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1. はじめに
流木は豪雨等による土砂の生産・流出にともなって発

生し、土砂災害の被害を拡大する要因のひとつとなって
います。これまで土石流区間に流木捕捉機能を持たせる
方法として、堤体を鋼製透過型砂防堰堤にする方法と、

不透過型砂防堰堤の副堤に流木捕捉工を設置する方法が
あります。流木対策は、平成元年の阿蘇一宮の流木災害
を契機に「流木対策指針（案）平成2年4月」が策定され
ましたが、そのときは副堤に設置する形式の説明が主な
内容でした。当時、土石流捕捉用の堰堤として格子形と
B型スリットがありましたが、これらの鋼製透過型砂防堰
堤は、流木を捕捉しようという意図で設計されていませ
んでした。今では「透過型＝流木捕捉工」といってもよ
いくらい鋼製透過型砂防堰堤は流木を上手く捕捉するこ
とが知られていますが、当時は鋼製透過型砂防堰堤自体
の認知度が低かったこともあり、不透過型砂防堰堤の副
堤に流木捕捉工を付加する方法がもっぱらでした。この
工法に用いられる流木捕捉工は掃流区間に設置するタイ
プのものですが、土石流自体は本堤で処理されるため、
本堤直下の前庭部も含めて掃流化されたものとして、掃
流対応用の流木捕捉工を副堤に設置していました（写
真-1）。

その後、全国各地で土石流対策として鋼製透過型砂防
堰堤が設置されるようになると、土石流の捕捉事例も増
えてきました。その捕捉形態をみると、必ずと言ってよ
いほど開口部に流木が捕捉されていることがわかります

（写真-2）。このことから、鋼製透過型砂防堰堤は流木に
効果があることが認知されるようになりました。「土石
流・流木対策設計技術指針平成28年4月」にも示され
ているように、本堤を鋼製透過型砂防堰堤にすれば同時
に流木対策にもなるので、不透過型砂防堰堤に流木捕捉
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写真-1　副堤に設置された流木捕捉工の数々 写真-2　流木を捕捉している鋼製透過型砂防堰堤
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が絡んで捕捉されます（写真-3）。
実態はぷかぷか浮いて流れてくる流木でも、流木捕捉

工に捕捉されると水面だけでなく、透過部全面に流木が
引っかかります。副堤の場合には、流木捕捉工の上下流
に水位差があるので、余計にこの傾向が強いようです。
指針では水褥池の面積が広いほど捕捉される流木は多い
ことになりますが、実際は流木捕捉工の有効高が高い方
が流木捕捉量は多くなります（図-2）。

さらに、流木捕捉工に捕捉される流木は、土砂と違っ
て水通し天端以上に捕捉されます。流木量が少ない場合
には、堰堤の水通し天端まで流木が土砂と一緒に捕捉さ
れていることが多いのですが、流木量が多くなると水通
し天端より相当高く流木を捕捉します（写真-4）。つま
り、流木捕捉に関しては施設高を超えて捕捉されます。

話を戻すと、既設堰堤の副堤に流木捕捉工を設置する
と計画上は流木捕捉量が足りないように思えるかもしれ
ませんが、実際にはそれ以上の捕捉効果が期待できます。
ただし、この計画以上の捕捉効果を期待するためには、
水面より流木捕捉用の部材が突出していなければなりま
せん。水面下に潜っていると流木は越流してしまうので、
さすがに流木捕捉機能は発揮されません。

のための副堤を設置する工法は減ってくるでしょう。
しかし、不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する

には、それなりの改築工事が必要になります。そこで、
今回は不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する例を
紹介します。

2. 不透過型砂防堰堤の流木捕捉能力
「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）平成

28年4月」によると、不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木
量は、①計画捕捉土砂量に流木容積率を掛けた量の半
分、②計画捕捉土砂量の2％の小さい方となります（図-
1）。不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する場合、
この半分抜けてしまう程度の流木量を処理できる能力が
あれば良いのですが、九州北部豪雨で発生したような多
量の流木を捕捉するためには透過型に改良しなければな
りません。

現在は不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加する方
法として、副堤に流木止めを設置するか、本堤の水通し
部を切り欠いてそこに流木止めを設置するのが一般的で
す。副堤に設定する場合、本副間は掃流区間と見なさ
れ、水褥池の面積に流木径を掛けたボリュームを流木捕
捉量にしています（図-2）。

はじめから流木捕捉を目的に設計すれば、水褥池を広
くとるのでしょうが、既存の施設だと流木捕捉を目的と
していないので、水褥池の面積が足りない可能性があり
ます。それに、本堤の直下から掃流化するものとしてい
ますが、流木の捕捉状況をみると指針に示されているよ
うなイメージとは違います。副堤に設置された流木捕捉
工の流木の捕捉の仕方を見ると、水褥池に流木がぷかぷ
か浮いていることは稀で、掃流区間のイメージより土石
流区間のイメージに近く、透過部を閉塞するように流木

写真-3　副堤の流木捕捉工に捕捉された流木

写真-4　屋形川（大分県日田土木）

図-1　不透過型の計画捕捉流木量

実　態 計　画

図-2　副堤の流木捕捉
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（1）切り欠きタイプ
既設砂防堰堤に流木捕捉工を付加する方法として、水

通しを切り欠き、ここに流木捕捉工を設置する方法があ
ります。写真は既設堰堤専用で開発されたN型スリット
です（写真-5）。このタイプを設置する場合には、満砂
していると除石が必要です。不透過型を改良するので、
水通し幅が狭いと柱を2本立てるスペースが確保できな
い場合があります。また、上下流の敷幅が狭いと増圧す
る必要もありますが、これは堤体の補強対策と併せて行
われることがあり、老朽化した堰堤の補修·補強時に流木
捕捉機能を付加することも考えられます。

（2）嵩上げタイプ
満砂している堰堤に切り欠きタイプを設置しようとす

ると除石が必要です。そこで、水通し部に流木捕捉工を
設置し、この構造高さに応じて袖部を嵩上げする方法も
あります。この方法は除石の必要はない反面、施設高が
高くなるため堆砂面が広くなり、新たに用地を確保する
必要が出てきます。また、外力も大きくなるので、安定
計算によっては、腹付けなどの改良も必要になる場合も

でてきます。また、切り欠きと同様に水通し幅が狭いと
柱を立てるスペースが確保できない場合があります。

3. 張り出しタイプの機能
切欠きタイプも嵩上げタイプも本堤を改築する必要が

あります。そこで、本堤に極力手を加えず、本堤の水通
しの機能も損なわず、流木捕捉効果を付加する一つの工
法を示します（図-5）。

この工法は、流木捕捉工を本堤の水通し部に設置する
のではなく、水通し部の上流に流木がすり抜けない程度
離した位置に設けます。流木捕捉工の機能として、礫は
通過し、流木を捕捉するのが理想です。しかし、流木が
ひっかかると礫も引っかかりやすくなります。この機能
を同時に発揮させるのは難しいです。そこで、本堤水通
し部の上流側に流木捕捉工を配置することで、この隙間
から礫は流そうという考えです。流木捕捉工の幅は、流
木捕捉効果が十分発揮できるようできるだけ広くとりた
いのですが、既設の不透過型では水通し幅が狭い場合が
多いです。そこで、流木捕捉工を水通し幅より広く設け
ます。例えば図-6のように配置すると、見かけの水通し
幅は「水通し幅×2＋流木長×（1/3 〜 1/2）×2」と
流木捕捉として十分な幅を確保できます。このように、
水通し部の形状に制約を受けず、流木を多量に捕捉して
も本堤の水通し部が閉塞することなく、流下断面を保持
することができます。

流木捕捉工の高さ（有効高）は、部材を水通し断面に
収める必要がないため、部材を水深より容易に突出する
高さに設定することができます。流木捕捉工は水深より
部材を突出させる必要がありますが、このタイプは図-7
のように袖部がないため、流水は左右に回り流木捕捉工
が目詰りしても、計画規模なら袖越流することはないで
しょう。

ほかの利点として、水通し幅より左右に部材が張り出
すことで、本堤が土石流の直撃を受けることがなく、土
石流の直撃により破損しやすい袖部の保護も兼ねること

写真-5　N型スリット（切欠きタイプ）

図-3　切欠きタイプ

図-4　嵩上げタイプ

図-5　張出しタイプ（イメージ）
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ができます。万が一土石流により流木捕捉工自体が破損
しても本堤には影響がないため、堰堤の機能を維持した
まま流木捕捉工のみ補修することができます。以下に設
計の際に考慮すべき事項と形状について示します。

（1）流木長と部材間隔
部材間隔を設定するための流木長ですが、指針では谷

出口の1.3倍となっています。例えば谷幅が10mなら
13mです。土石流区間ならこの長さで流下することもあ
るでしょうが、さらに下流に行くにつれて折れてその半
分くらいになり、またこれが折れてその半分になります。
ただし延々と続くことはないので、4 〜 6mくらいが最
小ではないかと思います。そこで、流木長を4 〜 6mと
仮定すれば、部材間隔は2 〜 3mとなります。部材間隔
は狭すぎると詰まり、広すぎると通過しますが、流木が
折れることを想定すると、実績からも部材間隔は2 〜
3mが妥当なところでしょう。新設する場合の設計では

図-6　平面形状

流木長ごとに設定するのが筋ですが、ここは、既設堰堤
の付属物でありできるだけコストを掛けないようにした
いので、標準化して設計を簡略化し、数パターンにして
しまうのも手です。

（2）水通し部からの距離
このタイプの流木捕捉工は水通し部から離して設置す

るので、そこから流木が流れるのではないかと指摘する
向きもあります。相当短い流木や枝葉は別ですが、この
隙間を2 〜 3m（流木長の1/2 〜 1/3）にすれば、掃
流状で流下する流木は捕捉されます。ただし、昨年の九
州北部豪雨のように土砂と流木が袖部を越流すれば、流
木捕捉の機能は発揮しません。袖越流するほどの水深に
対して流木捕捉を機能させるためには、その規模の水深
より突出させる必要があります。しかし、設計水深をも
とに透過部の高さを設置する限り、袖部より流木捕捉の
部材が高くなることはありません。そのような規模を想
定することは難しいですが、通常は袖部＋1mとしてお
けば、確実とは言えませんが、計画規模を超えても、あ
る程度の流木捕捉機能に余裕を持たせられます。突出し
た分だけ流木捕捉の機能は期待できるでしょう。

（3）水通し部からの張出し長
開口部の左右に非越流部がある場合、開口部が流木や

巨礫で閉塞され、その隙間も砂礫で閉塞され不透過型と
同じように細粒土砂も捕捉されます。結果、透過型で
あっても堆砂面上を水が流れることになります。（写
真-6）。部分透過型も同様です。切欠きタイプや嵩上げ
タイプは、部分透過型なので、流木が引っかかると開口
部が閉塞することを想定して、開口部の上に水通し断面
を設けます。

張出しタイプは、本堤水通し部の少し上流に流木捕捉
工を設置しますが、非越流部（袖部）を設けません。こ
うすることで、流木は開口部で捕捉されますが、流水や
流砂はその左右を通過し、水通し部から流下します。こ
のため、開口部の目詰まりによる堰上げ高を考慮しなく

写真-6　堆砂面上を流れる表流水

図-7　正面形状
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てもよいので、上流域の影響範囲は、施設の設定前と後
は同じです。また、水深もほとんど変わらないので、設
計外力も同じです。つまり、本堤の計画および設計を変
更することなく、流木のみ捕捉する機能を付加できます。
この機能を発揮させるためには、張り出し部と左右岸の
隙間を水通し幅より広くとればよいでしょう。堤長に比
べ水通し幅の割合が大きい場合は、この間隔を確保する
のが難しいでしょうが、不透過型では比較的堰堤に対し
て水通し部が狭いので、これをクリアできないことは稀
でしょう。

（4）透過部の高さ（部材長）
流木を確実に捕捉するためには、水深より流木捕捉の

部材を突出させる必要があります。指針では流木捕捉工
の高さは、「水深＋流木径×2＋部材による堰上げ高」と
なっていますが、捕捉実態を見れば、流木径や部材によ
る堰上げ高は誤差の範囲であり、水深に十分余裕を持た
せて突出高を設けた方が実態に合うと思います。この突
出高は、1m程度はほしいところです。捕捉事例からの
透過部の高さは、精度的にcm単位まで求めても捕捉の
実態に反映できないので、越流水深に余裕高を加えて、
水通し高さ以上にしておけばよいでしょう。

4. 計画捕捉流木量
不透過型砂防堰堤では、計画捕捉流木量の少なくとも

半分は水通し部から流下してしまいます。張出しタイプ
の目的は、不透過型砂防堰堤では捕捉できないこの半分
の流木を捕捉しようというものです。そこで、張り出し

タイプの計画捕捉流木量ですが、このタイプは不透過型
砂防堰堤が満砂してから流木捕捉効果が発揮されるので、
流木は掃流状態で堰堤に到達することになります（図-
8）。つまり、掃流区間の計画捕捉流木量（湛水面積×流
木径）の方が実態に近いかもしれませんが、土石流区間
に設置すると考え、透過型を設置するので、不透過型の
計画捕捉土砂量×流木容積率として差し支えないでしょ
う。どちらを採用するかは現地の状況で判断されるとこ
ろでしょうが、判断に迷うなら元河床勾配で優先します

（図-9）。

5. 荷重図
不透過型砂防堰堤は、土石流区間では土砂捕捉容量を

確保するため除石しますし、掃流区間でも未満砂の場合
があります。そこで、堰堤の堆砂敷に置く場合と、本堤
に直付けする場合の荷重図を示します。写真-7は水理模
型実験の状況です。

図-10は、土石流区間における荷重図です。堰堤の堆
砂敷に置く場合、単独設置の透過型の安定計算と同じ
で、堆砂敷に埋める底版コンクリートの寸法を求めます。
ただし、下流に本堤天端があるため、洗掘されることは
ないので、堆砂敷の堆砂圧は考慮しません。

本堤に直付けする場合、底版コンクリートがないので、
張出しタイプに作用する荷重は、鋼製部を通して支点反
力として本堤に作用します。このとき、土石流の流体力
は水通し天端より上に作用することになり、越流部の荷
重より大きくなります（非越流部と同じ）。直付けの場
合は、本堤との取り付け部の設計が必要になります。

図-8　側面形状

図-9　側面形状
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図-11は、掃流区間における荷重図です。荷重は静水
圧ですが、袖部による堰上げ水深があるので、実際には
上下流の水位は同じで静水圧は相殺されます。ただ、洪
水のピークが過ぎても、流木を捕捉して堰上げする場合
もあるでしょうから、掃流区間の安定計算を行います。

図-10　荷重図（土石流区間）

図-11　荷重図（掃流区間）

6. おわりに
土石流は流木をともなって流下してくるため、土砂災

害の被害を拡大する要因のひとつであり、流木捕捉機能
は土石流対策と切り離すことはできません。今後は、本
堤に鋼製透過型砂防堰堤を選択すれば、別途流木対策を
検討する必要はありませんが、現状では土石流対策とし
て不透過型砂防堰堤が数多く設置されているため、これ
に流木対策機能を付ける必要があります。改良して鋼製
透過型堰堤を据えることができれば、土砂及び流木の捕
捉機能は格段に向上しますが、同時に工期と工費を要し
ます。今回、紹介した流木捕捉機能を付加する方法は、
既設の不透過型砂防堰堤に容易に流木捕捉機能を付加す
ることがきるため、流木対策の促進の一助になるもので
はないでしょうか。

流水のみ 土砂＋流水

写真-7　水理模型実験

※ 本稿は11月14日砂防技術成果報告会で発表された「セン
ター活動報告」に加筆したものです。
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