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1, はじめに 

近年，砂防関係施設の管理者は既存施設及び施設周辺の

点検により各施設の部位（例えば，砂防堰堤の天端）にお

けるそれぞれの変状レベルを把握し，それらの変状レベル

や施設周辺の状況を総合的に評価して対象施設の健全度や

補修等の対策優先度に関して検討していくこととなった

（図-1）1), 2)．そのため，老朽化した砂防関係施設の健全度

や対策優先度に関する評価指標等の立案が急務となってい

る．そこで，本研究では欧州において先行的に提案及び実

用化されている橋梁を対象にした維持管理マネジメントの

意思決定手法 3)を参考に，砂防関係施設の長寿命化計画策

定において有効であると考えられる老朽化した施設の健全

度に関する定量的な評価手法等を提案している．さらに，

限られた予算の中において合理的であると考えられる補修

等の対策優先度に関する定量的な評価手法を提案している． 
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図-1  砂防関係施設の健全度評価及び対策優先順位検討の流れ 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  本研究における検討手法の概要とその流れ 

2, 健全度評価及び対策優先度評価手法の提案 

砂防関係施設の長寿命化計画策定において，砂防関係施

設の管理者は図-1に示されるとおり点検要領 1) 等で定義さ

れた各施設の部位における変状レベル（a, b, c：表-1）を対

象に対象施設の健全度（A, B, C：表-2）について評価する

必要があり，その評価指標等の立案が急務となっている．

また，老朽化対策等の優先度に関して，管理者は個々の砂

防関係施設における施設の重要度や保全対象との位置関係

等を勘案して対策の優先度を検討する必要があり，説明責

任の観点を考慮した定量的な評価手法が望まれている． 

2.1, 定量的な健全度に関する評価手法の提案 

施設の健全度について評価する際に有効な指標に関して，

図-2 に示されるとおり学識経験者，エンジニア及び管理者

（元管理者含）ら熟練技術者等（10 名）により回答された

アンケート調査結果を用いて分析した結果（各部位におけ

る変状レベルの評価値：対策緊急度）の一部を表-3 に示す．

なお，得られた各部位における変状レベルの評価値につい

ては表-4 に示される指標を参考にして評価するものとする． 

表-1  部位あるいは部位グループの変状レベル評価 1) 
変状レベル 損傷等の程度 

a 
当該部位に損傷等は発生していないもしくは軽微な損傷が発生し

ているものの，損傷等に伴う当該部位の性能の劣化が認められ

ず，対策の必要がない状態 

b 

当該部位に損傷等が発生しているが，問題となる性能の劣化が生

じていない．現状では対策を講じる必要はないが，今後の損傷等

の進行を確認するため，定期巡視点検や臨時点検等により，経過

を観察する必要がある状態 

c 
当該部位に損傷等が発生しており，損傷等に伴い，当該部位の性

能上の安定性や強度の低下が懸念される状態 

表-2  砂防関係施設の健全度評価とその表記 1) 
健全度 

（表記） 
損傷等の程度 

対策不要
(A) 

当該施設に損傷等は発生していないか，軽微な損傷が発生して

いるものの損傷等に伴う当該施設の機能の低下及び性能の劣化

が認められず，対策の必要がない状態 

経過観察
(B) 

当該施設に損傷等が発生しているが問題となる機能の低下及び

性能の劣化が生じていない．現状では対策を講じる必要はない

が，将来対策を必要とするおそれがあるので，定期点検や臨時点

検等により経過を観察する必要がある状態 

要対策
(C) 

当該施設に損傷等が発生しており，損傷等に伴い，当該施設の機

能低下が生じている，あるいは当該施設の性能上の安定性や強

度の低下が懸念される状態 

点検要領1)に示された各部位におけるそれぞれの変状レベル(b,c)に対
する評価基準及び事例写真を用いたアンケート調査用サンプルの作成

作成されたサンプルを用いた研究者，エンジニア及び施設管理者（元管
理者含）の熟練技術者等による総合判断及び各変状の重み付け

各損傷の特性を考慮した定量的な健全度評価手法の提案

補修等の対策優先順位に関する学識経験者等を対象にしたAHP分析
による各因子の重み付け及び定量的な対策優先順位手法の提案
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表-3  砂防堰堤（砂防堰堤・床固工）に関する分析結果の一例 

部 位
1)
 変状レベル（概要）

1)
 評価値 Vd

本 堤 

副 堤 

床固工 

垂直壁 

天端 

摩耗 

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度未満）:b 32 

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度以上）:c 49 

ひび 

割れ 

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 未満）:b 50 

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 以上）等:c 83 

洗掘 
基礎部の洗掘（堰堤基礎面に未到達）:b 54 

基礎部の洗掘（堰堤基礎面に到達）:c 89 

表-4 今回提案する変状レベルと施設の健全度との関係 
施設の健全度 （表記） 変状レベルの評価値 Vd 

対策不要 (A) Vd ＝ 0 
経過観察 (B) 0 ＜ Vd ≦ 61 

要 対 策 (C) 61 ＜ Vd 

0.09 (kVc) 

0.11 (kVd) 

0.20 (kVh) 

0.59 (kVl) 

0.0 0.2 0.4 0.6

対策に係るコスト

施設の健全度

施設の重要度

保全対象との位置関係

重要度（補正係数: k）  

図-3  対策優先順位決定における各因子の重要度 

(AHP分析 4)の一対比較法を用いた分析結果) 

表-5  健全度評価に関する検討結果事例 
対象施設 変状ﾚﾍﾞﾙ 健全度 

評価結果 施設群名 種類 最大評価値 Vd max 

施設① 砂 防 堰 堤 96 (＞61) 要対策 (C) 

施設② 渓 流 保 全 工 83 (＞61) 要対策 (C) 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

施設⑨ 吹 付 工  52(≦61) 経過観察 (B) 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

表-6  修繕等の対策優先度に関する検討結果事例（参考） 

施設群名 

施設の 
健全度 

保全対象との

位置関係 
施設の 
重要度 

対策に係 
るコスト 

ΣV 
順 
位 

Vd 
補正k 
*0.11 

Vl 
補正k 
*0.59 

Vh 
補正k 
*0.20 

Vc 
補正k 
*0.09 

施設① 96 11 100 59 100 20 50 5 95 1 位

施設③ 70 8 100 59 100 20 50 5 92 2 位

・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

 

2.2, 対策優先度に関する評価手法の提案 

前述の表-3や表-4を用いて要対策として評価された施設

を対象に，限られた予算の中において合理的に対策を講じ

ていくため，総合的な外的基準（例えば，施設の重要度

等）を考慮した評価手法を用いた検討が望まれる．ただし，

総合的に対策優先度について検討する場合，重要度に応じ

た各外的基準の重み付けが必要である 3)．そこで，同様に

学識経験者らにおいて提案する各外的基準についてヒアリ

ングした結果を対象に AHP 分析 4）を用いて分析した結果

を図-3に示す．なお，AHP (Analytic Hierarchy Process)は意

思決定支援法の一つであり，複数の代替案の中から 良の

ものを選ぶために評価する人間の勘や直感といった人の感

覚を数量化した上で合理的な決定を促す手法である．また，

対策優先度に関して検討する場合は，図-3 に示されている

各重要度（補正係数 kvd,l,h,c）の数値を別途定義している各

評価値（Vd，Vl 等で 大値を 100 とする：ただし，紙面の

関係より割愛）にそれぞれ乗じて補正するものとする． 

2.3, 具体的な検討事例 

前述までにおいて示した手法を用いた具体的な検討事例

を以降に示す．なお，検討対象とする対象施設の変状レベ

ルを用いて検討した健全度に関する評価結果の事例を表-5

に示す．また， 終的に要対策（C）として評価された施

設を対象に，前述に示した手法を用いて対策優先度に関し

て検討した結果の事例を表-6に示す． 

本検討での健全度評価や対策優先度については提案する

表-4 等を用いて評価することとしているが，現時点におい

ては未だ試行段階であるため， 終的な判断においては技

術者等による評価結果に対する確認及び精査が必要である

と考えられる． 

今後，各地域条件に応じたそれぞれの指標（重み）等を

考慮する必要があるため，各施設管理者において補完的に

アンケート調査を実施し，精度向上や更なる詳細な評価基

準の設定が望まれる． 

 

3, おわりに 

本研究では老朽化した砂防関係施設の健全度や対策優先

度に関する評価手法を新たに提案した．今後，地域特性等

を考慮した更なる工夫や精度向上が望まれる． 

 

参考文献 

1) 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部：砂防関係施設点検要

領（案），2014. 

2) 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部：砂防関係施設の長寿

命化計画策定ガイドライン（案），2014. 

3) Brime: http://www.trl.co.uk/brime/index 

4) Thomas L Saaty: A scaling method for priorities in hierarchical structures, 

Journal of Mathematical Psychology (Impact Factor: 1.62), 15, pp.234-

281, 1977. 

- A-231 -


