
火山砂防施設の健全度評価における高度化に関する研究 

 

○木下 悦男，原田 紹臣，河野 文俊（三井共同建設コンサルタント株式会社） 

平澤 太地，糸山 国彦，田村  毅（国土交通省 雲仙復興事務所） 

里深 好文（立 命 館 大 学） 

水山 高久（京都大学名誉教授） 

 

 

1, はじめに 

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ライフサイクルコスト等を評価

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

（図-1）することとなったため 1), 2)，これらの健全度に関す

る評価指標等の立案が急務となっている．そこで，筆者ら

は，これまで欧州におけ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

砂防関係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 4)．本研究では，火山砂防事業において無人化施

工された砂防堰堤 5)に関する健全度評価について分析する． 
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図-1  砂防関係施設の健全度評価検討等の流れ 1)に一部加筆 

図-2  筆者らにの既往研究 4)における検討手法の概要とその流れ 

2, 火山砂防施設に関する健全度評価手法の提案 

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）等を

対象に既存施設の健全度（A, B, C：表-2）について評価す

る必要がある．その際，説明責任の観点より，定量的な評

価指標等の立案が望まれる．そこで，筆者らは，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）ら熟練技術者等により回答されたアンケート調査

結果を用いて分析 4)しており，これまで数多くの一般的な

砂防関係施設 1), 2)を対象に議論している．しかしながら，火

山砂防事業で管理されている無人化施工された砂防堰堤

（土砂型枠先行型：RCC）については議論していない．そ

こで，代表的な土砂型枠先行型で施工された既設砂防堰堤

の健全度に関する評価指標について，これまでと同様に学

識経験者，エンジニア及び管理者ら熟練技術者等により回

答されたアンケート調査結果を用いて分析するものとする．  

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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図-3  無人化施工された砂防堰堤（土砂型枠先行型）施工状況 5) 

①土砂型枠 ②RCCコンクリート打設

B1=堰堤必要幅（厚）B2=施工余裕幅(0.5m)

 
図-4  RCC工法（土砂型枠先行型）施工の概要断面図 5)に一部加筆 

 

 今回対象とする無人化施工された砂防堰堤（土砂型枠先

行型）およびRCC工法（土砂型枠先行型）施工の概要を、

図-3および図-4にそれぞれ示す．図-4に示されるとおり，

無人化施工による土砂型枠の施工精度や土砂流出による誤

差の影響を考慮して，堰堤の必要幅に対して，上下流にそ

れぞれ施工余裕幅（0.5m）が設けられており，この余裕幅

内における変状に対して着眼し，評価する必要がある． 

無人化施工された砂防堰堤（土砂型枠先行型）等を対象

に，熟練技術者等（12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（既往点検結果において報告

されている変状）を表-3に示す．なお，表-3に示される評

価値を用いて，これまでと同様に，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に示される閾値を

参考にして評価するものとする．ここで，表-3における砂

防堰堤（土砂型枠先行型）の評価値は，図-1において示さ

れる変状レベル（a, b, c）と健全度評価（A, B, C）とが概ね

対比（例えば，b = B）した関係であることがわかる．なお，

図-4に示される施工余裕幅内における変状（例えば，50cm

程度までの段差や剥離）については，経過観察（B）で対応

可能であるという分析結果であった．一方，堰堤表面にお

ける材料成分等の溶出に関しては，従来のRCC工法の施工

特性として指摘されている付随的な変状6)と評価され，経過

観察で十分に可能であるという分析結果であった． 

 表-3  砂防堰堤・床固工（土砂型枠先行型）に関する分析結果 

部 位 1) 変状レベル（概要）1) 評価値 Vd

RCC
（土砂

型枠

先行

型） 

天端摩耗 
鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度未満） 41 

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度以上） 66 

亀裂 

ひび割れ（水平割れ長：5m未満，鉛直割れ

長：1/2未満） 
23 

ひび割れ（水平割れ長：5m以上，鉛直割れ

長：1/2以上） 
57 

打ち継ぎ

目の段差 

段差（段差幅：50cm未満） 48 

段差（段差幅：50cm以上） 64 

方塊の剥

落・剥離 

水通し部の破損 61 

剥離・剥落（段差幅：50cm未満） 42 

剥離・剥落（段差幅：50cm以上） 61 

材料・成分

溶出 

錆汁・白華（局所的） 21 

錆汁・白華（広範囲） 44 

洗掘 

基礎部の洗掘（洗掘深：堰堤基礎面に達し

ていない） 
49 

基礎部の洗掘（洗掘深：堰堤基礎面に達し

ている） 
91 

上流嵩上げ盛土（緩衝盛土）の洗掘 23 

河岸洗掘 41 

漏水 
部分的な漏水 40 

本体の広範囲にわたる漏水他 71 

水通し・前

庭保護工

の堆砂 

土砂堆積（堆積厚：水通し余裕高不足程度） 4 

土砂堆積（堆積厚：埋没） 95 

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 ≦ 50 

要 対 策 (C) 51 ＜ Vd 

表-3 に示す以外の砂防設備における健全度評価に関して

は，筆者らの既往研究 4)を参照されたい．なお，今後，無

人化による点検手法（例えば，ドローンによる施設点検）

の提案や，表-4 に示される対策工事が必要とされる変状

（健全度：C）に対する ICT 技術を活用した補修工事等の

施工方法に関する技術の向上が必要であると考えられる．  
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