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樽前山における流木捕捉模型実験について
―掃流区間に設置する流木捕捉工の効果検証―
室蘭開発建設部 治水課 ○真野 拓司
松井 博幸

樽前山噴火により融雪型火山泥流が発生した際には、多量の泥流と共に流木が流下すること
が考えられる。樽前山流域では流木捕捉工が未整備であるため、現在、砂防堰堤を整備中の覚
生川流域において、流木捕捉施設の検討をしている。当該流域は掃流区間かつ２渓流が合流す
る箇所で複数の砂防堰堤を整備している。このような複雑な条件での流木の流れ方や捕捉効果
が想定できないため、水理模型実験で効果を検証するものである。
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1. はじめに

案）」が策定された。本計画では、降下火砕物及び噴石
の降下、火砕流及び積雪期における火砕流に起因する融
平成29年7月の九州北部豪雨では、大量の土砂や流木
雪型火山泥流といった土砂移動現象に対する「噴火対応
が発生し、甚大な被害が発生している。今後の砂防事業
火山砂防計画」と、火砕流及び降下火砕物堆積後に降雨
においては、土砂災害に合わせ流木災害への対策も重要
に起因して発生する二次泥流に対する「降雨対応火山砂
となっている。
防計画」から構成されている。
樽前山では、火山噴火に伴い融雪型火山泥流が発生し、
覚生川では融雪型火山泥流を整備対象とし、計画対象
多量の泥流と共に流木の流下が想定される。覚生川流域
量は、計画規模で11,340千m3、中規模で5,470千m3となっ
では現在、覚生川及び熊の沢川で複数の砂防堰堤を整備
ている。
しているが、流木捕捉工は未整備である。当該流域は河
支笏湖
床勾配が緩くかつ２渓流が合流する箇所であり、流木の
挙動が複雑であることが想定される。
本報告では、覚生川3号遊砂地及び覚生川砂防堰堤群
において無施設時、現況整備時、流木捕捉工設置時の流
覚生川
木の挙動・流木捕捉効果を水理模型実験で検証した結果
について報告する。

2. 対象地域の概要
(1) 対象位置
樽前山（標高1,041m）は図1に示すとおり支笏湖の南
東側に位置し、支笏カルデラの形成後、約9,000年前に
活動を開始した活火山である。
また、覚生川は樽前山麓に源を発し、苫小牧市西部を
流下して太平洋に注ぐ流域面積約31.3km2、流路延長約
15km、河口から約4.4kmの地点で熊の沢川と合流する河
川である（図 2）。

図 1 樽前山 位置図
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(2) 樽前山における砂防事業の概要
樽前山では、平成6年度から直轄火山砂防事業を進め
ており、平成10年度に「樽前山火山砂防基本計画（素
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図 2 覚生川 位置図

(3) 現況施設整備状況と今後の計画
覚生川では、中規模噴火による融雪型火山泥流の対応
として、覚生川3号遊砂地、覚生川1、2号砂防堰堤が概
成しており、覚生川3号砂防堰堤、熊の沢川2号砂防堰堤
が施工中である。今後、熊の沢川1、3号砂防堰堤を整備
する予定である。

熊 の沢川 3号 砂防堰 堤

覚 生川 3号砂 防堰堤
覚 生川 2号砂 防堰堤

熊 の沢川 2号 砂防堰 堤
熊 の沢川 1号 砂防堰 堤
覚 生川 3号遊 砂地

流木捕捉工の部材間隔は、最大流木長の1/2以下になる
よう縦部材間隔を7.5mとした。
(3) 流木対策における課題
a）流木流出率
砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）では、
土石流区間における流木流出率を、0.8～0.9としてい
る。しかし、掃流区間における流木流出率は、平成15
年の北海道内の災害で掃流区間を含む流域において7
～28％程度という実績（表 2）があるものの、その設
定方法は確立されていない。また、既往の水理模型実
験では、多量の流木を供給すると河道内に流木塊を形
成し、多量の流木が堆積したという結果もある。
そのため、流域特性に応じた適切な流木流出率を
設定する必要があると考えられる。

覚 生川 1号砂 防堰堤

表 1 流木流出率の例（平成 15 年台風 10 号災害）
流域面積
流路延長
平均河
流木流出
（km2）
（km）
床勾配
率（％）
慶能舞川
15.4
100.7
1/53
7
貫気別川
15
7
1/18
16
里平川
32.3
12.5
1/12
23
賀張川
6
6.9
1/18
28
出典：北海道砂防技術指針（案）平成20年7月 より抜粋
渓流名

図 3 覚生川 砂防施設平面図

3. 覚生川の流木対策計画
(1) 発生流木量
発生流木量は、融雪型火山泥流発生時の流下範囲のう
ち、式(1a)を満たす範囲から流木が発生すると考え、シ
ミュレーションにより泥流の氾濫範囲および泥流の外力
モーメントを推定し、現地立木調査結果と合わせて算出
した。算出した発生流木量は、計画規模では16,288m3、
中規模では6,874m3である。
樹木の倒伏限界ﾓｰﾒﾒﾝﾄ＜泥流の外力ﾓｰﾒﾝﾄ (1a)

b）掃流区間の透過型砂防堰堤の流木捕捉効果
掃流区間に位置する透過型砂防堰堤の流木捕捉効
果に関する考え方が記載されている指針等はない。し
かしながら、既往水理模型実験では、掃流区間に位置
する透過型砂防堰堤が多量の流木を捕捉している事例
や、平成28年8月出水時に戸蔦別川のように透過型砂
防堰堤が多量の流木を捕捉した事例もある（写真 1）。
このような状況から、掃流区間に位置する透過型
砂防堰堤の流木捕捉に関する考え方を水理模型実験に
より検証することとした。

(2) 計画流木捕捉工の検討
覚生川流域には鋼製セル型砂防堰堤が連続して整備・
計画されているため、流木捕捉工を計画する場合、捕捉
工の高さはその下流の堰堤のHWLの影響を受けること
になる。そのため、下流の砂防堰堤のHWL面で流木捕
捉を行う計画とし、せき上げ高に流木直径の2倍を加え
た高さを流木捕捉工の天端高とした。
また、流木捕捉工の設置可能位置の条件として、①砂
写真 1 H28.8 出水時の戸蔦別川第 7 砂防堰堤での流木捕捉状況
防堰堤の前庭保護工に影響を与えない位置。②流木捕捉
出典：十勝川流域における今後の土砂災害対策のあり方
工の高さが15m（有効高：12.5m）未満である位置。以
（案）参考資料 北海道開発局 HP
上2点を条件とし、流木捕捉工の設置位置を6軸選定した。
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4. 水理模型実験実施
c）砂防施設の条件
(1) 模型取り入れ範囲
実験での砂防施設は、中規模噴火対応である覚生川
模型の上流端は、覚生川3号砂防堰堤、熊の沢川3号砂
3号遊砂地、覚生川1、2、3号砂防堰堤、熊の沢川1、2、
防堰堤の影響範囲（HWL+余裕高）から上流200mの位置
3号砂防堰堤の完成後とした。
とし、下流端は覚生川3号遊砂地下流から400ｍとした。
d）流木の供給条件
幅は、融雪型火山泥流の氾濫シミュレーション結果を参
発生流木量は、覚生川3号遊砂地上流から発生する
考に、最大氾濫範囲をカバーできる範囲とした（図 4）。
流木量を対象とし、計画規模の発生流木量：14,349m3、
中規模の発生流木量：6,800m3とした。使用する流木
長は、立木調査結果より15m、10m、5mの3種類、直径
は18cmとした。流木長の供給割合は立木調査結果と整
合させ、発生流木量を流木本数に換算し、計画規模で
53,223本、中規模で25,832本とした。
流木の供給場所は、模型範囲より上流で発生する
流木については模型の上流端から供給し、模型範囲内
で発生する流木については通水前に模型内に敷設した。
また、上流からの流木供給のタイミングは融雪型
火山泥流による流木発生を想定し、通水開始時から流
図 4 模型取り入れ範囲
量ピーク時とした。
e）流木捕捉工
(2) 実験条件
流木捕捉工は、6軸を検討し、無施設時、現況整備
a）模型縮尺
時の実験結果を踏まえ、設定することとした。
既往検討との比較等を考慮し模型縮尺は1/100とし
f）実験ケース
た。
実験は表 2に示す14ケースを実施した。
b）流量供給条件
表 2 実験ケース
実験で対象とする流量は、融雪型火山泥流（計画規
模及び中規模）のハイドログラフ（図 5）を対象とし
CASE
実験名
目的
泥流規模
砂防設備
た。供給地点は、覚生川上流、熊の沢川上流、中の沢
1 予備実施Ⅰ
計画規模
融雪型火山泥流のハイドロ作成
無施設
2 予備実験Ⅱ
中規模
川上流の計3箇所とし、泥流は清水に置き換えて実施
流出流木率
3
計画規模
した。
の検討
無施設時の流出流木率の検討
無施設
計画規模（現地換算値）

6000
5000

流量（m3/s）

5

流出流木率
の検討
現況実験Ⅰ

6

現況実験Ⅱ

7

現況実験Ⅲ

8

現況実験Ⅳ

9

現況実験Ⅴ

4

7000
全体流量
覚生川上流
熊の沢川
中の沢

4000
3000
2000

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

時間（s）

泥流捕捉効果検証

計画規模
中規模
計画規模
中規模

現況施設の流木捕捉効果の検討

計画規模

10 現況実験Ⅵ

計画規模

11 現況実験Ⅶ

計画規模

12 流木実験

1000

中規模

流木対策工案の効果検証と
改良案の検討

計画規模泥流に対する
改良案の効果検証
中規模泥流に対する
14 改良案実験Ⅱ
改良案の効果検証
13 改良案実験Ⅰ

5. 実験結果

覚生川3号遊砂地
覚生川砂防堰堤群

覚生川3号遊砂地
計画規模 覚生川砂防堰堤群
流木対策案
計画規模 覚生川3号遊砂地
覚生川砂防堰堤群
中規模 改良案

7000

中規模（現地換算値）

6000

覚生川

5000

流量（m3/s）

全体流量

熊の沢本川
中の沢

4000
3000
2000
1000
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

時間（s）

図 5 ハイドログラフ（上：計画規模、下：中規模）
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(1) 無施設時の流木流出率
a）無施設時の流木流出率
無施設時の流木の流下・堆積状況は、流木の供給
量の違いにより河道内での堆積量は異なるが、流木供
給量に関わらず河道の拡幅部や合流点近傍において流
木が堆積し、河道中央付近に位置している傾向がある。
また、流木が堆積する形状は、横断方向全体に広がっ
て河道閉塞するのではなく、河道内の一部に堆積・集
積し流木塊を形成している（写真 2）。

b）考察
発生流木量の割合と覚生川3号遊砂地地点からの流
木流出率の関係を図 6に示す。計画規模および中規模
の融雪型火山泥流とも、供給流木量が多いほど覚生川
3号遊砂地地点から流出する流木量が多い傾向である。
流木発生量は、河道幅の広い区間で多いため、この区
間から発生する流木の流出量が下流への流出流木量に
及ぼす影響が大きく、供給流木量の増加に伴い流木流
出量が多い傾向となったものと考えられる。
無施設時の流出流木率は、計画規模で発生流木量
の約10%、中規模では5%であった。

砂地から流出する流木量は、250m3程度であり、計画
規模で約2％、中規模で約3％であった。
供給流木量を変化させた条件での覚生川3号遊砂地
への流木流入量、覚生川3号遊砂地の流木捕捉量、覚
生川3号遊砂地からの流木流出量の関係を図 7に示す。
覚生川3号遊砂地からの流出流木量に着目すると供
給流木量が少なくなると流出流木量が多い傾向となっ
ている。しかし、覚生川3号遊砂地地点の流木量に着
目すると供給流木量の減少に伴い覚生川3号遊砂地へ
の流入流木量が減少する傾向にあり、覚生川3号遊砂
地と上流砂防堰堤群（覚生川1、2、3号堰堤および熊
の沢川1、2、3号堰堤）は流木の捕捉に対して、その
傾向は異なっている。

発生流木量 100％

写真 3 砂防堰堤直上の流木捕捉状況

供給流木量と3号遊砂地流入・捕捉・流出量の関係
3000

発生流木量 30％
流木量（m3）

写真 2 通水後の流木堆積状況（無施設時；CASE-3）
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供給流木量（発生流木量に対する割合）（％）
供給流木量（発生流木量に対する割合）（％）

3号遊砂地への流入量

3号遊砂地 流木捕捉量

3号遊砂地からの流出量

図 7 供給流木量と覚生川 3 号遊砂地への流入・流出量の関係

図 6 流木供給割合と流木流出率の関係（CASE-3,4）

(2) 現況整備時の流木捕捉効果
a）現況整備の砂防堰堤での流木の捕捉効果
現況整備時の実験では、砂防施設の上流部は、多
量の流木を捕捉していた（写真 3）。
計画規模の流木を供給した場合には、覚生川3号遊
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b）考察
覚生川 3 号遊砂地は幅 5m のスリットが 4 門設置
されている。スリット部の閉塞状況は、供給流木
量が 100%と 50%のケースでは、スリット部が 4 門と
も閉塞しているが、供給流木量 30%のケースでは、
スリット部が 1 門しか閉塞してなく、流木の流出は、
主にスリット部からであった。また、供給流木量
が 100％と 50％のケースでは、スリット部の閉塞は
100%のケースの方が早い段階で生じており、このス
リット部の閉塞の有無やタイミングが覚生川 3 号遊
砂地からの流出量に影響を及ぼしたものと推測さ
れる。
覚生川 1、2、3 号砂防堰堤は幅 1.7ｍのスリット
が 1 門、熊の沢川 1、2、3 号堰堤は幅 1m のスリッ
トが 1 門設置されている。各砂防堰堤のスリット部

は、供給流木量の大小と閉塞の有無に傾向が見ら
れなかった。これは、各砂防堰堤とも水通し幅に
対してスリット幅が狭いため、水通し部からの越
流が主流となり、スリット部へ到達する流木が少
なく、閉塞の有無にばらつきが生じたものと考え
られる。
また、図 8 に供給流木量（覚生川 1 号砂防堰堤
上流と熊の沢川１号砂防堰堤上流）と上流堰堤群
（覚生川 1、2、3 号砂防堰堤と熊の沢川 1、2、3 号
砂防堰堤）で捕捉した流木量の関係を示す。供給
流木量と捕捉する流木量の関係は、流木量の減少
に伴いその捕捉率も減少する傾向にあるが、捕捉
率は、85%～76％と 80%前後とさほど大きな変化はな
い。
実験時の流況より、上流砂防堰堤群からの流木
流出量は、上流からの流木量より変化することか
ら、その効果は、一定の効果量を有するものでは
なく、河道の調節率のような効果であり、施設効
果量としての定量的なものではないと推測される。
このように現況整備時の砂防施設は、覚生川 3 号
遊砂地と上流砂防堰堤群（覚生川 1、2、3 号堰堤、
熊の沢川 1、2、3 号堰堤）では、流木捕捉効果の傾
向が異なっている。つまり、覚生川 3 号遊砂地から
の流出流木量は、上流からの流木量とスリット部
の閉塞の関係によるものであり、その効果は不安
定なものであると考えられる。
また、上流砂防堰堤群は、上流からの流木に対
してある割合で流木を施設上流に堆積させる効果
はあるものの、その効果は流入量の 8 割程度を施設
上流に堆積させることができるが、下流への流出
量は流入量により変化する。
砂防堰堤や流木捕捉工は、施設として一定の効
果量の計画値をその機能として有しており、その
効果量を下回る流入土砂量や流木量の全てに対し
て効果を発揮（全てを捕捉）するものである。
これらのことより、現況整備時の砂防施設は、
流下する流木に対して施設上流に流木を堆積させ
る効果はあるものの、その効果は流入する流木の
条件により変化するため、不安定な効果であると
考えられる。このため、融雪型火山泥流発生時に
発生する流木に対する下流の安全性を高めるため
には、定量的な効果を発揮可能な流木対対策工を
設置する必要がある。
供給流木量と堰堤効果量（覚生川1,2,3号堰堤、熊の沢川1,2,3号堰堤）の関係
10000
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(3) 流木捕捉工による流木の捕捉効果
a）流木捕捉施設の配置方針
流木捕捉工の配置は検討した 6 軸と無施設時、
現況整備時での実験結果を踏まえ、以下のよう
な配置方針とした。
発生流木量を最大限捕捉し、覚生川 3 号遊砂地
に流入する流木量の安定を図るため、覚生川１
号砂防堰堤、熊の沢川１号砂防堰堤の下流地点
に設置する（図 9）。
b)流木捕捉工の諸元
流木捕捉工の高さは、覚生川１号堰堤下流で
11.0m、熊の沢川１号堰堤下流で 11.5m とした。
また、流木捕捉工の縦部材の間隔は、計画案と
して 7.5m、実験結果を踏まえて改良案として
4.0m とした。
覚生川

中の沢川

熊の沢川

流木捕捉工
図 9 流木捕捉工の位置

c）流木捕捉工の効果
流木捕捉工の部材間隔と捕捉量、覚生川3号遊砂
地からの流出流木量の関係を図 10に示す。
流入流木量に対する流木捕捉率は、部材間隔7.5m
（CASE12）で、覚生川39%、熊の沢川56%である。ま
た、部材間隔4.0m（CASE13）とした場合は、覚生川
92%、熊の沢川86%とり、部材間隔を狭くすることで
流木の捕捉率は大きく向上している。
覚生川3号遊砂地からの流木流出量は、部材間隔
7.5mのとき466m3、4.0mのとき396m3であり、それほど
大きな差はない。このときの覚生川3号遊砂地のス
リット部の閉塞状況は、部材間隔7.5mでは左岸側か
ら2門目と4門目のスリット部が閉塞しておらず、部
材間隔4.0mでは、左岸側から2門目のスリットが閉
塞していない状況であった。
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図 8 供給流木量と上流砂防堰堤群の流木捕捉効果の関係
図 10 流木流入量と覚生川3号遊砂地への流入・流出量の関係
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d）考察
流木捕捉工による流木捕捉の過程では、まず、
流木捕捉工の縦部材間が閉塞し、後続の流木を捕
捉している。流木捕捉工の縦部材間が閉塞するま
では、流木捕捉工の縦部材間から流出する流木が
多数存在している。しかし、縦部材間が閉塞後の
流木は、ほとんど捕捉されている。
流木捕捉工の捕捉率の違いは、縦部材間の閉塞
するタイミングによるところが大きいと考えられ
る。縦部材間が閉塞するまでに流出する流木は、
①縦部材間に接触せずに通過する、②1本の部材に
あたり流木が回転することで隣接する部材にあた
らずに流下するものが多かった。①、②の挙動は
部材間隔を7.5mから4mへ狭めた実験により現象の発
生が低くなることが確認できた。
また、覚生川3号遊砂地下流へ流出する流木量は、
覚生川１号砂防堰堤と熊の沢川１号砂防堰堤下流
の流木捕捉工の縦部材間隔を狭めて流木捕捉効果
を高めてもあまり変化がない。このことは、覚生
川3号遊砂地から覚生川1号流木捕捉工、熊の沢川1
号流木捕捉工間から発生する流木が流出するため
と考えられる。

6. おわりに
実験結果から、融雪型火山泥流発生時に想定さ
れる流木量に対する現況整備時の砂防施設による
流木の捕捉効果は、流入量により80％前後の流木流
出を調節する効果があることがわかった。しかし、
覚生川3号遊砂地は、スリット部等の施設形状が他
の砂防施設と異なることから流下する流木の流入
条件により流木に対する効果が変化することもわ
かった。
このため、覚生川3号遊砂地に流入する流木の条
件を安定化する必要があり、覚生川１号堰堤およ
び熊の沢川１号堰堤下流に縦部材間隔4mの流木捕捉
工を配置することで、上流から流出する流木に対
して高い捕捉効果を得ることができた。
しかし、計画の流木捕捉工から覚生川3号遊砂地
間で発生する流木により、覚生川3号遊砂地から下
流に流出する流木は多く存在するため、現在の計
画流木捕捉工だけでは、現況整備時における流木
対策は十分ではない。このため、覚生川3号遊砂地
下流へ流出する流木量を抑止・軽減するために覚
生川3号遊砂地下流等での流木対策の検討が今後の
課題であると考えられる。
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