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１．はじめに 
 平成 30 年 7 月豪雨に伴う広島県の石積堰堤の被災
を受け、国土交通省や自治体では石積堰堤の調査、補
強対策が進められている。 

石積堰堤は昭和 30 年頃に多く施工され、その堤体
内部は主に粗石コンクリートが使用されている。施工
技術等の影響もあり、堤体内部の粗石コンクリートに
は脆弱なものがある。これらの内部状況を把握するた
め、堤体ボーリングや弾性波探査等の非破壊調査が実
施されている。 
 堤体ボーリングや非破壊調査等の内部劣化状況調査
を実施し砂防施設の健全性評価をした事例には山中
（2011）1)等があるが、対策要否判定事例は少ない。 

本検討では、新庄河川事務所管内の粗石コンクリー
ト堰堤を対象に堤体内部の劣化状況等を調査し、山中
（2011）等を参考に対策要否を判定した事例について
紹介する。

２．調査の概要 
２.１ 対象施設の抽出 
 堤体ボーリング、非破壊調査等により対策要否を検
討する対象施設を抽出した。抽出にあたっては、管内
の粗石コンクリート堰堤の目視点検を実施し、変状の
有無、対策の有無等を確認した。また、管内の評価基
準に基づき健全度評価を実施した。 
平成 30 年 7 月豪雨で被災した石積堰堤には、健全

度評価 Bの施設が含まれていたことが報告されている
2)。そのため対象施設は健全度 B も含めて抽出した。

対象施設は漏水や堤体への植生侵入等が生じ、内部
劣化が疑われる粗石コンクリート堰堤 9基とした。 

２.２ 調査手法 
 本検討では「目視では確認困難な外観変状の確認」
と「堤体内部の劣化状況の確認」を主な目的として、
表 1 の調査を実施した。なお、対象施設に既往調査結
果がある場合は、それを活用した。 

表 1 本検討で実施した調査 

２.３ 調査結果 
２.３.１ 赤外線カメラ撮影 
対象施設 9 基中 2 基で赤外線カメラ撮影を実施し

た。調査の結果、目視調査では視認できない漏水箇所
を検知した。 

２.３.２ SfM 多視点ステレオ写真測量による差分解析 
対象施設 9 基中 2 基で SfM 多視点ステレオ写真測量

による差分解析を実施した。解析の結果、2基とも構

造の歪み、孕みがないことを確認した。 
なお、構造物表面に植生が被覆する場合、本手法で

は植生部分を捉えてしまい、その背面にある構造物を
解析できない。精度向上のためには、撮影前に可能な
限り植生を除去することが望ましい。 

２.３.３ 堤体ボーリング、ボアホールカメラ撮影 
 対象施設 9基中 2 基でボーリング調査を実施し、採
取したコアの劣化状況（礫状化・空洞化等）を確認し
た（図 1）。また、ボアホールカメラ撮影により孔内を
観察し、亀裂の状況を確認した。 

図 1 ボーリング調査結果の例 

２.３.４ 弾性波探査 
対象施設 9 基で弾性波透過法を実施し、うち 4 基で

弾性波トモグラフィを実施した。弾性波透過法は単測
線での測定結果であり、比較的簡易な手法であるが、
一次元的な結果となる。一方、弾性波トモグラフィは
複数の受振点、起振点により調査領域を取り囲むよう
に調査し、二次元的な結果を得られるが、透過法に比
べ作業時間を要する。 

弾性波速度の最低値は、弾性波透過法で
2.7km/s 程度、弾性波トモグラフィで 2.0～
2.2km/s 程度であった（図 2）。 

図 2 弾性波探査結果の例 

２.３.５ 電気探査（比抵抗法２次元探査） 
対象施設 9 基中 1 基で電気探査（比抵抗法２次元探

査）を実施した。見掛けの比抵抗分布図を作成した結
果、弱部と考えられる高比抵抗部が検出された。 
ただし、逆解析計算時に電極を接地した袖天端から

くさび型の高比抵抗部（異常値）が検出されたことか
ら、活用にあたっては接地抵抗低減が課題である。 

３．弾性波速度による評価基準の検討 
 対象施設の内部劣化程度を評価するため、弾性波速
度による内部劣化程度の評価基準について検討した。 

礫状化・空洞化している箇所

調査⽬的
① ⾚外線カメラ撮影
② SfM多視点ステレオ写真測量による差分解析
③ 堤体ボーリング、ボアホールカメラ撮影
④ 弾性波探査（透過法、トモグラフィ）
⑤ 電気探査（⽐抵抗法２次元探査）
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況の確認

調査内容
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３.１ 既往研究による評価基準 
 山中（2011）では、砂防施設の健全度を簡便に判定
することを目的として、弾性波探査結果を活用した維
持管理手法が提案されている。山中（2011）では、粗
石玉石コンクリート造及び純コンクリート造の砂防堰
堤 40 基を対象に弾性波透過法を実施し、表 2 に示す
評価基準を設定している。 

表 2 弾性波速度による健全度評価基準(山中(2011)) 

３.２ 本検討における評価基準 
３.２.１ カテゴリー区分 
 本検討では、弾性波速度の評価基準の設定にあたっ
て主堤本体の下流法面処理に着目し、対象施設をカテ
ゴリー分類した（表 3）。 

表 3 下流面処理の違いによるカテゴリー区分  

３.２.２ 弾性波透過法による評価基準 
 先ず、ボーリング調査結果から、調査対象の各部位
（越流部・非越流部）の内部劣化状況を、既往調査結
果を参考に「大」、「中」、「小」の 3段階で評価した。 
 次に、上記の評価が「中」または「大」の施設・部
位を抽出し、カテゴリー毎に弾性波透過法の最低速度
を整理した（図 3）。 

カテゴリーⅡの施設・部位の内部劣化程度はいずれ
も「中」で表 2 の「やや不良」に区分された。一方、
カテゴリーⅠの施設・部位の内部劣化程度は「大」と
「中」があったが、いずれも表 2 の「概ね良好」に区
分された。
弾性波の伝搬速度は、一般に、物体が硬質緻密なほ

ど速い。当時の施工技術を踏まえると、堤体内部の状
態が同様であれば下流法面処理がコンクリートである
カテゴリーⅡよりも石積であるカテゴリーⅠの方が、
弾性波の伝播速度が速いことが想定される。
そこで、本検討ではカテゴリーⅠとⅡで評価基準を

分けるものとし、カテゴリーⅠについては、山中
（2011）で提案された「やや不良」と「概ね良好」の
評価閾値を 2.8km/s から 3.0km/s に見直した。 

図 3 カテゴリー別の弾性波速度と評価区分 

３.２.３ 弾性波トモグラフィによる評価基準 
弾性波トモグラフィの速度基準は、弾性波透過法

の基準を基に設定した。弾性波透過法の低速度値と弾
性波トモグラフィの低速度域を比較した結果、弾性波
トモグラフィの方がやや低い速度であった。本検討で

は、弾性波透過法と弾性波トモグラフィの低速度域の
速度差を考慮し、弾性波トモグラフィの速度基準は弾
性波透過法の「やや不良」と「概ね良好」の評価閾値
を 0.2km/s 低く設定した（表 4）。 

表 4 弾性波速度による内部劣化程度の評価基準 

４．対策要否の判定 
 調査結果を基に粗石コンクリート堰堤の対策要否を
判定した。対策要否は流下形態別に評価方法を設定
し、「内部劣化状況」、「外観変状と内部劣化の連続
性」、「基礎付近の評価」により判定した（図 4）。「内
部劣化状況」の評価は、ボーリングの劣化程度「中」
と弾性波速度による「やや不良」を B（弱部あり）、ボ
ーリングの劣化程度「大」と弾性波速度による「不
良」を C（顕著な弱部あり）と区分した。 
検討の結果、9 基中 5 基を要対策と判定した。 

図 4 対策要否の判定フロー 

表 5 堤体内部の劣化状況及び基礎部付近の評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．おわりに 
 本検討では、粗石コンクリート堰堤を対象に内部劣
化状況調査を実施し、対策要否を判定した。今後、調
査事例の蓄積や改築時の堤体内部の観察等により、内
部劣化状況調査の精度向上を図る予定である。 
【参考文献】1) 山中僚；非破壊調査による既設砂防
堰堤の健全度評価, 砂防学会誌, Vol.63, No.5, 
p.73-77, 2011 2) 平成 30 年 7 月豪雨災害を踏まえ
た今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会 第 1 回
砂防部会資料 資料 1 平成 30 年 7 月豪雨災害における
被災堰堤一覧表, 広島県砂防課, 平成 30 年 9 月 10 日
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弾性波速度(km/s)Ⅰ Ⅱ

⼤

中

不良 やや不良 概ね良好 良好

ｶﾃｺﾞﾘｰ 主堤本体の下流⾯処理 備考
Ⅰ ⽯積 概ねS30以前竣⼯
Ⅱ コンクリート 概ねS30以降竣⼯

ｶﾃ
ｺﾞﾘｰ 不良 やや不良 概ね良好 良好
Ⅰ 2.0km/s未満 2.0〜3.0km/s 3.0〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅱ 2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅰ 2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上
Ⅱ 2.0km/s未満 2.0〜2.6km/s 2.6〜3.3km/s 3.3km/s以上

内部の劣化程度

トモグ
ラフィ

透過法

調査
⼿法

不良 やや不良 概ね良好 良好
2.0km/s未満 2.0〜2.8km/s 2.8〜3.3km/s 3.3km/s以上

堤体の健全度

項⽬ 評価 評価基準
A 堤体内部に弱部等が確認されない
B 堤体内部に弱部等が確認される（やや不良・劣化程度中）
C 堤体内部に顕著な弱部等が確認される（不良・劣化程度⼤）
A 基礎部付近に弱部等※が確認されない
B 基礎部付近に弱部等※が確認されるが、前庭保護⼯有り

C 基礎部付近に弱部等※が確認され、前庭保護⼯が設置されていない
または設置されているが顕著な損傷有り（変状レベルc相当）
※堤体内部劣化が疑われる変状
カテゴリーⅠ；基礎洗掘、ひび割れ、漏⽔、積⽯⽋損等
カテゴリーⅡ；基礎洗掘、著しい断⾯⽋損等

堤体内部
劣化状況
の評価

基礎部付
近の評価
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