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1．はじめに
土砂を捕捉する施設に「堆積工」があります。土石
流・流木対策指針では、「土石流堆積工は、土石流を減
勢し堆積させるための土石流・流木対策施設であり、土
石流分散堆積地と土石流堆積流路とがある」と記載され
ています。さらに、「土石流分散堆積地は、流路を拡幅
した土地の区域（拡幅部）のことで、拡幅部の上流端と
下流端に砂防堰堤または床固工を配置したものである
（図-1）」、「土石流堆積流路は、背後地盤において宅地が
発達している等の土地利用状況や谷底平野等の地形条件
により、土石流分散堆積地のように流路の拡幅が困難な
場合において、流路を掘り込んで渓床勾配を緩くするこ
とにより、土石流・流木処理計画上必要となる計画堆積
量を堆積させることのできる空間を確保するものである
（図-2）」と解説されています。
「堆積工」と「遊砂地」の違いを明確に説明している
ものは見かけませんが、両者とも土砂を堆積させるとい
う同じ機能を有するものとして、以降「遊砂地」として
話を進めます。
遊砂地は、防災・減災・国土強靱化に関する3ヵ年緊
急対策において、土砂・洪水氾濫対策として、土石流区

間より下流に設置し、土砂の捕捉というよりも貯留する
といったイメージで記載されています。つまり、土石流
危険渓流より下流の流路工の周りに民家や道路があり、
そのため土地に制約があるようなところに、少しでも土
地が確保できれば、流路工を拡幅して遊砂地として活用
しようというものです。
この場合、どのように拡幅するのがよいのか、今回、

水理模型実験を行ったので、そこで得た知見を述べたい
と思います。これだけで、直ちに設計ができるわけでは
ありませんが、参考にはなると考え、まとめてみました。

2．土砂・洪水氾濫対策
土砂・洪水氾濫対策は、『砂防事業の費用便益分析マ

ニュアル（案）（平成24年3月）』によると、土石流によ
る直接的な被害と区別され、上流からの流出土砂に伴う河
床上昇等により引き起こされるものと説明されています。
土砂・洪水氾濫の特徴は、総雨量が多く、流域内で多

数の斜面崩壊や土石流が発生し、大量な土砂生産が発生
し、多くの細粒分を含みます。このため、遠くまで流送
されるため、河床上昇や流木の流入し、河床勾配
1/150程度の範囲まで被害が及びます。土砂・洪水氾
濫被害の激甚化、つまり、ライフラインや重要交通網等
への直接的な被害が想定され、円滑な避難が困難で、復
旧までの時間がかかることが予想されます。
土砂・洪水氾濫に対する対策方針は、堰堤下流の谷出

口から保全対象までの区間、もしくは、下流緩勾配区間
の土砂・洪水氾濫発生地点の上流箇所において、下流河
道の許容流砂量まで土砂量、土砂濃度を下げて、土砂及
び流木を河道から溢れさせず安全に流下させることです。
土砂・洪水氾濫対策として注目されている遊砂地に求

められる機能は、細粒分を多く含んだ土砂及び流木の捕
捉と、平常時に流下する土砂は下流へ供給することです。
遊砂地の形状は、これまでの水理模型実験や施工事例か
ら、次のような知見が得られています。
平面形状は、下流端の出口形状を急縮すると堰上げ、

湛水が発生し堆積しやすい。上流端の流入部は、角度
30°程度で拡幅させる。拡幅の幅は、目安として上流側
の流路幅の5倍程度以内。遊砂地長は、最低でも上流側
の流路幅の6倍は必要とされています。
縦断形状は、元河床勾配と平行に掘り込んだだけでは
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濃度を高くしました。予備実験では、土砂濃度0.75%
以上で流路工に土砂堆積が認められました。そこで、実
験の給砂量は、土砂濃度0.5%としました。流量ですが、
ハイドロの増水期や減衰期で土砂の堆積状況は変わりま
すが、ここでは捕捉できる限界値を見極めるため計画規
模のピーク流量を定流で供給しています。この実験によ
り施設の機能が発揮できるとわかった後、現地の地形及
びハイドロを用いて施設の機能検証が必要と考えます。
また、今回の実験の目的は土砂貯留効果の確認ですの

で、土砂が浮遊せず掃流状態を再現するため、模型値で
1.3mm（現地換算で3.9cm）を用いました。

4.2　遊砂地の形状（水路）
模型縮尺はS=1/30と想定しました（図-3）。

5．実験結果及び考察
5.1　実験1
写真-1は水理模型実験に使った模型です。流路工部分
が低水路、拡幅工部分が高水敷と複断面化しています。
平常時は低水路から流水と土砂が流下します。洪水時

十分な捕捉機能は期待できないので、できるだけ水平に
掘り込む。床固工は流水の集中を分断し、土砂を分散・
堆積させて侵食を抑制する。このため、縦断地形に応じ
て適切な数の床固工を配置し、計画河床勾配を緩くす
る。ただし、床固工はあまり数多く設置しても貯砂機能
が改善されるわけではない。
低水路の形状は、平常時の土砂を流下させる。洪水時
は、高水敷に水が溢れることで掃流力が低下し土砂が堆
積する。
以上の説明が為されています。遊砂地の機能を維持す
るためには除石は必須なので、除石計画の策定（除石の
ための維持管理路の設置、除石した土砂の処理方法の確
立、土捨て場、土砂の仮置き場の確保）は不可欠です。

3．遊砂地の要求性能
地形によっては砂防堰堤下流に遊砂地を直結するなど、
設置方法をいろいろ工夫する余地はありますが、ここで
は緩勾配が続く流路工の一部を拡幅して遊砂地を設置し
たものとして話を進めます。
遊砂地内は捕捉容量が確保できれば、自然に任せて土
砂を堆積させてもよいのでしょうが、今回の遊砂地は周
りに民家が張り付いていると想定しているので、平常時
の土砂は既存の流路工から流したいと思います。このた
め、土砂・洪水氾濫対策として遊砂地を活用するため、
遊砂地の要求性能を次の二つに設定しました。
①  常時流水及びそれに含まれる土砂を下流にスムーズに
流す。

②  洪水時に上流から流送される土砂を遊砂地全体にでき
るだけ貯留させる。
この要求性能を発揮させるため、①平常時の流水及び
流砂を下流に流す既存の流路工はそのままに、②洪水時
に遊砂地の出口で堰上げを発生させ、遊砂地全体を湛水
域にすることで土砂を貯留させることにしました。

4．遊砂地の水模型実験
4.1　流量及び流砂量
砂防計画の計画降雨量は一般的に100年超過確率降
雨の日雨量（もしくは24時間雨量）が用いられていま
す。地域によって日雨量は異なるため、一般値を示すこ
とはできませんが、今回は平成29年7月の九州北部豪雨
により多量の土砂が流出した福岡県朝倉市のデータを参
考に、308mm/24hとしました。また、想定した遊砂
地は、流域面積3km2程度と比較的狭く、計画縦断勾配
1/40で掃流形態の土砂移動を想定しました。
今回の実験は、施設規模の決定や位置の検証を目的と
するのではなく、遊砂地にできるだけ土砂を捕捉させる
方法を見つけるためのものです。したがって、機能がわ
かりやすいこと、及び実験回数を多くしたいことから、
上流の流路工に土砂が堆積しない範囲でできるだけ土砂
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図-3　水路模型概形

写真-1　遊砂地の模型
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にはこの流路工から溢れた流水は堰上げにより高水敷（遊
砂地）に広がります。ただし、堰上げても低水路の流速
はあまり落ちないため、低水路から土砂は抜け続けます。
図-5は、堰上げ用の角材を遊砂地内に配置し、1本、

2本、3本と積み上げ高さを上げて堰上げ水深を上げた

時の低水路の流速です。この結果から、堰上げ水深を上
げれば低水路の流速を相当落とすことができました。た
だし、横工（ここでは角材）を高くする方法だと土地の
制約から難しい場合が多いと思います。
このため、横工高を高くする以外の方法で、低水路の

流速を落とすことにしました。これを解決
するため、次の要求性能を追加しました。
③  低水路の流速を落とし、低水路から土
砂を抜けにくくする。

5.2　実験2
③の要求性能を発揮させるため、遊砂

地の上流側に低水路の流速を落とすよう
に新たに減勢工（以降、上流横工）を設
けました。この横工の位置は、湛水域を
外れると機能しないので、湛水域内で入
口から離れた箇所に配置しました（図-6、
下段）。遊砂地の入口に近いと堰上げなど
上流の流路工に影響するからです。今回
は、遊砂地の拡張部の下端に合わせてい
ます。
実験1で堰上げ水深を高くできれば湛

水域を形成できることは確認しているの
で、遊砂地の出口に堰上げ用の横工を設
置しました。縮流の効果もあり、施設高
を低く抑えられるからです。ただし、湛
水域さえ確保できれば、上流横工は不要
ではないかとも考えられます。そこで、
上流横工の有無の違いによる土砂堆積の
違いを実験により確認しました。
上流横工がある場合、流水は左右均等
に上流横工から越流するので、堆砂も左
右均等に堆積します。写真-2は、投入土
砂量と流出土砂量が釣り合った状態です。
この時、遊砂地に貯留された土砂が施設
の最大効果量です。
これに対して、上流横工がない場合、

遊砂地に流入した流れは偏流し、土砂も
偏って堆積します。これ自体が悪いわけ
ではなく、最終的に遊砂地全体に堆積し
てくれればよいはずです（写真-4）。とこ
ろが、上流横工がないため、低水路を流
下した流水によって堆砂域の上流側が侵
食されました。このため、堆砂量は幾分
落ちます。写真-2と写真-4を見比べる
と、湛水域の表面の流速が違うことがわ
かると思います。上流横工があればこれ
を抑制できるので、あった方が確実に捕
捉量は確保できます（写真-3と写真-5）。
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5.3　実験3
この実験は、基本的には先の実験2と同じで、これに
中間に横工を設けた場合です。土砂の溜まり方を見る
と、中間横工があった方が低水路を塞いで水通しから越

流するので安定して堆積しているように見えました。し
かし、湛水域が満砂して、出口から土砂が流出するよう
になると、捕捉形態は中間横工の有無に関わらず同じで
した。

写真-2　減勢工あり（給砂中） 写真-3　減勢工あり（堆砂状況）

写真-4　減勢工なし（給砂中） 写真-5　減勢工なし（堆砂状況）
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結果、中間横工は土砂捕捉量には影響
しませんでしたが、遊砂地の縦断勾配や
長さがあるなど、地形が複雑になれば、
中間に横工を入れることによって地形の
影響を抑制できそうです。

6．遊砂地の設計に際して
実験結果から遊砂地の形状を設定する
には以下の①〜④を参考にするとよいで
しょう。
①  遊砂地の出口で地形の許せる範囲で、
できるだけ堰上げをさせると捕捉容量
は大きい。

②  堰上げによってできた湛水域内に減勢
工（ここでは横工）を配置すると、安
定して堆砂させやすい。ただし、入口
より幾分下流に配置する。

③  遊砂地内に横工を置いても、湛水域内
であれば捕捉効果量に影響しない。

④  遊砂地の入口は流水の勢いで堆砂しに
くい。出口は堆砂肩が引水によって崩
れる。このため、遊砂地の入口と出口
の近傍の土砂は安定していないため土
砂捕捉容量に含めない方が安全である。

7．おわりに
遊砂地は、地形的な制約も多く、どこ
にでも設定できるわけではありませんか
ら、堰堤に取って代わることはないで
しょう。しかし、土砂・洪水氾濫対策と
して遊砂地が注目されています。
今回の水理模型実験は、直線水路で勾
配も一定、定流で流しています。このた
め、地形が湾曲している、勾配によって
施設の高さに限界がある、民家が入り組
んでいるなど、もっと検証すべき項目が
あります。これらについても、整理し設
計方法に繋げたいと思っています。ただ、
今回の実験結果から、効果とある程度は
基本的な形状はイメージできるのではな
いでしょうか。
また、堆積工もそうですが、どちらの
対策施設も、流木捕捉のための施設が必
要であることは言うまでもありません。
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