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らせん流水路の開発

秋吉 康弘

宮崎大学農学部生産環境システム学講座

(2007年10月16日受理)

Development of the Spiral Flow Channel 

Yasuhiro AKIYOSHI 

Division of Agricultural Environmental Systems， Faculty of Agriculture， Miyazaki University 

Summary : When the open-channel route is selected， the chute method， in which the longitudinal profile 
and alignment of the channel are bent at sharp angles， shall be selected in the places where the land 

around the route is extremely narrow， small， precipitous， and crooked. When the chute has a rectangular 

section， it is possible that the running water overf1ows after the water dashes against the sidewall in the 

f1exion at a high speed and splashes upward. Therefore， the height of the side wall should be sufficiently 
high to prevent the splashing of the running water. Thus， a new hydrographic structure is developed in 

order to control the running water f10wing on the f1exion of the open channel. The side wall of the 

channel is built in a circular arc shape (210
0

)， and the fast inf10w into the f1exion is then changed into 

a spiral f10w along the circular arc wall. The feature of this spiral channel is to transform the vertical 

kinetic energy into rotating energy when the running water hits the side wall. Thus， in such cases， when 
the spiral channel is used， it is possible to control the running water by the open channel method for 

bending angles less than 900

• Further， the spiral channel can easi1y remove the impurities in the channel 

such as driftwood， earth， sand， etc. The construction cost can eventually be reduced by 30 % to 40 % 
from the cost of the rectangular section channel that has a higher side wall. 

Key words: Spiral Flow Channe1， Chute method， Circular arc wall， Construction cost reduction 

1.まえがき

今まで農耕地として活用されていた平地は， 近

年，住宅用地や工業用地として利用され，農耕地

は中山間地や山地の地域に押しやられている状況

である.よ って，元来，平地を対象として策定さ

れていた農業水利構造物の設計・計画の基準にお

いても ，急傾斜地の考え方を取り入れる必要性が

出てくると考える.

また，近年の社会情勢から環境をも加味した農

業水利構造物が望まれる ようになってきている.
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このような理由から，農林水産省においても中山

間地の環境を考慮した事業計画に重きが置かれる

ようになっている.

農業水利構造物の中の水路工には，用水路， 承

水路，集水路，排水路， 水路兼用道路，承水路を

側溝とする農道，流末工などがある.著者は，特

に地形が狭小・ 急峻かつ屈曲した場所における水

路工の流水制御の方法を開発 している(秋吉，

2000a;秋吉.2000c). 

九州管内各県からのアンケー トによれば、傾斜
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勾配が約1/15以下であれば通常の開水路や台形

水路が計画されるが，開水路の勾配が1/15~1/5 

程度になると，水路底に自然石を埋め込んで、，粗

度係数を高めたり，または高さ 0.1m程度の小段

を階段状に数多く作り，簡単な落差工を施工して，

流速を減勢したりしている.さらに， 1/5以上の

勾配になれば管水路が使用される傾向が見られる.

しかし， 管水路では，内部に流木や土砂の混入が

懸念され，これらの混入物の除去には一旦埋設し

た管体を再び掘り起こし除去する必要があり，維

持管理が非常に大変である.ま た，承水路や集水

路においては，特にこの現象は顕著に現れる.

我国の地形は狭小であり，前述のように中山間

地で農業の再生を考えなければならない現状では，

農業水利構造物の平地での計画・設計手法を改良

しなければならない.中山間地では農業水利施設

が施工されている地域も狭い部分が多く，山肌の

地形に沿って長方形断面水路を施工する場合など

が多い.そのように，水路が急傾斜で、屈曲する部

分では，流水は側壁に衝突して水路側壁を飛び出

し溢水し，水路崩壊の原因になる.従って，設計

基準では，放水路は長方形断面を原則とし，また，

その平面線形は直線が望ましく，現地の地形から

それが困難な場合も極力，湾曲の少ないものとす

る(農林水産省， 2000a) とされている.

そこで，著者は，急傾斜地に施工される水路が

わん曲する場合，流水は側壁に衝突して溢水する

現象を，長方形断面水路の側壁を円弧状側壁断面

に改良することにより 側壁に衝突して水路外に

飛び出す上向きのエネルギーをらせん流の回転エ

ネルギーに変換して，流水をスムーズに制御しよ

うとする新しい水路技術の開発を行った.この方

式では開水路方式であるために混入する流木や土

砂も簡単に除去することが可能となる構造物であ

る.

このようならせん流方式の水路技術の適用は，

山肌に沿った急傾斜で屈曲する水路や急流工，狭

小な地形に位置するため池やダムの洪水吐に適用

することが可能で、ある(秋吉ら， 2000b). さら

に，傾斜勾配が急になればなるほど，流況は射流

を呈し，らせん流水路に流入する流積が小さくな

りらせん流構造も小さくなって工事費の軽減にも

つながる新技術である.

現時点での施工実績は， Fig.1.に示す宮崎市

瓜生野のらせん流方式洪水吐， 農林水産省都城市

木乃川内ダム，長崎県小値賀島，宮崎県高城町，

宮崎市平野ため池の 5カ所では45
0

屈曲角度で，

福岡県甘木市の深堀ため池は屈曲角度65
0

で施工

が終了している.また，現在，山口県長門市のた

め池洪水吐 2ケ所は屈曲角度90
0

で現在施工中で

ある.

以上，開発したらせん流水路を適用すれば，従

来型の矩形水路を採用した場合に比べて工事費が

30%~40% もコスト縮減出来ることを確認してい

る.

Fig.1.らせん流方式洪水吐(宮崎市瓜生野)

Spillway using the Spiral Flow Channel 

n.実験装置および実験方法

実験では，上流水路と下流のらせん流水路を連

結したものであり，上・下流水路の勾配と連結の

屈曲角度を変化させながら実験を行った.

上流水路の勾配は1/2.5または1/3.5とし，それ

ぞれの勾配に対して下流水路の勾配を 1/2.5，1/5， 

1/10水平の 4段階に変化させて，それぞれの上

流水路勾配に対して上・下流水路の連結点の屈曲

角度を15
0

，30
0

， 45
0

， 65
0

， 90。の 5種類に変化

させて実験を行った.模型の縮尺は 1/20を想定

し，らせん流水路の直径は実寸法で1.0mとした.

流量は3.00m3/s， 2.25 m3/s， 1.50 m3/s， 0.75 m3/s 

の4段階とした.流況の測定は，タフトトレーサー

法と写真観測を用い，水深測定にはポイントゲー

ジを用いた.本報告では屈曲角度65。と90
0

の2つ

について実験状況を説明する.

Fig.2.は，屈曲角度65
0

の福岡県甘木市深堀た

め池の洪水吐を想定した模型実験装置の全体図で

ある.
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Fig.2.模型実験装置の全体図

Experimental equipment 

m.実験結果

1 .長方形水路とらせん流水路での流況比較

Fig.3.は，上・下流水路の屈曲角度65。におい

て，長方形水路を仮想し，屈曲部側面にまっすぐ

な板を置いて屈曲部での流況を示したものである.

水路が屈曲する連結部分にて流水はジャンプし，

溢水して，流水が水路から飛び出すことが認めら

れる.

Fig.3.矩形水路での流況 (3.0m3/s) 

Water surface profiles in the rectangular section 
channel 

一方， Fig.4.は， らせん流方式水路の状況写

真であるが，同じ屈曲角度にもかかわらず，全く

跳水のないスムーズな流水制御が出来ていること

が確認できる.

すなわち，長方形水路では， Fig.3.のように

溢水(ジャンプ)状況が発生する結果となるが，

らせん流水路を用いた場合には， Fig.4.のよう

なジャンプの無いスムーズな流水制御が可能とな

Fig.4.らせん流水路での流況 (3.0m3/s) 

Water surface profiles in the Spiral Flow Channel 

る.この技術が，らせん流水路の長所である.

2.急勾配水路の屈曲角度とらせん流水路の流況

屈曲角度が15
0

，30
0

と小さい場合は，流水は，

円弧状水路側壁の一方のみを突っ走る流況を示す.

しかし，屈曲角度が45
0

，65
0

， 90
0

の場合には，

左右の円弧状側壁水路を無限大の記号(∞)を呈

しながら流下し，上下運動の波動も生じない.従っ

て，従来のUSBRIII型減勢工のようなピアーやシ

ルとの衝突による減勢措置も不要で、，減勢工の末

端に静水用の低い堤高の副ダム形式程度を設置す

る簡単な構造で充分で、ある.

3.屈曲角度90
0

の場合

らせん流方式の水路が90
0
に屈曲する場合の実

験装置をFig.5.に示す.上流水路勾配は1/2.5，

下流水路勾配は O。の水平の場合である.

Fig.5.屈曲角度90。の場合の実験模型

Experimental equipment of 90
0 

of angle of bend. 
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1 )長方形水路の場合

従来の長方形水路内での流況を仮想するために，

まっすぐな板を上流水路から流下する位置に直角

に設置すると，流水はFig.6.のように90。の直角

な屈曲側壁面に衝突し 流水はジャンプして，明

らかに溢水することが認められる.

長方形水路においては，流水はFig.6.のよう

に約 6m以上の跳水を呈し 余裕高を考慮すると

約 7m~8mの垂直な側壁が必要となる.このよ

うな 7m~8mの垂直な側壁を施工することは，

工事費も掛かり，環境にも影響を与えて，計画施

工は非常に困難さを伴う .また，シルやピアーを

設置して減勢効果を上げる方法でも ，施工規模が

大きくなったり ，水路内の流況が乱れ， 整流に問

題を生じる.

従って，現状では，管水路を用いる事例が多い

が，管水路では，流木や土砂の混入の可能性が考

‘えられ，多大な維持管理費を要する点が問題とな

る.

Fig.6.矩形水路での流況 (3.0m3/s) 

Water surface profiles in the rectangular section 
channel (3.0 m3/s) 

2 )らせん流水路の場合

らせん流水路構造を適用すると Fig.7.のよう

に，全く溢水や飛沫の無いスムーズな流水制御が

可能になる. Fig.7.中の赤い毛糸は，タフトト

レーサー法で流況を可視化するためのもので，流

れは下流・下向き方向にスムーズに流れているこ

とを示している.

本らせん流方式は開水路構造であるために流木

や土砂の水路内混入に対しても容易に除去するこ

とが可能である.

Fig.7.らせん流水路の流況 (3.0m3/s) 

Water surface profiles in the Spiral Flow Channel 

W.施工について

急傾斜地における農業水利構造物を計画する場

合，従来のような平地での計画 ・施工することが

難しく，新しい技術の開発が望まれている現状で

ある.

このような意味で，本らせん流方式水路構造は，

従来のUSBRill減勢工(農林水産省， 2000b)に

比べて施工も簡単であり，工事費も30%~40 % 

ものコスト縮減を可能とするものである.

また，らせん流水路の曲面も~ 500 mm以下で、あ

れば，塩ピパイプをそのまま型枠兼円弧状側壁と

して利用可能であり，急傾斜地での型枠の運搬も

容易になると考える.円弧状側壁の直径が1.0m 

以上になればFig.8.のように非常に安価な足場

パイプやマンホールの内側の型枠をリースして利

用可能である.

Fig.8.円弧状部の型枠構造例

The mold form of the circular arc wall 
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V. Sせん流水路の告諸元の決定方法

らせん流水路構造の設計方法について実験結果

とともに報告する.

1.らせん流水路円弧状側壁の直径算出方法

らせん流水路円弧状側壁の直径を決定する方法

としては，上流側の水路末端での流水を一旦らせ

ん流水路の円弧状側壁内に全量流入させなければ

ならない.

よって，円弧状側壁の直径は上流部水路末端部

での流水の流積(水路幅BX水深H)がFig.9.に

示す円弧状側壁の断面積(斜線部分)内に流入す

るものとして，

(上流側水路末端部での流水の流積)壬

(らせん流水路円弧状側壁の断面積)

の関係を満足させなければならない.具体的には，

下記の式(1)を満足させることが必要である.

従って，上流の水路が急勾配であればあるほど

流れは射流状態を呈するために上流側水路末端で

の流積は小さくなり，円弧状側壁の直径はそれだ

け小さくてすむことになる.

Fig.9.円弧状側壁

Circular arc wall 

πo2 
，. 210

0 

HxB=<一一一×一ーでマ
4 "360u 

H:上流側水路末端部水深(m)
B 上流側水路末端部幅(m)

φ:らせん流方式水路円弧直径(m)

2.上流水路末端部の流積の算出方法

=b 

(1) 

上流水路末端部における流積の算出方法は，上

流側水路を流下する流水の水面追跡から求めるこ

とができる.急傾斜水路における水路勾配はおよ

そ1/5以上を呈していることが通常であり，水面

形はフルード数Fr>lの射流を呈すると考えられ

るので，流れは上流水路の上流断面部分によって

支配される.

そこで，最上流端の始点水深となる限界水深

久は式(2)で求められる.

hc = [叫す
gb2 

g 重力の加速度(m/s2
) 

b 水路幅(m)

α:係数

Q:流量(m3/s)

(2) 

さらに，上流水路の最上流端で限界水深んが

生じるものとして，これを始点水深として下流に

向かつて， (3)， (4)式によるベルヌーイの定理か

らの不等流計算を行う.

Q2 aQ2 
iJ! + YI十二三?= Y2+ー竺て+h， (3) 

2gA~ 2gA; 

rl n2Q2. 1 1 n2Q2 . n2Q2 1. 
YI = I ^ -4-_  ax = τ|一で+一で IX.e

~ v R3A~ “ l R，τA~ R23A; J 

(4) 

上流側断面の水深 YIが分かっているとき，下

流断面の水深山を仮定し，仮定した Y2より A2， 

R2を用いて，式(4)から求められた Y2が仮定し

たY2と一致するまで計算を繰り返す.

. .αQ< I 1 1 I 
Y2 = y，十z.e十三五-，王子-A; I 

n望|一」一+ 1. I xi 
“ I A~R τ A~R τ| 

y， :上流断面の水深(m)

Y2 :下流断面の水深(m)

1 水路勾配

p. 区間長(m)

A，:上流側の断面積 (m2
)

A2 :上流側の断面積 (m2
)

R，:上流側水路断面の径深(m)

R2 :下流側水路断面の径深(m)

n 粗度係数

(5) 
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3. らせん流水路幅の決定方法

実験を行った流量と水路幅の関係を整理した結

果， Fig.10.のようなほぼ直線的関係が得られた.

この実験結果を実験式化すると，式(6)が得られ，

おおよその流量と水路幅との関係が求められる.

3 

2.5 

-5 2 

喜一
耗'

0.5 

0 

o 5 10 15 20 25 30 

流量(m
3
/s)

Fig.lO.流量と水路幅の関係

Relation between discharge and channel width 

b = 0.071 x Q+O. 723 (6) 

b 水路底幅(m)

Q:計画流量(m3/s)

らせん流水路の円弧状側壁の直径や水路幅は，

前述の方法に基づいて決定するのであるが，実験

結果によれば，円弧状側壁の断面積が上流側水路

末端部の流積よりやや大きめの断面積になるよう

に直径を決定すれば良いことが実験的に明らかと

なった.また，水路幅と水路円弧状側壁直径とを

同一にする方が，らせん流水路内での飛沫が生じ

ないことが実験的に認められた.この水路幅と円

弧状側壁の直径が等しい関係は，らせん流水路を

設計する上で非常に便利なものとなる.

4. らせん流水路の水路延長決定

らせん流の水路を流下する水流は，左右の側壁

を這うような流況となり 多量の気泡が混入する

ために，現状ではらせん流水路の延長を求めるた

めの水理計算方法が確立されていない.ただし，

気泡が無く，流量が小さい場合にはシミュレーショ

ンが可能である.

しかし，いままでの実験結果から式(1)， (6)を

満足するならば，らせん流水路長は， 12 m~13 m 

程度あれば良いことが実験から明らかとなってい

る.また，下流水路勾配が水平から勾配が大きく

なるにしたがって，らせん流水路長は長くする必

要がある.たとえば， 1/2.5のとき約 15m程度の

水路長が必要である.

5. らせん流水路の下流長と副ダムの高さについて

らせん流水路の場合， USBRill型減勢工(農林

水産省， 2000b)のように上下運動の波動が生じ

ないために，従来のようなシルやピア一等の減勢

装置は必要としない.

なお，流れが無限大の記号(∞)のような波の

形状を呈するために，流量が約15m3/s程度以下

であれば， らせん流水路末端より 10mまでの地

点に高さ約1.0m程度の副ダム形式の減勢工を設

置すれば十分であると考えられる.

6.屈曲連結部の曲率半径について

上流側水路とらせん流水路との連結部は，実験

結果にもとづくと，らせん流方式水路底幅の約 2

倍の曲率半径で連結すればよいことが明らかとなっ

た.

例えば，屈曲角度45
0

の時，水路幅b=1.0ml幅

の場合，縦断方向には曲率半径2.0m，横断方向

にはらせん流方式水路円弧直径の1.0mで、緩やか

な曲線を描くことが必要である.このように曲線

的に連結する構造とすると，流水をスムーズに流

下させることができる.

特に，らせん流水路の施工にあたっては，上流

側水路の垂直な側壁と下流側水路側壁の曲線との

連結部の接続を曲線的に滑らかに連結させること

が，本構造物の一番の施工上重要な点である.

VI.あとがき

らせん流水路の開発は，開水路方式で屈曲角度

90
0

まで溢水させること無く，流水制御をするこ

とが出来ることを可能とした.従って，らせん流

水路を利用することにより集水路から排水路への

接続，山肌に沿って施工される急流工や承水路と

集水路との連結部，地形の狭い我が国のため池で

の洪水吐等にも計画・施工が可能である.

現在，らせん流水路を水資源開発である渓流取

水工，減勢工，分水工，頭首工等について適用す

る研究開発を進めている.

以上のように新しい技術の開発は，“ものの考

え方"を，固定概念に頼ることなく原点から考え，

基本に戻って研究をすることが必要であると考え
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る.すなわち，お金を掛けることなく，なるべく

自然の力を利用して，水は水で， 土は土で制御す

るなど，その対象物の性質を根本的に究明しなが

ら考えることが重要で、あると考える.常に現場を

見ながら，問題点を捜し，研究室や実験室で解決

策を究明することが我々の研究と考える.

要旨

開水路の路線選定を行う場合，路線の周囲の地

形が狭小，急峻かつ屈曲した場所では，水路の縦

断・平面線形を鋭角に屈折させた急流工方式を採

用しなければならない.急流工が長方形断面の場

合，流れが屈曲部の側壁に高速で、衝突して上方へ

飛散し，流水が水路外へ飛び出す可能性があり，

流水の飛散を防止するために側壁高を高くしなけ

ればならない.そこで，開水路の屈曲点において

も，流水制御が可能となるように，水路の側壁を

円弧状 (2100

)に設定して，屈曲部に流入する高

速流が円弧壁に沿ったらせん流に移行して，流下

する水路構造を新たに開発した.このらせん流水

路は，側壁に衝突して生じる上向きのエネルギー

を回転エネルギーに変換することに特徴がある.

現在は，らせん流水路を用いれば，屈曲角度900

まで、開水路方式で、流水制御することが可能である.

また， らせん流水路は，流木や土砂等の水路内混

入物も容易に除去することができ，工事費は側壁

高を高くした長方形断面水路よりも 30%~40 % 

もの軽減が可能である.

キーワード:らせん流水路，急流工，円弧状側

壁，工事費縮減
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