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企画部
国内外の砂防に関する情報を収集整理し、社会のニー

ズを捉え、求められている砂防技術を皆様の現場にいち
早くお届けできるよう、努めています。

公益事業の一環として研究開発助成事業を行っていま
す。これは、大学・高等専門学校等の研究者による砂
防・地すべり・がけ崩れ対策に関する技術開発・調査研
究に対し助成を行うものです。短期的、中長期的な視点
から砂防関係技術の発展に資する成果をいただいてい
ます。

また、国土交通省をはじめ、内閣府など国のいろいろ
な機関と調整を進めながら、STC全体に関わる業務を受
託、共同研究しています。30年度は、「UAV等を用いた
砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術」（国土交通省、
STC）、「災害状況即時把握及び危険度予測のためのリ
モートセンシング利活用システムおよびデータ一元化・
共有システムの開発」（内閣府、総務省、文部科学省、
国土交通省、東京大学、鹿児島大学、STC）に着手しま

した。今後数年をかけて技術開発を進めます。
企画部ではまた、砂防ソイルセメント、鋼製砂防構造

物等のガイドラインの発行や、各年度の「土砂災害の実
態」の編集・発行、機関誌「sabo」の編集・発行を
行っています。

さらに、最新の砂防技術を紹介する講演会・講習会の
開催、海外からの研修生への指導（JICAからの受託）、
国際会議の開催支援など、国内外への砂防技術の普及に
努めています。

現在、砂防構造物・数値解析プログラムに関する特許
を、出願中の1件を含めて22件保有しており、業務提
案や技術指導を通して、皆様の現場にお届けしています

（表-1）。
平成13年から実施している「建設技術審査証明事業

（砂防技術）」におきましては、これまでに32件の砂防
技術に対して審査証明書を発行しました（表-2）。この
事業の主な目的は「新技術の普及を図る」ことです。な
お、平成13年以前に開発された技術については、STC
の「技術検討サービス」により、鋼製砂防構造物の「構
造・機能・型式」を承認していました。これらの証明の

表-1　特許一覧

区分 件名 番号 出願日 共同出願人

特許登録

複合補強度工法に使用するグラウンドアンカーの突出
防止構造 第4127335号 平成11年1月21日 シバタ工業（株）

ダムユニット及びスリットダム 第3669209号 平成11年6月17日 日鐵住金建材（株）
雨量強度検出装置 第3459410号 平成13年1月30日 （株）拓和
貫入試験器 第3969521号 平成13年7月31日 ジオグリーンテック（株）
透過型砂防堰堤およびその製造方法 第3824930号 平成13年12月26日 （株）神戸製鋼所
透過型砂防堰堤 第4047030号 平成14年3月13日 日鐵住金建材（株）
土石流災害の氾濫解析システム（New-SASS） 第3960425号 平成15年2月14日 −
土砂捕捉用砂防堰堤 第4393421号 平成17年5月23日 −
ヘリコプタ設置による計測システム 第4884817号 平成18年3月31日 朝日航洋（株）
避難勧告判断システム

（前兆現象による土砂災害の発生危険度を評価した避難
勧告判断支援システム）

第5033439号 平成19年2月15日 −

透過型砂防堰堤 第4229968号 平成19年4月16日 日鐵住金建材（株）
土砂捕捉構造物および砂防堰堤 第4912348号 平成20年3月31日 JFE建材（株）
鋼製スリットダムとその補修方法 第5161648号 平成20年5月7日 日鐵住金建材（株）
土石流の数値シミュレーション手法の開発 第6313584号 平成25年12月9日 −

特許出願中 流木物捕捉構造体 2017-219632 平成29年11月15日 シバタ工業（株）

意匠登録
砂防えん堤用枠体 第1342804号 平成20年4月28日 JFE建材（株）
鋼製砂防ダム 第1358865号 平成20年5月15日 日鐵住金建材（株）

プログラム
著作権登録

三宅島土砂氾濫解析プログラム P第7575号-1 平成14年6月14日 −
2D河床変動解析プログラム P第7733号-1 平成14年10月21日 （株）計算力学研究センター
2D土石流変動解析プログラム P第7734号-1 平成14年10月21日 （株）計算力学研究センター
New-SASS溶岩流 P第8103号-1 平成15年9月19日 （株）計算力学研究センター
New-SASS火砕流 P第8399号-1 平成16年9月24日 （株）計算力学研究センター

新年度へ向けて
（一財）砂防・地すべり技術センター 技 術 紹 介
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有効期限とは「申請企業とともにSTCもその技術普及を
図る期間」という意味であり、期間終了が当該技術その
ものの有効性を否定するものではありません。

なお、「流木対策」「鋼製砂防構造物」「砂防ソイルセ

番号 技術名称 取得会社 有効期限
1 SHS永久アンカー工法 建設基礎エンジニアリング（株） 期限終了

2 LUC−SBウォール工法
（株）インバックス 
共和コンクリート工業（株） 
日鐵建材工業（株）

期限終了

3 リングネット落石吸収柵工法（高エネルギー吸収タイプ落石防護柵） 東亜グラウト工業（株） 期限終了

4 ST集排水工法

（株）興和 
東邦地下工機（株） 

（株）日さく 
日特建設（株） 
日本基礎技術（株） 
ライト工業（株）

期限終了

5 中空コンクリートブロック中詰緑化えん堤 （株）ポカラ 
（株）リタ総合企画 期限終了

6 横ビーム式HBO型堰堤 共生機構（株） 
（株）アミーソリューションズ 期限終了

7 地すべり抑止用遠心力鋳鋼管杭のメカニカル継手（リング継手） （株）クボタ 期限終了
8 J−スリットえん堤 JFE建材（株） 期限終了
9 流木捕捉工　D-スリット JFE建材（株） 期限終了

10 鋼製スリットえん堤T型 日鐵住金建材（株） 期限終了

11 ロービングウォール工法
（法面保護タイプ及び擁壁タイプ：長繊維混入補強土一体緑化工法） ライト工業（株） 平成30年9月21日

12 BSBブロック砂防えん堤工法（INSEM材使用） 丸高コンクリート工業（株） 平成30年9月22日

13 スパイラル補強高耐力永久アンカー
（Mighty MCアンカー：荷重分散型）

鹿島建設（株） 
ケミカルグラウト（株） 
ジャパンライフ（株） 
鈴木金属工業（株） 
弘和産業（株） 
丸高コンクリート工業（株）

平成31 年4月9日

14 SEEEグラウンドアンカー工法（タイブルアンカー A型、U型、M型） （株）エスイー 平成31 年8月9日
15 地すべり抑止鋼管杭用ねじ継手（副題：JFEネジール） JFEスチール（株） 平成31年12月6日

16 KTB・荷重分散型永久アンカー工法 黒沢建設（株） 
（株）ケーティービー 平成31年12月23日

17 SSL永久アンカー工法（拡孔支圧型永久アンカー工法） 国土防災技術（株） 
サンスイ・ナビコ（株） 平成32年1月4日

18 INSEM−SBウォール工法
（株）インバックス 
共和コンクリート工業（株） 
日鐵住金建材（株）

平成32年2月21日

19 INSEM−ダブルウォール（DW）工法 共生機構（株） 平成32年2月21日
20 パワーネット工法（高強度ネット斜面安定工） 東亜グラウト工業（株） 平成32年2月26日

21 スパイラル補強圧縮型永久アンカー
（Super MCアンカー：荷重分散型）

ケミカルグラウト（株） 
新技術工営（株） 
東亜グラウト工業（株） 
東興ジオテック（株） 
日特建設（株） 
日本基礎技術（株） 
アズマ原総業（株） 
ライト工業（株） 

（株）ニチボー

平成32年3月27日

22 JSウォール堰堤工法（INSEMタイプ） JFE建材（株） 平成33年6月29日
23 砂防堰堤ウォール工法 丸高コンクリート工業（株） 平成33年9月12日
24 インパクトバリア工法（柔構造斜面崩壊対策待受け工） 東亜グラウト工業（株） 平成33年9月21日

25 VSL永久アンカ−工法（SP型）
（コルゲ−トシ−スタイプ）

ブイ・エス・エル・ジャパン（株） 
日本基礎技術（株） 
三信建設工業（株）
東洋テクノ（株） 
日特建設（株） 
ライト工業（株） 
成和リニューアルワークス（株）

平成34年2月17日

26 くさび型アンカー工法 （株）日西テクノプラン 平成34年5月15日
27 流木捕捉ネット工法（ケーカンネット） シバタ工業株式会社 平成34年5月30日

28 SSL−CE型永久アンカー工法
（周面摩擦先端圧縮型永久アンカー工法）

国土防災技術（株） 
日特建設（株） 
ライト工業（株） 
サンスイエンジニアリング（株）

平成34年9月16日

29 CBBO型砂防えん堤（CBBO型・HBBO+型） 共生機構（株） 平成34年10月28日
30 砂防堰堤補強アンカー工法 （株）エスイー 平成35年2月12日

31 Fixrグラウンドアンカー工法
国土防災技術（株） 
合同会社北谷中村 
旭建設（株） 
サンスイ・ナビコ（株）

平成35年4月26日

32 小規模渓流対策工　JDフェンス（土石流フェンス） JFE建材（株） 平成35年10月11日

表-2　平成13年1月以降の「建設技術審査証明事業」により、審査証明書を発行した技術（平成30年11月末現在）

メント」「火山防災対策」「地すべりに関すること」「指針
やガイドラインに記載がない」ことでお困りのことがあ
りましたら、企画部が窓口となって承りますので、いつ
でもお気軽にお問い合わせください。
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砂防部
業務を効率的に実施するためのちょっとした工夫

砂防部では砂防基本計画に基づき施設配置計画を検討
する業務を一定の割合で毎年受託しています。それら業
務では、近年、一次元河床変動計算や2次元土砂氾濫計
算等の数値計算手法を活用して計画する砂防施設の土砂
流出抑制効果を検討しています。

砂防施設を配置した場合の施設効果を検討する手順を
図-1に示しました。

図-1に示すように、①の河道モデル作成には計算を行
う渓流区間の上下流方向の勾配の変化などを表現する縦
断形状と川幅など変化を表現する横断形状を決める必要
があります。多くの場合、上下流方向の作成区間は数
10kmに達します。さらに、その区間内の横断面は概ね
100m間隔で作成するため、断面数は10kmであれば
100断面、50kmであれば、500断面となります。こ
の500断面の「河道断面作成」が大変な作業となってい
ます。

さらに計算を行うには、いろいろな計算条件を決める必
要があります。②の計算条件の決定では、計算に用いる

時間毎に変化する流量（ハイドログラフ）や流れる土砂の
礫の大きさ（粒径）やその構成割合（粒度分布）を決定
する必要があります。流れる土砂の粒度分布や河床に存
在している礫の粒度分布は、計算する箇所毎に異なるの
で、その場に合った「粒度分布の設定」が求められます。

膨大な数の河道断面の作成、計算区間に応じた粒度分
布を設定し、③砂防施設がない条件で計算を行い、その
後、④砂防施設をモデルに反映して、さらに⑤計算を行
い、③の結果と⑤の結果を比較検討して、砂防施設の効
果を検討します。

ここでは、膨大な数の河道断面を比較的簡易に作成す
る工夫と河床材料の粒度分布を簡易に把握するために工
夫の2点を紹介します。

河道断面作成
図-2に示したように、計算では河道断面を簡略化して

用います。図-2は河道断面の台形近似です。この図に示
すように、どこまでが川幅で、どこからが渓岸なのか、
またその勾配を1断面毎、整理しなければ断面は作成で
きません。従前は、エクセル上でLP測量成果から得られ
た河道断面に、任意の数値を入れた直線をグラフ化する
などして、川幅と両岸の斜面勾配を算出していました。

ちょっとした工夫！！
ゲームのコントローラーを用いて台形

近似形状を調節できるマクロを作成しま
した。その結果、作業効率が数段に向上
し、しかも肩こりが・・・・（写真-1が作
業風景）。

河床材料の粒度分布
河床変動計算に用いる河床材料や流入

土砂の粒度分布は、現地で計測された粒
度分布資料を用いて設定します。つまり、
必ず渓流や山腹で土砂を採取し、その粒
径構成や割合を調査する必要があるので
す。JIS規格にも調査の方法が規定されて
います。図-3は現地で土砂を採取し、ふ
るい分け試験を行って作成した「粒径加
積曲線」です。

ちょっとした工夫！！
写真を用いた画像解析で粒度分布を把

握します。過去に近傍で粒度分布の調査
が行われていれば、その結果を用いる方
が、新しく土砂を採取して計測するより
は、時間と手間が省けます。この技術は
河川分野では既に多くの方々で行われて
いて、数多くの報告もありますので、図-2　河道断面の模式図

図-1　数値計算を用いた砂防施設の効果検討の流れ
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簡単に説明します。UAV等によ
り上空から河床材料の写真を撮影
します。撮影した写真を解析ソフ
ト（BASEGRAIN等のフリーウ
エアがあります）で分析して粒径
加積曲線を描きます。

さらにちょっとした工夫！！
UAVでは機材の持ち込み、撮

影準備に時間がかかります。ま
た、一定の撮影高度を必要とする
こと、飛行制限区域等がありま
す。もっと簡単に上空から河床材
料を撮影するには？写真-2に示す
状況がその答えです。そうです！
自撮り棒です。この自撮り棒は延
長7.5mあります。これで河床を
撮影するのです（写真-3、4）。

以上、業務効率のためのちょっ
とした工夫を紹介しました。

写真-1　 ゲーム機のコントローラーを用いた断面作成風景

図-3　粒径加積曲線写真-2　長大自撮り棒による河床面の撮影風景

写真-3 自撮り棒を使わなかった場合の撮影事例
写真-4　長大自撮り棒による撮影事例

真上より広範囲が撮影可能
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総合防災部
−保有技術と今後の取り組みについて−

総合防災部では主として火山砂防計画や火山噴火緊急
減災対策砂防計画などに関連した様々な調査研究・技術
開発を行っています。ここではその一部を紹介します。

1．リアルタイムハザードマップ（RTHM）
STCでは、これまで実施してきたほぼ全国の火山防災

マップやプレアナルシス型のハザードマップ作成の際の
地形データや計算条件等に関するデータベースを蓄積し
ています。また、国土交通省のRTHMシステムに組み込
まれているシミュレーションプログラム（高速化された
J-SASプログラム）を開発している技術を活用して、迅
速にハザードマップを作成することが可能です。さらに
国土交通省のRTHMシステムと同等な計算結果が得られ
るシステムを整備中です。

これらシステムでは、地形データからキネマティック
ウェーブによる流出解析手法により土石流ハイドログラフ
を作成するツールや、砂防施設の効果等をより適切に評価
するためのシミュレーションプログラム（New-sass）を
組み込んだRTHMシステムについて開発を進めています。

また、Webカメラやインターバルカメラによる降灰堆
積斜面の定点観測を実施し、土石流に関与する降灰量の
算定方法や溶岩流の計算に必要となる溶岩噴出レートの
計測手法等についても調査・研究を行っています。

2．降灰後の土石流発生
火山噴火により火山灰等が堆積すると、少ない雨量で

も土石流が頻発することが知られています。土砂災害防
止法では、国が緊急調査を実施し、土砂災害緊急情報と
して「重大な土砂災害が想定される区域」と「重大な土
砂災害が想定される時期」を都道府県知事および市町村
長に提供することとなっています。

STCでは、土砂災害防止法による「重大な土砂災害が
想定される時期」の高度化を図るため、火山灰等の特性

（密度や粒径、層厚等）の違いに着目して、降雨規模や
保全対象への被害を考慮した雨量基準の設定方法につい
て継続的に調査・研究を行っています。今後はこれらの

一般化に向け、さ
らにデ ー タを 蓄
積・分析を行うと
ともに、降水短時
間予報等と組み合
わせることで被害
発生時期の予測に
ついても検討を行
う予定です。

3．火山防災訓練
STCでは火山噴火緊急減災対策砂防計画の実行性を高

め、火山防災対応全体との連携を図ることなどを目的と
して、火山防災訓練を十勝岳、樽前山、浅間山、富士
山、焼岳、霧島山、桜島など様々な火山で実施していま
す。とくに、浅間山、十勝岳、樽前山では継続的にロー
ルプレイ形式やDIG形式での訓練を実施しており、様々
な噴火シナリオや参加機関に応じた訓練シナリオを準備
しています。最近のDIG訓練では緊急減災対策の施工会
社も含めた、より実践的な訓練も実施しています。さら
には、訓練に用いるメールシステムとして、インター
ネット環境の無い訓練会場でも使用可能なシステムを開
発し、実際の対応さながらの情報連絡を行えることに加
え、訓練後、情報のやりとりの分析が容易にできるシス
テムを開発しています。

4．UAVを用いた詳細な土砂移動状況の把握
STCではUAVを用いたLP計測技術についても開発

（中日本航空との共同研究）しています。UAVによるLP
計測は、通常の有人機によるレーザー計測に比較し、よ
り高密度で高精度な計測が行えるため、これまでのLP
計測ではわからなかったリル・ガリ侵食等の小規模な土
砂移動状況を把握することが可能となります。そのため、
火山噴火後の降灰の流出状況や大規模土砂移動後の不安
定土砂の侵食状況の詳細把握等への適用を検討してい
ます。

5．緊急ハード対策
火山噴火緊急減災対策砂防計画の緊急ハード対策とし

て、主として時間的制約などから大型土のうによる導流
堤などが提案されるケースが多く見られますが、土石流
等に対する安全性は必ずしも十分ではありません。この
ため、STCでは緊急的に短期間で配備できる緊急ハード
対策工に関する研究・開発を行っています。

これらに加え、全国の火山噴火緊急減災対策砂防計画
に基づく実効性の高い緊急ハード対策の実施計画を検討
しています。火山活動や噴火警戒レベルに対応した緊急
ハード対策実施手順や警戒が必要な範囲に対応した緊急
ハード対策の優先度や無人化施工計画等を検討し、より
実践的な対応が可能な計画としてとりまとめを行ってい
ます。

6．火山噴火対策の事業評価手法
火山噴火を対象とした砂防事業の評価では、火山噴火

により発生する土砂移動現象の発生確率を見積もること
が重要です。しかし火山噴火現象は溶岩流や降灰など多
岐にわたる上、降雨や積雪量などにより発生する土砂移
動現象の規模や確率が異なります。

そのためSTCでは噴火確率と降雨確率を考慮したB ／
図-1　 UAVを用いたLP計測システム

（TOKI）の構成

計測システム
・スキャナ
・IMU
・制御装置 

GNSSアンテナ
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Cの算出方法について研究を進めており、各火山の噴火
履歴や、発生した現象・規模各々の頻度から噴火確率を
算出する方法や、また1回の豪雨だけでなく数年間継続

する降雨パターンを対象にして規模と発生確率を算出す
る方法を、富士山をはじめとする火山砂防事業の再評価
において提案しています。

斜面保全部
斜面保全部の業務の多くは国土交通省や都道府県から

の受託業務です。これらの業務の内容は総じて地すべり
機構の解明や安全率の変化を評価したり、対策工の計画
を立案することです。その一方で、共同研究や自主研究
といった枠組みも有しており、受託業務とは別に、調
査・研究的な課題にも取り組んでいます。以下にそれら
の成果から、実務に役立てられている特に2つの技術を
紹介します。

（1）SH型貫入試験機
この試験機は、平成13年に当センターが共同研究で開

発した貫入試験機（吉松ら（2002））1）で、ハンマーを
3kgに軽量化したことから、従来型の簡易貫入試験機に
比べて、柔らかい土層状況に対する分解能が高まったこ
と、一打撃ごとに貫入深を測定・図化するため土層状況
を詳細に把握できること、等の利点があります（表土層
調査技術研究会（2015））2）。当センターがこの貫入試
験機を用いて平成18年7月に長野県岡谷市で発生した土

石流の源頭部崩壊斜面の土層構造を調査した結果（綱木
（2007））3）によれば、従来、表層よりⅠ〜Ⅳ層に分類
することが提案されていた土層のうちのⅡ層について、
当地では、得られたNc値からⅡ1及びⅡ2層に区分され、
表層崩壊のすべり面はⅡ1層内部あるいはⅡ1層とⅡ2層
の境界部に形成されていることが明らかとなりました

（図-1）。分解能が高まったことの結果と考えられます。
また、近年では平成27年に「SH型貫入試験　技術・

調査基準　同解説」（表土層調査技術研究会（2015））2）

が整備され、さらに平成30年には（一社）全国地質調
査業協会連合会の標準歩掛（（一社）全国地質調査業協
会連合会（2018））4）に掲載されるなど、現場で使用
される頻度が非常に高まっています。

（2）地震時の斜面安定度の評価手法
我が国では地震による斜面災害が相次いで発生してい

ます。直近では平成30年9月の北海道胆振東部地震で
41名が犠牲となり、そのうち36名の方々が土砂災害で
亡くなっています。地震が斜面安定に及ぼす影響を評価
するため、当センターでは自主研究を実施し、数値解析
による地震地すべりの安定度評価手法を提案しています

（（一財）砂防・地すべり技術センター（2015））5）。そ
して、地震時の斜面安定度の評価を、① 地震時の地すべ
り等の解析モデルの検討、② 地震時の斜面の安定度評
価、③ 対策工の効果予測・効果評価、の三段階に分けて
評価することにしています。

例えば、図-2は、阿賀川右岸部に位置する滝坂地す
べり地周辺の広域的な三次元地震応答解析を実施し
た結果（山下ら（2014））6）で、ある地震波形を与え
た場合の最大水平加速度分布を示しています。このよう
な結果に基づいてさらに詳細に地震時の地すべり斜面の
安定度を検討することになります。

引用文献
1）�吉松弘行・川満一史・瀬尾克美・長谷川秀三・村中重仁：斜面の
表層構造調査用の簡易貫入試験機について、平成14年度砂防学
会研究発表概要集、2002

2）�表土層調査技術研究会：SH型貫入試験　技術・調査基準　同解
説、2015

3）�綱木亮介：SH型貫入試験を用いた崩壊発生斜面の地盤特性に関
する研究、砂防地すべり技術研究成果報告会発表論文集、（財）
砂防・地すべり技術センター、2007

4）�（一社）全国地質調査業協会連合会：全国標準積算資料、土質調
査・地質調査、平成30年度改訂歩掛版、2018

5）�（一財）砂防・地すべり技術センター：数値解析を用いた地震時
の斜面安定度の評価手法（案）、2015

6）�山下裕之・相楽渉・佐藤直行・丸山準・山路広明・青木剛：滝坂
地すべりにおける大規模地震時の地震応答解析事例、第53回日
本地すべり学会研究発表会講演集、2014

図-1　SH型貫入試験機を用いた斜面調査の例（綱木（2007））

図-2　地震応答解析結果の例
（最大水平加速度分布、山下ら（2014））
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砂防技術研究所
新技術・新工法の開発と普及、砂防構造物などに関す

る現場の皆様のお困りごとの解決（技術指導）を主に
行っています。

1）技術・新工法の開発と普及
現在、新たな流木捕捉工の開発を行うとともに、「張

り出しタイプの流木捕捉工」を取り入れた「流木捕捉工
ガイドライン（仮称）」の作成に取り組んでいます。

新たな流木捕捉工は、不透過型砂防堰堤を越流する流
木を本副堰堤間で捕捉するための工法（特許出願中）であ
り、その効果などを把握するために水理模型実験を行い

（平成30年度砂防学会研究発表会概要集V-032、p.115-
116）、スクリーン型流木捕捉工「流木スクリーン」を開
発しました。
「流木捕捉工ガイドライン（仮称）」は、学識者・本省

砂防部・国総研・土研とともに研究会を設けて検討を重
ねています。これまで、流木捕捉工に特化した基準類は
なかったことから、流木対策のより一層の推進にお役に
たてることを目指しています。

2）皆様のお困りごとの解決（技術指導）
30年度は、これまでに「流木捕捉工の選定・設置」

「鋼製砂防構造物の選定・設置」「古い砂防堰堤の改築」
に関する技術指導（現場指導、設計指導、施工指導含
む）の要請を、7県・3直轄砂防事務所から合わせて
80件以上いただいています。29年7月に発生した九州
北部豪雨における流木災害、30年7月に発生した西日本
豪雨における古い時代に施工された砂防堰堤の損壊等を
受けて、全国でその対応が推進されている背景があるも
のと思われます。また、「小規模渓流対策」についてのお
問い合わせもいただいています。ゼロ次谷のように、普
段流水がなく、下流に流路が準備できない小さな渓流へ
の対応も急がれています。

現行の基準・指針類では対応が難しい案件が「お困り
ごと」として寄せられる場合が多く、当研究所技術部の
技術者がこれまでに蓄積してきた豊富な現地調査データ
や研究成果、技術指導による施工実績を活かした指導を
実施しています。

これからも引き続き、現場の皆様の相談役としてお役
に立てるよう、日々の研究、技術力の向上に努めて参り
ます。

★ 従来型 
（垂直部材）
捕捉面に対し水

圧が垂直にかかる
ため、流木が固定
されやすく開口部

を塞ぎやすい。無害な土砂も溜まるため水深が上がりや
すく、流木が越流するおそれが高くなる。

★ スクリーン型 
（斜め部材）
捕捉した流木は

水位の変化に追従
する。

水面下に開口部
が保持され、無害な土砂は流下する。そのため、水深が
上がりにくく流木の越流は生じない。

◆張り出しタイプのメリット
1．本堤の嵩上げ・切欠きが不要

→施工費の低減、新たな用地確保が不要
2．堰上げが起こりにくい合理的な配置

→ 本堤の上流側で流木を捕捉するため、水通し部の閉塞や袖部からの越流は生
じない

3．施設効果量の最大化
→  湛水面積が広いほど捕捉量が多くなり、副堤タイプと比べて費用効果は高くなる張り出しタイプ（例）

◆スクリーン型流木捕捉工のメリット（流木スクリーン）
１．無害な土砂は流下させる

→流木を除去しやすい（維持管理の容易性）
２．水位上昇が抑えられる

→流木が越流しにくい（流木捕捉の確実性）
３．設置はコンクリートに根入れ不要

→トータルコストの縮減（災害への対応力）

前庭保護倶工水叩きに設置

設置イメージ

スクリーン型流木捕捉工（流木スクリーン）
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