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1. はじめに

平成 11 年に鋼製砂防構造物の関する課題やその有効

性を検証する目的で砂防鋼構造物研究会（以下，研究会）

が設立された．研究会は，鋼製透過型砂防堰堤に関する

基礎研究から現地調査，水理実験および解析など多岐に

わたり実施してきた．研究会の技術ワーキングでは，学

と民が一体となって研究テーマの発掘や解析方法の開

発を進めている．当初は，基礎的段階として透過構造を

有している堰堤に対する現地調査や災害時における捕

捉効果が多くを占めていたが，基礎実験や解析手法の発

展により，実スケールにおける性能評価を検討する段階

まで検討を進めることができた．その成果は，学会，研

究会主催の講習会へ報告するまでに至っている． 

そこで本報告は，他の分野と比べても明確に，砂防政

策の課題に対して，同じ考えを目指しているものと考え

られ，基礎研究の変遷を知ることがニーズの理解に役立

つと考え，鋼製透過型砂防堰堤に関する基礎研究成果に

ついて整理したので報告する． 

2. 研究成果の分類と変遷

2.1 研究成果の分類

これまで研究会が関係した学会発表成果は 124 テー

マである．砂防学会へ 98 テーマ，土木学会には 9 テー

マ,外国語論文について 21テーマを発表・投稿している． 

表-1 に，これら研究成果について研究内容から 7 つ

のカテゴリーに分け，それぞれの研究テーマ数を示して

いる．カテゴリー(1)からカテゴリー(5)までは鋼製透過

型砂防堰堤に関する研究成果で，そのテーマ数は 105 件

と全体の 85 %を占めている． 

2.2 研究成果の変遷 

図-1に，研究会が行ってきた研究成果の変遷について

示している．設立当初の研究テーマは，コンクリート砂

防堰堤や鋼製枠および土石流荷重モデルなど多様なテ

ーマを研究していた．その後，様々な鋼製透過型砂防堰

堤が開発され，全国各地で採用されたことから，平成 18

年頃から鋼製堰堤の設計に関わる礫径調査や腐食摩耗

調査等の研究が行われた． 

平成 19 年 3 月に土石流・流木対策設計指針の改定以

降，透過型砂防堰堤が土石流・流木対策施設の基本であ

ると位置づけられた頃から，鋼製透過型砂防堰堤の研究

が加速した．平成 21 年頃から土砂移動のモデル化・シ

ミュレーション等の数値計算・実験に関する研究が進ん

だことで，より実際に近い土石流荷重モデルを可能とし

た．この解析技術を応用として流木捕捉工に関する研究

が進んだ．その後も度重なる土砂災害に対して鋼製透過

型砂防堰堤の土石流の捕捉が多数報告されるようにな

った．このような状況で鋼製堰堤の損傷事例が発生し，

超過外力を想定した土石流衝撃力や鋼管継手に関する

研究が集中した． 

平成 28 年に改定された土石流・流木対策設計指針に

示されている小規模渓流対策について，構造モデルを提

案し，設計方法や構造，適用性について検討している． 

これらの研究成果は，社会的背景やそれに対応した砂

防政策を考慮して，研究の主眼を置いていることが確認

できる． 

3. カテゴリー別の研究成果

ここでは，鋼製透過型砂防堰堤に関する研究であるカ

テゴリー(1)からカテゴリー(5)の特長といくつかの研究

成果を紹介する．なお，カテゴリー(6)は研究成果が少な

いこと，カテゴリー(7)は主にコンクリート堰堤をテーマ

とした研究であるため紹介は省いた． 

3.1 カテゴリー(1)現地調査と実態調査

鋼製透過型砂防堰堤に関する現地調査・実態調査は18

テーマがある．特に鋼製透過型砂防堰堤が土石流を捕捉

した際には，土石流の捕捉，部材の損傷および堆砂状況

カテゴリー
No.

分 類 内 容
砂防
学会

土木
学会

外国語
論文

件数

（１） 鋼製透過型砂防堰堤に関する現地調査・実態調査 17 0 1 18

（２） 鋼製透過型砂防堰堤の用途開発と機能向上に関する研究 10 0 0 10

（３） 鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関する研究 36 2 11 49

（４） 鋼製透過型砂防堰堤の捕捉性能に関する研究（水理実験編） 9 0 1 10

（５） 鋼製透過型砂防堰堤の捕捉性能に関する研究（解析編） 9 7 2 18

（６） 鋼製枠に関する研究 4 0 0 4

（７） 砂防構造物の設計全般に関する研究 13 0 6 19

98 9 21 128合計

表-1 カテゴリー別の研究テーマ数
図-1 研究成果の変遷

図-2 土石流捕捉の状況 1)

  和暦 H11 H12 H16 H20 H24 H28 R2
（西暦） (1999) (2000) (2004) (2008) (2012) (2016) (2020)

・H11広島豪雨災害 ・H16新潟・福島豪雨 ・H23紀伊半島大水害 ・H29九州北部豪雨

・H16新潟中越地震 ・H23東北地方太平洋沖地震 ・H30西日本豪雨

・H12有珠山噴火 ・H24九州北部豪雨

・H15熊本水俣豪雨災害 ・H26広島土砂災害

・H20岩手・宮城内陸地震 ・H28熊本地震

・H12土石流対策技術指針(案) ・H19土石流・流木対策設計技術指針

・H12流木対策指針(案) ・H28土石流・流木対策設計技術指針

・H13鋼製砂防構造物設計便覧 ・H21鋼製砂防構造物設計便覧

・鋼製枠の耐荷性能の研究 ・部分透過型の捕捉性能の研究 ・小規模渓流の研究

・土石流荷重モデルの研究 ・想定外荷重の研究

研究会の ・鋼製堰堤の流木捕捉機能の研究 ・鋼管継手の耐荷性能の研究

主な研究内容 ・鋼製堰堤の除石調査 ・不透過型の高機能化(ｽﾘｯﾄ化)の研究

・鋼製堰堤の腐食摩耗調査 ・礫衝突の研究

・礫径調査の研究

・H11砂防鋼構造物研究会発足

・H15研究開始(技術ワーキング） ・R1技術ワーキング第150回

主な技術基準

研究会の動き

主な土砂災害
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を継続的に調査し報告している（図-2）． 

平成19年3月に土石流流木対策設計指針の改定以降，

維持管理のための除石計画が必須となった．当時は，除

石に関する研究や報告が非常に少ない状況で，除石の実

態調査を報告しており，その成果は各事業者や実務者に

おいて活用されている．一方，鋼製透過型砂防堰堤の腐

食および摩耗状況を数年にわたり継続調査している．鋼

製透過型砂防堰堤の部位ごとに土石流時や常時に晒さ

れる環境を考慮し，鋼材の余裕しろを提案している．こ

れらの成果は後の鋼製砂防構造物設計便覧へも反映さ

れている． 

3.2 カテゴリー(2)用途開発と機能向上に関する研究 

用途開発と機能向上に関する研究は 10 テーマがある．

本カテゴリーの研究テーマは，これまでの基礎研究を応

用し，鋼製透過型砂防の新しい設置方法などの用途開発

や，鋼製透過型砂防の機能向上に関して研究を報告して

いる． 

例えば，既設の不透過型砂防コンクリート砂防堰堤を

改築・改良の際に，鋼製透過型砂防を活用している実態

を調査している(図-3)．その結果，スリットの有効性を

示すとともに，部分透過型への改築では，水理模型実験

の研究成果を踏まえ部材間隔の適切な設置の必要性を

示している． 

3.3 カテゴリー(3)耐荷性能に関する研究 

耐荷性能に関する研究は，49 テーマと最も多い．本カ

テゴリーの研究テーマは，土石流流体力，礫衝突などの

衝撃解析は他の分野にない重要なテーマである． 

 近年の計画規模を超える荷重の発生リスクが高まっ

ていることから，想定外荷重を扱う研究の重要性が増し

てきた．現行の計画規模の土石流荷重に対して決定した

砂防堰堤に，土石流ピーク流量を変化させ土石流荷重を

算出し，安定上限界となる極限状態の土石流荷重を求め

ている．この極限状態の土石流荷重を用いて，3 次元有

限要素法にて衝撃解析を行い，鋼製透過型砂防堰堤の全

体の応答より局部的な応答が支配的であることが確認

された（図-4）． 

3.4 カテゴリー(4)捕捉性能に関する研究(水理実験編） 

 捕捉性能に関する水理実験の研究は 10 テーマがある．

本カテゴリーは，主に水理実験にて流木混じり土石流に

関する捕捉性能を検証している． 

平成 25 年の伊豆大島土石流災害では巨礫の捕捉が少

ないにも関わらず後続流の土砂を捕捉した．これまでの

礫と流木混じり土石流とは異なる捕捉形態に着目し，土

砂と流木混じりにおける捕捉効果について，実験的に検

討している(図-5)．流木モデルは，幹のみ，根付き流木

などを表現し，土砂と流木モデルを混合し土砂捕捉率の

影響を検討している． 

3.5 カテゴリー(5)捕捉性能に関する研究（解析編） 

捕捉性能に関する解析的研究は 18 テーマがある．本

カテゴリーは，耐荷性能に関する研究とは異なり，水理

実験を解析的に検討し，捕捉過程をシミュレーションす

ることを目的としている． 

鋼製透過型砂防堰堤の礫と流木混じり土石流の捕捉

の水理実験から，流木を円柱形要素によってモデル化し

た個別要素法を用いて，流木捕捉工周辺における流木の

流れおよび流木捕捉工の閉塞挙動の解析を行っている．

その結果，流木捕捉工の捕捉効果を解析する手法を開発

している． 

4. まとめ

本報告を通して，砂防分野の歴史的な推移とニーズに

ついて示すことができた．このことから社会基盤整備が

限定的である状況のなかで，既存の砂防施設をいかに効

率的に維持し，機能発揮させることが求められているこ

ともわかる．今後もこれらのニーズに対応するためにも，

基礎研究の重要性を認識し，今後も国土保全に資する研

究を進めていきたい． 
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図-3 改良の設置事例 2)

図-4 解析モデル 3) 

図-5 水理実験の状況
4)
 

図-6  水理実験の状況と解析結果
5) 
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