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1．はじめに
近年、土砂災害に対する応急対策工の技術開発が求

められている。寄稿「近年の土砂災害に対する応急対
策工の導入実績と今後の技術開発の方向性」（sabo 
Vol.127 2020 Winter）においては、近年多発する台
風や豪雨被害による同時多発的で大規模な土砂災害後の
2次災害対策として、土砂捕捉等の機能を高めることと
施工期間がトレードオフの関係となる場合が多いため、
施工期間の長さに応じて、ステップ1（発災後1週間程
度）、ステップ2（発災後2週間から1ヶ月）、ステップ3

（発災後2ヶ月程度）に分類して、それぞれのステップに
対応した段階的整備をおこなうことが提案されている。

砂防技術を通じて社会貢献することを使命とする（一
財）砂防・地すべり技術センターと、応急復旧で頻繁に
用いられるワイヤーネットに関連した工法に精通する東
亜グラウト工業（株）は、昨年度から「ワイヤーネット
を用いた多様な土砂災害応急対策工の開発に関する共同
研究」を実施し、それぞれのステップに適した工法の開
発を進めている。本稿では特許申請に抵触しない範囲で
これらを紹介するものである。
＜具体的な紹介工法は以下の通り＞

ワイヤーネットを用いた工法
ステップ1： ツリーネット工法（仮称）、 

ネットロール土のう工法（仮称）
ステップ2：コンテナワイヤーネット工法（仮称）
ステップ3：強靭ワイヤーネット

2．強靭ワイヤーネットの施工事例紹介
強靭ワイヤーネットは砂防工事箇所の安全確保・避難

時間確保を目的として、仮設構造物として設置されてい
た土石捕捉柵（TAMPOバリア）を応用したものである。

平成26年8月豪雨による広島市内での土砂災害発生
箇所に設置されて以来、土砂災害発生箇所の応急対策と
して多数使用されてきており、下記の特徴がある。

①  現地工事期間が0.5 〜 1.0ヶ月。
②  アンカー用のボーリング機械の搬入が可能な箇所で

あれば施工可能（最小進入幅が約1.5m）。
③  人力による柵の組み立てが可能で大型重機を必要と

しない。
④  アンカーを除く部材は転用が可能。
⑤  部材の部分交換が可能で、土石捕捉後は土石の除去

と部材の損傷に応じた補修により繰り返し使用が可能。
以下に強靭ワイヤーネットおよびTAMPOバリアの効

果発揮事例、材料在庫により早期設置ができた事例紹介
を紹介する。
＜工事中安全対策として設置され、土砂を捕捉した事例

（TAMPOバリア）＞
場所： 高知県大豊町　大谷川砂防堰堤
設置： 平成25年1月　
土砂捕捉：平成26年8月（豪雨による土石流出）
捕捉土石量：約1,400m3（写真-1、2参照）
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写真-2　設置時状況

写真-1　土石捕捉状況
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ワイヤーネットが計画された。国土交通省と長野県間で
締結されていた、災害時の相互協力に関する申し合わせ
に基づいて、国土交通省が保有していた強靭ワイヤー
ネットが長野県に提供され、早期完成を図った。

通常、同規模で1.5ヶ月の設置期間を要するところ、
降雪・積雪による影響を考慮して施工期間の短縮を図
り、24日間で工事を完了させた。

場所：長野県下高井郡野沢温泉村
概略経緯：

①  令和元年10月12日から13日にかけて台風19
号が上陸

②  10月30日、国土交通省松本砂防事務所より資
材支援、運搬

③ 11月9日工事着手
④ 12月2日工事完了（24日間）

完成状況（写真-5参照）

写真-5　設置状況

3．共同開発対象の工法紹介
3.1　ツリーネット工法（仮称）

・適用ステップ：ステップ1を想定
・目標施工日数：2日程度
ツリーネット工法は、立木を利用した簡易な土砂流出

防止対策である（図-1参照）。

＜転用設置された強靭ワイヤーネットが土砂を捕捉した
事例＞

平成26年広島市内での豪雨災害に使用された強靭ワ
イヤーネットが、平成29年9月　鳥取県国道53号での
緊急対策に転用設置され、平成30年7月豪雨による流
出土砂を捕捉し、下流への被害を軽減した。

場所：鳥取県八頭郡智頭町
土砂捕捉量：約250m3　（写真-3、4参照）

写真-3　土石捕捉状況（下流側）

写真-4　土石捕捉状況（側方）

＜資材支援により早期設置を実施された事例＞
令和元年10月に上陸した台風19号により土砂流出の

あった箇所の緊急対策（2次災害防止対策）として強靭

図-1　ツリーネット工法一般構造
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本工法に使用する全ての資材が軽量であり、人力のみ
で運搬〜設置が可能。発災後の2次崩壊防止対策工とし
て、直ぐに対応できる特徴を持つ。ネットは高強度鋼製
ネットタイプ、ポリエチレンネットタイプを選定できる

（写真-6参照）。

1）高強度ネットタイプ
立木両端部にφ9mmロープを括り付け、高強度ネッ

トを配置（図-2参照）。スパンが長くなる場合は、柵高
確保のため、中間に単管パイプを設置する。ネット端部
は単リングをネットに通し接続する（写真-7参照）。

① 特徴：高強度・超軽量（650g/m2）

写真-6　高強度ネットを使用したツリーネット工法試験施工事例

写真-7　ツリーネット工法接続状況 図-2　単リングを利用したネット接続方法
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② 施工性：高い。2人で設置可能。
③ 維持管理： 土砂の堆積後、ネットは撤去せず土砂を

くるみ込み蛇篭同様の土留め工として機
能させることが可能。

2）ポリエチレンネットタイプ
温泉地等、腐食環境と伴う特殊な地域ではネット等鋼

材の腐食が懸念される。このような場合には耐食性能に
特化したポリエチレン素材のネットを採用することで対
応可能となる。ポリエチレンネットは、柔軟で伸びが大
きいためワイヤロープは中間部も含め3本配置されてい
る（写真-8参照）。

① 特徴：柔軟で地山の起伏に追随した配置ができる。
②  施工性： 比較的軽量ではあるが高強度鋼製ネットの

約2倍の重さがあり、設置には3人程度が
必要。

3.2　ネットロール土のう工法（仮称）【特許出願中】
・適用ステップ：ステップ1およびステップ2を想定
・目標施工日数：2日〜 1週間程度
大型土のうを積み上げて形成された層体の表面を高強

度ネットで覆う構造または大型土のうと高強度ネットを
サンドイッチ状に重ねる構造により、ネットが土のうを
拘束し柔軟に土砂を受け止める（写真-9参照）。

写真-8　ポリエチレンネットを使用したツリーネット工法試験施工事例

写真-9　ネットロール土のう工法試験施工事例
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本工法は、ステップ1での適用を想定しているが、過
去に実施した斜面高20m、斜面勾配40°、投下土砂量
45m3での土砂衝突実験（表-1、写真-10参照）により
1/1確率規模程度の流出土砂にも対応できることが確認
されたため、ステップ2まで適用範囲を拡大可能か現在
検討中である。

・特徴： 現地の発生土で築立できることから工事の着
手および被災地における安全確保が迅速に発
現できる。

項　目 斜面諸元または計測結果

斜面高さ H=20m

斜面勾配 θ=40°

投下土砂量 VR=45.0m3

衝撃力（計測値） F=250 〜 450kN/m2

ネットロール土のう最大移動距離 Dmax=2.98m

捕捉土砂量 VC=35.6m3

表-1　土砂衝突実験　斜面諸元および計測結果

写真-10　ネットロール土のう工法土砂衝突実験状況（連続写真）
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3.3　コンテナワイヤーネット工法（仮称）【特許出願中】
・適用ステップ：ステップ2を想定
・目標施工日数：2週間〜 1ヶ月程度
1/1確率規模程度の雨による土砂を含む流水の流出お

よび施設天端まで堆積した土圧に対して安定的に抑止
する。

資材は基本的に小型のバックホウ程度で組立可能な重
量のものを採用する。

端部はコンテナ内に現地採取の土砂を投入しアンカー
レイジとして機能させ、上下に張ったロープと高強度
ネットによる構造で土砂を捕捉する（構造の詳細は現在
検討中）（図-3参照）。

4．今後の予定
ネットロール土のう工法については、昨年度、土砂衝

突実験を実施したが、ツリーネット工法およびコンテナ
ワイヤーネット工法についても実証実験を実施する必要
がある。

ツリーネット工法は、ステップ1での対策を想定した
土砂流出防止施設であるため、堆砂能力の確認実験を、
コンテナワイヤーネットは、ステップ2での対策を想定
しているため、詳細構造を確定後、施工性確認のための
試験施工および性能確認のための土砂衝突実験を実施す
る予定である。

5．おわりに
ここに紹介した工法は現在開発中のものもあり、今後

開発が進捗した時点でより詳細のお知らせをおこなうこ
ととする。本稿が、土砂災害に対する応急対策工の普及
促進の一助となれば幸いである。

土石捕捉用ネット

図-3　コンテナワイヤーネット工法の構造イメージ




