令和 4 年度
砂防・地すべり技術センター

講演会報告
（一財）砂防・地すべり技術センター

令和4 年6月7日砂防会館別館シェーンバッハ・サボーにおいて、当センター主催による講演
会を開催しました。この講演会は、砂防を中心とした多岐にわたる防災関連の知見を周知す
ることを目的として、平成14 年より定期的に行っているものです。令和2 、3 年度はコロナ禍
により中止しておりましたが、今回、新たにWEB配信の併用を行うなど、開催のため、時代
に合わせた取組を行いました。当日は国土交通省砂防部 三上砂防部長より来賓のご挨拶をい
ただき、会場参加が 86 名、WEB 参加が 340 名、合計 426 名の参加者が熱心に聴講する中、盛
会のうちに無事終了できました。一同心より御礼申し上げます。以下にその概要をご紹介い
たします。

開会挨拶

南理事長

来賓挨拶

会場の様子

基調
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三上砂防部長
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土砂・洪水氾濫対策におけるシミュレーション技術の活用
里深好文

さとふか よしふみ

立命館大学 理工学部 環境都市工学科 教授

1. 背景

土砂・洪水氾濫に河床変動計算を適用する場合、土

大量の土砂が中・下流域で河床を上昇させ、氾濫を引き

石流区間で解析を行った後に、その結果を掃流区間への

起こす現象である。土砂・洪水氾濫は大規模な土砂生

流入の境界条件として計算を行う方法が用いられてい

産、水の供給を誘因とすることから、発生事例が少なく、

る。この方法では、掃流区間の河床変動の影響が土石

既存の災害データが不足している。さらに、砂防区間と

流区間にフィードバックされないため、土石流区間と掃

河川区間の境界領域で発生することが多い。そのため、

流区間の接続点で異常な河床上昇が生じる場合が多い。

土砂・洪水氾濫は従来の土石流対策や洪水対策による

実際には、土砂の移動形態が土石流から掃流砂・浮遊

対応が困難である。土砂・洪水氾濫に対して効果的な対

砂に遷移するまでに時間と距離の考慮が必要であると考

策を行うためには、現象の理解とそれに基づく予測（シ

えられる。

ミュレーション技術）が必須である。
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2. 現状の課題

土砂・洪水氾濫は、河川の上流域において生産された

sabo Vol.132 2022 Summer

講
3. フェーズシフトを考慮したモデル

土石流から掃流砂まで連続して解析可能なモデルの研
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配が小さくなると、土砂移動形態が土石流から掃流砂・
浮遊砂に変化する。土石流と掃流の中間的な状態（掃

究が、筑波大学の内田太郎先生や（株）建設技術研究

流状集合流動）では、流れの上層に掃流砂・浮遊砂、

所のメンバーにより行われている。砂礫移動層中の間隙

下層に土石流が分布する。また、土砂移動形態は流下

流体に取り込まれて移動する細流土砂（フェーズシフト

する土砂の粒径によっても変化する。主たるエネルギー

する細流土砂）を考慮することで、河床勾配が大きく変

散逸の要因によって流れの特性が大きく変化することか

化する領域を連続的に解析できるモデルを目指している。

ら、全ての土砂移動形態に対応する一つのモデルは現存
しない。土石流の解析においては、平衡状態と実際の流

4. 平衡流砂量式を用いた河床変動計算

流砂量が流れ方向に変化することが河床の変動を発

れの土砂濃度の差を評価することによって侵食・堆積量
を導く方法が用いられている。

生させる。河床変動計算では、河道の各断面における流
砂量を評価し、その増減から河床位の時間変化を求めて

6. まとめ

いる。河床変動解析は、掃流砂量と浮遊砂量は平衡流

土石流から掃流まで連続的に解析できるモデルが開発

砂量式によって評価され、河床に存在しないウォッシュ

されたことで、土砂・洪水氾濫解析をより適切に実施す

ロードは流量に比例すると仮定して計算される場合が多

ることが可能となった。一方で、既往災害によるモデル

い。一方で、急勾配区間では砂礫が土石流として一体と

の検証は十分ではなく、今後もモデルの開発と改良が必

なり流下することから、ベットマテリアルロードとウォッ

要である。そのためには、プログラムを開発できる人材

シュロードを区分することが難しく、平衡流砂量式は通

を増やす必要がある。モデルに関する知識はモデルの前

常用いられない。

提条件や解析結果を理解するためにも重要である。より
多くの技術者がシミュレーションに関わってくれること

5. 流下に伴う土砂移動形態の変化

を期待したい。

土砂移動形態は河床勾配に応じて変化する。河床勾
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大規模土石流を受ける鋼製透過型砂防堰堤の
安全性照査法の検討
堀口俊行

ほりぐち としゆき

防衛大学校建設環境工学科 准教授

1. はじめに

実施した。衝突実験では重錘により堰堤の自重を変化さ

現在、鋼製透過型砂防堰堤の設計は許容応力度法に

せることで、抵抗モーメントを増減させ安定から転倒へ

よるレベルⅠ荷重（弾性域の荷重）にとどまった評価と

と変じる転倒限界と転倒時の堰堤の浮き上がり量を求め

なっているが、近年の災害状況からレベルⅡ荷重（弾塑

た。また堰堤を高さ方向に6つの荷重計を設置し、各段

性域の荷重）まで考慮した設計手法が求められている。

に作用する荷重の時間変位を記録した。

土木構造物の設計指針においては構造物の安全性を、

衝突実験から得られた重錘重量と浮き上がり量の関係

作用する最大荷重と限界状態の両面から評価を行ってい

より、堰堤は重錘重量8kgを転倒限界として転倒と安定

る。このことを踏まえ本研究では、構造物の限界状態を

に分かれることが認められた。衝突時の荷重分布は、堰

設定した後に耐えうる自然現象の荷重について評価する

堤の高い位置ほど最大荷重は低減するのに対し、各段の

安全性照査手法について検討する。

作用モーメントは高さ方向に増大することが確認された。

本研究では、水路実験を基に動的荷重分布モデルを

さらに各段の最大荷重時における全体の荷重分布につい

提案し、FEM解析より実験の再現性の分析を行った。

て着目すると、土石流流体力と評価する瞬間的な荷重が

また現行設計のレベルⅠ荷重と提案例であるレベルⅡ荷

時間とともに堰堤上部へと上昇することが認められ、最

重の構造応答を検討するとともに動的荷重と等価な静的

終的な荷重分布は現行設計の静的荷重と同様の傾向を

荷重を提案することで、新たな安全性照査法の一案を示

示した。

した。
3. 動的荷重モデルの提案
2. 土石流衝突実験の概要と結果

衝突実験の結果を基に現行の設計荷重モデルを参考

透過型砂防堰堤に作用する動的な荷重分布を明らか

に動的荷重モデルを提案する。本モデルは現行設計の土

にするため、転倒機構を用いた土石流の衝突模型実験を

石流流体力が時間とともに堰堤の高さ方向に上昇し、流
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体力が通過した箇所に堆砂礫荷重を作用させることで動

となったのに対して、動的モデルであるモデルⅠでは弾

的荷重分布を再現した。堰堤の高さ方向に順次作用する

塑性域の応力が生じる部材が認められた。モデルⅠにお

土石流流体力の到達時間は実験より得られた値を利用

ける変形や応力の時間変位に着目すると、構造全体の変

し、各段に与えた荷重と時間関係の波形の相違からモデ

形と各部材の最大変形の時刻は一致しており、総荷重の

ルをA・Bに分け、FEM解析により転倒限界を求めた。

増加に対する各部材の応力の増加傾向も一致しているこ

解析よりモデルA・Bともに転倒限界は実験結果と同

とから、構造応答は内部の固有振動よりも荷重の増減が

様の結果が得られた。さらに超過モーメント積と最大浮

支配的であるといえる。また、モデルⅠを準静的モデル

き上がり量の傾向もよく一致することから、本モデルの

としたモデルⅡ・Ⅲの場合においても、荷重係数を導入

妥当性が示されたといえる。

することで容易に堰堤の安全性照査が可能になると考え
られる。

4. 鋼製砂防堰堤の安全性照査の検討

鋼製堰堤の安全性照査手法の確立を目的として、与え
られた構造物に対しての安全性計算手法の提示と計算

5. おわりに

本研究は、鋼製透過型砂防堰堤に作用する土石流荷

結果の検討を行う。計算では現行設計のレベルⅠ荷重と

重に着目し、動的な土石流荷重分布を明らかにするとと

提案するレベルⅡ荷重に分けて実施するとともに、レベ

もに、レベルⅡ荷重の設定方法と提案荷重モデルを用い

ルⅡ荷重においては前項で示した動的モデルであるモデ

た安全照査方法について提案した。提案した計算方法を

ルⅠとそれを等価な静的なモデルである準静的モデル

使用することで、レベルⅡ荷重においても静的な荷重と

Ⅱ・Ⅲを使用した。また、与えるレベルⅡ荷重は過去の

して評価できるのではないかと考えられる。今後は自然

災害データより抽出した流出土砂量と流域面積の相関性

現象での土石流における荷重を計測しデータを蓄積する

から土石流ピーク流量を確率的に求める手法を用いた。

ことで、より実現象に近いレベルⅡ荷重を設定すること

レベルⅠ・Ⅱ荷重での各モデルによる計算結果より、

が必要である。

レベルⅠ荷重においては全ての部材で許容応力内の応答
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無流水渓流対策について
平田 遼

ひらた りょう

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 課長補佐

1. 無流水渓流対策の必要性

土砂災害防止法に基づく基礎調査により、土石流災
害のリスクのある渓流は、全国に215,943箇所（R3年3月

流対策計画策定・設計手法を確立し、施工性が高く、コ
スト縮減可能な工法による、迅速な整備を図る必要が
ある。

末時点）あることが明らかとなった。土石流災害のリス

近年、流域面積の小さな渓流に特化した構造物が開

クのある渓流に対するハード対策を効果的かつ効率的な

発されてきているが、現行の指針に則した技術的な留意

推進が喫緊の課題となっている。

事項が整理されておらず、技術の普及・対策の実施が

土石流のリスクのある渓流の中でも常時の流水が無

進んでいない。

く、あるいは極めて少ない流域面積の小さな渓流は、谷
出口直下まで宅地開発が進展している場合が多く、土石
流が発生すると人的被害が発生する可能性が高い。

いて

平成30年7月豪雨においては、土石流により発生した

無流水渓流は、下記の特徴を全て有するものとする。

人的被害の約7割が流域面積5ha以下の小規模な渓流で

1）流路が不明瞭で常時流水がなく、平常時の土砂移動

あった。
その後「実効性のある避難を確保するための土砂災
害対策検討委員会」においても、無流水渓流の効果的・

が想定されない渓流
2）基準点上流の渓床勾配が10°
程度以上で流域全体が
土石流発生・流下区間である渓流

効率的な対策の推進が、今後実施すべき施策とされた。

本留意事項の基本事項①

しかし、流域面積の小さな渓流では、宅地開発が進ん

・土
 石流対策は、砂防基本計画策定指針（土石流・流

でおり、施工箇所へのアプローチが難しい等の課題が

木対策編）および土石流・流木対策設計技術指針に

ある。

拠ることが基本である。

このため、無流水渓流の特徴を踏まえた合理的な土石
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2. 無
 流水渓流対策に係る技術的留意事項（試行案）につ
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を行う。
・本留意事項に記載の内容は、本留意事項に基づく計画、
設計を行う場合のみ、適用が可能である。

施工性や地形条件等の観点から適用の有無を判断し、
本留意事項に基づく施設の計画、設計を行うことがで
きる。

3. 砂
 防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説、
および土石流・流木対策設計技術指針解説との対比

本留意事項の基本事項②
・無
 流水渓流の特徴を有する渓流であっても、構造物に
対する外力条件が厳しくなるおそれのある渓流では、
本留意事項は適用しない。
・対
 策施設1基で計画の土砂・流木量を処理することを
基本とする。

（主な箇所）

1）礫径の設定
礫径調査が十分に行えない場合、衝撃を与える可能
性のある礫を過小評価することがないように、最大の礫
径を衝撃の算定とする。
2）水通し断面

・透
 過構造を有する施設を基本とする。
・上
 部構造と基礎（直接基礎又は杭基礎）が一体で自
立している施設であること。
・詳
 細な施工計画を立案し、実効性を確認すること。

土石流を捕捉後、後続流等の越流を想定しないため、
水通し断面を必ずしも設けなくても良い。
3）側岸部の処理
地山に必ずしも袖を嵌入させなくても良い。偏流等の

本留意事項の基本事項③

おそれがある場合は、人工地山等での処理を考える。

・本
 留意事項で言及されていない項目については、砂防

4）水抜き

基本計画策定指針（土石流・流木対策編）および土
石流・流木対策設計技術指針に基づいて計画、設計

講演

不透過型の構造物を設置する際には、渓床最深部等
の適切な位置に水抜きを設ける。

最近の土砂・洪水氾濫の調査結果と
今後のデータ収集について

3

山越隆雄

やまこし たかお

国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 砂防研究室長

1. はじめに

堆積状況、澪筋の状況等を確認することができた。また、

全国の土砂・洪水氾濫対策計画策定に係る技術検討

アメダス諏訪観測所のデータから、9月5日の17時頃に降

会の場では、過去の災害データを再現対象として手法の

雨が強くなり、3時間ほどの間に約120mmの降雨があっ

検証を行っているが、その際、再現対象災害が古い等、

たことを確認した。累積雨量で見るとさほど大規模な降

数値計算と対象現象の実態が整合しない事例が見られ

雨イベントではないが、最大60分雨量は76mmであり、

る。そのため土砂・洪水氾濫における数値計算の検証精

既往最大を更新した。住民の証言により19時30分頃に

度を高める上で、詳細な災害現場のデータの取得・蓄積

災害が発生したと考えられる。

は非常に重要である。ここでは、昨年9月長野県で発生

下馬沢川流域は、糸魚川―静岡構造線と中央構造線

した土砂・洪水氾濫について、災害の調査結果を報告す

の交差する地点に位置している。地形的には南から北に

るとともに、本災害をモデルケースとして土砂・洪水氾

直線的に本川が流れ、左側から合流してくる支川がある。

濫後に実施すべき調査内容について説明する。

支川の合流点から上流側は勾配が10度以上あるが、そ
の下流側から県道との交差点までの間はほぼ7度から8度

2. 災害概況

で推移している。また、県道の手前付近から急激に勾配

下馬沢川は天竜川水系宮川の支川であり、流域面積

が減少し宮川に合流している。既設施設は宮川の合流点

は約2km である。令和3年9月5日下馬沢川流域で豪雨

から約1,100m地点まで断続的に渓流保全工があり、途

に伴う土石流、土砂・洪水氾濫が発生した。この災害で

中に砂防堰堤、床固工が整備されていた。また、本川上

は人的被害は発生しなかったものの、家屋被害は人家全

流域には治山施設も整備されていた。

2

壊3戸、床上浸水4戸、床下浸水29戸と多数発生した。
また、土砂の氾濫により県道16号が数日にわたって通行

3. 調査概要

止めになり、地域社会に非常に大きな影響を及ぼした。

航空レーザ測量は災害発生の翌々日に実施されてお

長野県は災害発生の翌日にドローンを用いて災害現場

り、ほぼ即日で差分解析をすることができ、速報値的に

の映像を撮影しているが、この映像により土砂や流木の

流出土砂量を把握することもできた。差分結果より、上
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流側では小規模の崩壊が数箇所確認できた。また、既
設の構造物が位置している箇所では土砂の堆積、支川
では渓床、渓岸侵食が確認できた。

4. 今後のデータ収集について

二次災害防止のため災害発生箇所では迅速な応急復
旧対応により堆積土砂や流下痕跡が残っていない場合が

下流の氾濫状況は、ドローンの映像と現地調査によっ

ある。そのため、なるべく早くドローンの映像だけでも

て確認した。宮川の合流点から800m地点では巨礫や流

撮影していると、後々検討するときの判断材料となるこ

木により橋が閉塞し、氾濫が発生していた。500m地点

とが考えられる。また数値計算ではハイドログラフの再

では直径1mや2mの巨礫が多く堆積しており、この辺り

現性が重要なため、痕跡水位は下流の出口1箇所だけで

で土石流が停止した可能性がある。下馬沢川と県道16

なく、中流、上流でも確認できると数値解析の説得力が

号との交差地点では巨礫がほとんど見られず、堆積物も

増すと思われる。加えて、砂防施設の堆積状況の調査も

層状に堆積していた。県道16号の橋梁は完全に埋塞し、

重要だが、緊急的に除石を行っている場合があるため、

泥流が越流していたが、これは勾配が急激に減少する地

なるべく早く調査を行う必要がある。この他にもドライ

点であるため土砂堆積が卓越し河道が埋塞された結果、

ブレコーダーや防犯カメラ、SNSにアップされている画

氾濫が発生したと考えられる。また、宮川との合流点付

像等を活用することにより、災害発生時の情報が得られ

近には大量の流木が折り重なるようにして堆積しており、

ると考えられる。

中には20mの長さを超えるものも確認できた。
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新編・鋼製砂防構造物設計便覧＜令和 3 年版＞の
概要について
井上隆太

いのうえ りゅうた

（一財）砂防・地すべり技術センター 砂防技術研究所 主任研究員

1. 鋼製砂防構造物設計便覧の変遷

鋼製砂防構造物は、昭和40年代に開発がスタートし、

いて最大礫径だけで耐荷性能と土砂捕捉性能の両者を
検討することになっていたが、渓床勾配に応じて土砂流

これまで未知であった土石流外力などに関する知見や設

下形態が変化することによって土砂捕捉性能が低下して

計手法等を蓄積してきた。その後、昭和60年に設計の考

しまうケースがあることから、新編鋼製便覧では耐荷性

え方を鋼製砂防構造物設計便覧として取りまとめたが、

能と土砂捕捉性能の検討に用いる礫径を別にするように

それ以降、約40年にわたって6回の改定を重ね、令和3

見直しを行った。この変更に代表されるように、設計に

年10月に大幅な加筆修正を行い、
「新編・鋼製砂防構造

用いる礫径を一律に最大礫径とはせずに、検討内容に応

物設計便覧＜令和3年版＞」
（以下、
「新編鋼製便覧」と

じて変える場合があることから、設計が複雑になったと

称す）として発刊した。

の印象を与えてしまっているかもしれないが、透過型砂

6回の改定のうち、前の3回は土石流外力等の算定方

防堰堤の耐荷性能と土石流捕捉性能の両者を確実に発

法に関する研究の成果を反映し、設計手法を見直す等、

揮できるようにするための変更となることから、ご理解

便覧独自の変更がなされたが、近年の3回は設計手法が

いただきたいと考えている。

ほぼ確立してきたことから、技術指針などの基準が改定
された際に、内容を整合させる変更を行ってきた。
特に新編鋼製便覧では、技術基準への整合に加え、
近年発生した損傷事例に対し、事務連絡によって対応方

また、過去の損傷事例を受けて発出された事務連絡で
ある、南木曽（礫径と勾配）
、根知川（支川の影響）
、大武
川（越流礫の検討）について、その内容と今後の対応方
針を解説した。これらの損傷ケースは、堰堤の計画地点が

針が示されたことから、その対応方針に準じた設計とな

急勾配であったり、急勾配の支川を考慮していなかった、

るよう見直しを実施した。

渓床勾配1/6以上の「厳しい現場」に設置されてしまった
等により、設計時に想定していた礫径よりも数倍の巨礫の

2. 改定による変更点について

新編鋼製便覧の改定では、大幅な加筆修正を行った

では、事務連絡の方針に従い、
「厳しい現場」に堰堤が計

ことから、冒頭に主要な追加・改定項目を一覧にしてい

画された場合、
「極めて大きい礫（D100）
」で設計すること

る。一覧にした24項目について、
「改定」
、
「追加」
、
「解説」

などを示した。また、適切な施設配置を行い、透過型砂防

に分類し、本講演会では、その中から重要な7項目につ

堰堤が効果を発揮しやすい流下・堆積区間に設置すること

いて詳細な説明を行った。

が重要としている。

最も重要な変更点は、従来の鋼製便覧では設計にお
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作用を受けて損傷に繋がったと考えられる。新編鋼製便覧
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