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1. はじめに
平成28年10月24日に開催された「土石流・流木対

策の技術指針に関する講習会」では、417名の方の参加
をいただき誠にありがとうございました。

講習会の内、「『指針』に基づく計画・設計事例」にお
いては、仮想的な流域を対象とした計算事例をお示しす
ることで、砂防基本計画の策定及び土石流・流木対策施
設の設計について説明を行いました。基本的には、テキ
スト中に記載のある内容に沿って説明を行いましたが、
いくつかテキストに無い内容を用いて補足を行いました。

本稿は、平成28年3月に改定された砂防基本計画策
定指針（土石流・流木対策編）及び土石流・流木対策設
計技術指針の改定点をよりわかりやすく理解していただ
くことを期待し、講習会において補足的に説明を行った
2点についてご説明するものです。

2.   非越流部の安定計算はどの断面で実施する
必要があるか

土石流・流木対策設計技術指針においては、非越流部
において安定計算を実施するよう明示されるようになり
ました。それでは、安定計算を実施する際には、どの断
面を対象として安定計算を実施すれば良いのでしょうか。
指針では、安定計算を実施する位置として、以下の通り
記載されています。

「安定計算を実施する断面の位置としては、（ i ）〜（ ii ）
が考えられるが、その他、場の条件や堰堤の大きさ
等を勘案して、検討位置を設定する。
（i）袖小口の断面
（ii）土石流の水深と袖部の高さが一致する断面

袖小口の断面及び土石流の水深と袖部の高さが一致す
る断面は、例えば不透過型砂防堰堤では、図-1に示すよ
うな位置に該当します（土石流の水深、洪水の水深、袖
小口の位置関係が必ずしも図-1のようになるわけではあ
りません）。

非越流部の安定計算を実施する目的は、非越流部にか
かる設計外力に対し、越流部と同様の安定性を確保する
断面を決定することにあります。

非越流部の安定計算では、越流部の安定計算と同様

に、以下の3つの条件をもって安定性の評価を実施し
ます。
①  原則として、砂防堰堤の上流端に引張応力が生じない

よう、砂防堰堤の自重および外力の合力の作用線が底
部の中央1/3以内に入ること

②  砂防堰堤底と基礎地盤の間で滑動を起こさないこと
③  砂防堰堤内に生ずる最大応力が材料の許容応力を超え

ないこと。地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力以
内であること

非越流部の安定性は、断面形状や応力条件が場所によ
り異なるため、安定計算を実施する断面によりその結果
が異なります。

非越流部の安定性を確保するためには、最も条件が厳
しい断面で安定計算を実施することが望まれますが、具
体的にはどの断面が最も条件が厳しいのでしょうか。

ここでは、一般的な不透過型砂防堰堤を対象として、
安定条件②を対象として、断面位置を変えたときの安全
率の変化を試算した結果を図-2に示します。なお、安定
計算では以下の条件を使用しています（イメージを把握
していただくための概略的な計算ですので細かい設定条
件は省略します）。
● 堤高：10m
● 天端幅：3.0m
● 上下流のり勾配（堤体）：1：0.3
● 上下流のり勾配（袖部）：1：0

図-2に示されるように、今回の試算では以下の結果と
なりました。
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●   洪水時については、水通し部の断面における安全率が
最小となった。

●   土石流時については、土石流の水深と袖部の高さが一
致する断面における安全率が最小となった。

洪水時と土石流時で最小安全率となる断面が異なる理
由は、それぞれの設計外力の考え方が違うことで説明さ
れます。

○  洪水時において水通し部の断面における安全率が最小と
なった理由

堰堤高15m未満の堰堤においては、洪水時を対象と
したときに、①静水圧、②本体自重を外力として安定計
算を実施します。洪水時の水深は断面位置に関わらず一
定であることから、袖高が洪水時の水深を上回る範囲で
は、袖高が高い（＝本体自重が大きい）ほど滑動に対す
る安定性は向上することになります。また、袖高が洪水
時の水深を下回る範囲においても、コンクリートの比重
が水の比重より大きいため、同様の結果となります。

　
○  土石流時において水通し部の断面における安全率が最小

となった理由

堰堤高15m未満の堰堤においては、土石流時を対象
としたときに、①静水圧、②堆砂圧、③土石流流体力、
④本体自重、⑤土石流の重さを外力として安定計算を実
施します。（図-3）

土石流の水深が袖高より高い場合には、土石流流体力
が作用する位置は、堆砂面を下げて土石流の上面と袖高
が一致するように調整を行っています。そのため、土石
流の水深が袖高より高い場合（図-2において青色の破線
より左側）では、静水圧、堆砂圧が減少することになり、
水通しに近いほど安定する結果となります。

一方、土石流の水深が袖高より低い場合（図-2におい
て青色の破線より右側）においては、袖部の自重が増加
することにより水通しから離れるほど安定する結果とな
ります。

以上のように、今回例示した試算では、指針に示され
た、「（i）袖小口の断面」、「（ii）土石流の水深と袖部の高
さが一致する断面」を対象として安定計算を実施するこ
とで十分である結果となりました。

今回は試算として示していませんが、安定条件①であ
る転倒に対する安定性についても、袖高が高くなると鉛
直力のみが増加することから、横断距離が増加した場合
に安定性が向上すると考えられます。一方、安定条件③
である地盤の許容支持力に対する安定性については、袖
高が高くなると逆に安定性が低下すると考えられるの
で、異なる結果となることが想定されます。従って、非
越流部の安定計算を実施する断面は、例示したケースに
近い条件では、指針において具体的に示された断面を用
いることで十分であることが想定されますが、安定性が
最もシビアな結果となる安定条件が異なる場合や、堰堤
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の形状等が複雑な場合、堰堤高が15m以上となる場合
については、どの断面が安定条件が厳しくなるのかを検
討した上で、適宜断面を追加して評価することが必要
です。

3. 部分透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量について
砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説で

は、部分透過型砂防堰堤による計画捕捉流木量を以下の
式で表現しています。
＜透過型及び部分透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量＞

 …………………………………………  （1）
ここで、X：土石流・流木対策施設の計画捕捉量

（m3）、Xw1：本堰堤の計画捕捉流木量（m3）、Kw1：計画
捕捉量に対する流木容積率（計画捕捉量に占める計画流
木捕捉量の割合）です。

一方、不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量は以下の式
で表現しています。
＜不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量＞

 …………………………… （2-1）
 ……………………………………… （2-2）

ここで、Kw0：本堰堤に流入が想定される計画流出量に
対する流木容積率、 ：本堰堤からの流木の流出率

（0.5程度）です。

計画捕捉量に対する流木容積率にKw1ついては、部分
透過型砂防堰堤では、上限が設定されていない一方、不
透過型砂防堰堤においては捕捉事例が無い場合に2％と
してよいと指針に記載されています。

このように、部分透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰堤
では、流木に対する効果量が大きく異なることが想定さ
れますが、部分透過型砂防堰堤の流木効果量については、
留意点があります。砂防基本計画策定指針（土石流・流
木対策編）p.43には、以下の記載があります。「部分透
過型砂防堰堤の透過部の高さが低い場合、不透過部では
生じた湛水により流木を捕捉できない可能性がある。こ
のため、透過部の計画捕捉流木量と不透過部の計画堆積
流木量の合計が計画捕捉量を上回る場合、部分透過型砂
防堰堤が流木を捕捉・堆積させる量は透過部の捕捉量に
相当する値を上限とする。」

図-4は部分透過型砂防堰堤の計画堆積・捕捉流木量の
評価手法を示したもので、図-5は、部分透過型砂防堰堤
において、不透過部は不透過型砂防堰堤の考え方に準じ
た、透過部は透過型砂防堰堤の考え方に準じた計画堆
積・計画捕捉流木量の評価手法を示しています。

透過型砂防堰堤においては、「土石流中の土石または
流木を選択に捕捉することなく、同時に捕捉すると考え
られるため（砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策
編）p.43）」、図-4において示しているように、透過部・
不透過部を問わずに同時に捕捉することを想定しても、
図-5において示しているように不透過部は不透過型砂防
堰堤に倣って計画堆積流木量を想定しても、全体として
の効果量は同じになります。講習会テキストのp.3-8の
設計例において同様の評価を行った結果を表-1に示しま
すが、両方の手法では、計画堆積量に占める計画堆積流
木量の割合等の内訳は異なるものの、全体としての施設
効果量の総量は一致することがわかります。

上述の通り、一般的な条件においては部分透過型砂防
堰堤の効果量の考え方は、両方の手法で総量が等しくな
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りますが、例外もあります。透過型砂防堰堤では、先述
の通り土石と流木を選択しないで捕捉することを想定し
ていますが、物理的な流木容積率の上限は100％です。

指針に記載されているように、不透過部が非常に大きく
透過部が相対的に小さい砂防堰堤においては、不透過部
から流出する流木の全量が透過部の計画捕捉量を上回る
ことも想定されます。

そのため、透過部高さが十分にある部分透過型砂防堰
堤では、透過部と不透過部に分けた評価手法について確
認する必要はありませんが、透過部高さが低い部分透過
型砂防堰堤では不透過部、透過部に分けてそれぞれの効
果量の確認を行うことが必要となります。

4. おわりに
本稿は、講習会において補足した2点について説明を

行いました。
実際の土石流・流木対策計画の策定、土石流・流木対

策施設の設計において少しでも参考になる点があれば幸
いです。
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図-5　部分透過型砂防堰堤において、不透過部と透過部に
分けた計画堆積・計画捕捉流木量の評価手法

※ 1：不透過型砂防堰堤と同様の方法で、
計画堆積流木量を算出した場合
※ 2：「砂防基本計画策定指針（土石流・
流木対策編）」に基づき、部分透過型堰
堤の計画堆積流木量を算出した場合

（不透過型の方法は部分透過型砂防堰堤
において、不透過部と透過部に分けた計
画堆積・計画捕捉流木量の評価手法に該
当し、部分透過型の方法は部分透過型砂
防堰堤における計画堆積・計画捕捉流木
量の評価手法に該当する）
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項　目 記号
数　値

不透過型の方法※1 部分透過型の方法※2

計画流出土砂量（m3） Vd 2,950 2,950
計画流出流木量（m3） Vw 135 135
計画土石流発生（流出）抑制量（m3） Zd 450 450
計画流木発生抑制量（m3） Zw 0 0
計画堆積容量（m3） Y 517 517
本堰堤で流入が想定される計画流出量に対する流木容積率 Kw0 0.051 0.051
計画堆積量に対する流木容積率 Kw1 0.02 0.051
①式で求めた計画堆積流木量（m3） Yw1 13
②式で求めた計画堆積流木量（m3） Yw2 10
計画堆積流木量（Yw1 と Yw2 の小さい方）（m3） Yw 10
計画堆積流木量（Kw1 × Y） Yw 26
計画堆積土砂量（m3） Yd 507 491
計画捕捉容量（m3） X 2,611 2,611
計画捕捉量に対する流木容積率 Kw1 0.051 0.051
計画捕捉流木量（m3） Kw 125 109
計画捕捉土砂量（m3） Xd 2,486 2,502
土砂効果量（m3） 3,443 3,443
流木効果量（m3） 135 135

表-1　計画堆積流木量の試算事例（講習会テキストp.3-8より転載）




