本堤上流
の水位上昇に伴い流木捕捉工で流木を捕捉、または本
堤上流の死水域において流木が滞留しても、洪水後半
にそれらの一部が大暗渠から下流に流出する現象を確
認した(写真 2)。そのため、対象施設の機能として、
「ピーク流量時までに堰堤上流に流木を捕捉する(滞
留させる)機能」と「洪水後半の流木流出を防止する
機能」が必要であった。一方、水通しへの流木捕捉工
設置にあたっては構造上安定となる越流水深の上限
(6.3m)があったため、一般的な流量係数を用いた計算
による越流水深が 5m 以下となる大暗渠形状 4 ケース
により透過部の最適形状を検討した。 

実験の結果、1 門あたりの透過部断面積が 40m2程度
以下の場合、ピーク流量時の供給流木に対する模型内
滞留流木の割合が 50%以上となった(図 4)。これらの
越流水深は計算値よりも実験値の方が 1m 以上大き
く、その差は流木捕捉による影響と考えられる。半円
形暗渠では矩形暗渠と同等の流木を捕捉(滞留)してい
るが、計算値と実験値の差が小さい。このことから、
流量係数は矩形暗渠よりも半円形暗渠の方が大きいと
推察される。 
越流水深が大きいほど流木捕捉(滞留)効果が高いと

考えられるが、半円形暗渠では矩形暗渠より小さい水
深で同等の流木捕捉(滞留)効果を得た。これは暗渠か
らの流木流出が水通し高付近の水面から引き込まれる
ように生じており、暗渠上部の開口幅が狭い方が、水
面から流木が引き込まれ難いためと推察される。 
本検討ではピーク流量時に本堤上流に流木を多く捕

捉(滞留)し、かつ本堤上流の越流水深が極力低くなる
半円形暗渠を透過部最適形状とした。 

 

写真 2 対象施設における流木捕捉状況(Case5) 

図 4 通水断面と水深、滞留流木の関係(Case2～5) 
４．３．暗渠からの流木流出軽減対策 
 大暗渠上流側に横桟を
設置したケースでは、ピ
ーク流量時の模型内滞留
流木の割合が横桟設置前
に比べ 10%程度向上し
た。また洪水後半の流木
流出防止効果を発揮し、
供給流木の 84%を捕捉し
た(写真 3)。 

ただし、本堤上流の越 
流水深が流木捕捉工の設置上限以上となり、施設形状
の見直しが必要であった。実験結果から、ピーク流量
時の模型内滞留流木量と越流水深には比例の相関があ
り、最適形状のピーク流量時に捕捉(滞留)できる流木
量は供給流木量に対して 50～60%程度であることが予
想された(図 5)。流木捕捉工の形状(横材位置、側方縦
部材本数)や、大暗渠形状、横桟配置を再検討し、越
流水深の条件を満たす施設形状を検討中である。 

図 5 滞留流木と越流水深の関係(Case3～5、7～10) 
５．まとめ 
本検討で得られた知見は以下のとおりである。 

①大暗渠形式＋流木捕捉工により土砂調節効果を損な
わずに流木捕捉機能を付加することできる。

②大暗渠の上流側に横桟を設置することで大暗渠から
の流木流出を軽減できる。

③半円形暗渠は矩形暗渠に比べて流木捕捉(滞留)効果
が高い。

④大暗渠形式＋流木捕捉工の流木捕捉効果は地形の影
響を受ける可能性が高いこと、流木捕捉に伴う水位
上昇を机上で検討することが困難であることから、
施設形状の採用にあたっては現地地形を再現した水
理模型実験による施設効果の検証が重要である。
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(幅8m×⾼さ10.5m×3⾨) (幅6m×⾼さ6m×3⾨)

最⼤堆積⼟砂量(m3) 268,700 379,200
通⽔後堆積⼟砂量(m3) 193,600 283,900
最⼤堆積⼟砂量−
通⽔後堆積⼟砂量(m3)
ピーク流量時の堰堤下流
への流出⼟砂量(m3)
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