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1. はじめに

越美山系砂防事務所管内では，根尾西谷川流域を

対象に天然ダムタイプ（短期決壊型）の深層崩壊現

象に対する事前のハード対策を検討し，不透過型砂

防堰堤（ローダム）を 1 基新設することで堰堤下流

域の氾濫被害を大幅に低減でき，かつ費用対効果も

高いことを明らかにしている。本稿では，その後の

検討として，深層崩壊に起因する土砂災害に対応す

る砂防堰堤の施設設計検討について報告する。 

2. 不透過型砂防堰堤の効果

不透過型砂防堰堤は，堆砂影響により，天然ダムのピークを軽減する以下の効果が期待できる。 

① 山脚固定効果

深層崩壊対象斜面の下流に計画施設を配置することで，山脚固定

による深層崩壊発生の抑制・抑止。 

② 天然ダム高を減ずる効果

堆砂域の効果（川幅の拡幅，河床勾配の緩傾斜化）により，天然

ダムの高さの低減。 

3. 施設設計検討

3.1, 設計方針 

深層崩壊対応施設として計画施設を検討するにあたって，“国立研究開発法人 土木研究所”に意見聴取を行

い，その結果を踏まえ計画施設の設計方針を以下のとおりとした。 

① 設計外力の設定方法

深層崩壊対応のハード対策として新たな知見は得られていないため，安定計算に用いる外力については，

LADOF モデルによる一次元河床変動計算結果を用いる。 

② 本堰堤の安定条件

堰堤が堆砂するまでの期間に天然ダムが形成・決壊する場合を想定し，本堰堤は「天然ダムの決壊時の設計外

力」に対し安定する構造を確保する。 

③ 袖部及び前庭保護工の安定条件

満砂後は，深層崩壊対応施設として期待する効果（天然ダム決壊流量のピークカット）は発現しており，天然

ダムの形成・決壊時においても本堰堤は安定する構造を有し堆砂した土砂の流出は防止することができるため，

袖部及び前庭保護工は，通

常の水系砂防計画で想定す

る規模を設計外力とする。 

④ 堆砂条件

満砂までの期間を試算す

ると 30 年以上を有する想

定されることから，深層崩

壊想定斜面の直下への計画

的な土砂投入による強制堆

砂についても検討を行う。 
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図 1 検討対象施設と深層崩壊想定斜面の位置 

①山脚固定効果 ②天然ダム高を減ずる効果

③天然ダム決壊高の低減効果図 2 不透過型堰堤に期待する効果 

図 3 計画施設の設計方針 

時 間 経 過

深層崩壊対策施設としての効果発現

未満砂 満砂

本業務の予備設計の範囲

・袖部 ⇒ 水系砂防計画対応の形状
・前庭保護工 ⇒ 水系砂防計画対応の形状

水系砂防施設としての効果発現

・本堰堤（本体工）⇒ 深層崩壊対応（「天然ダムの決壊時の設計外力に安定」する構造を確保）

・袖部 ⇒ 破損した場合は補修
・前庭保護工 ⇒ 破損した場合は補修
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3.2, 設計外力 

計画施設は，堰堤高が 14.5m（15m 未満）であること

から，考慮する設計外力は静水圧とする。なお，静水圧

は，一次元河床変動計算により求めた天然ダム決壊流量

に対する最大水深を用いて算出した。 

天然ダムの決壊時は，満砂状態にあることを想定していることから，静水圧に加え堆砂圧が設計外力として作

用すると考えられる。しかし，一般的に堆砂圧を考慮した方が安全となることから，不測の事態を考慮して堆砂

圧を考慮する場合としない場合の 2 ケースの設計外力を想定することとした。 

3.3, 安定計算結果 

本堰堤は，天然ダムの決壊時に安定する構造となるよ

うに，安定計算により断面形状を決定した。安定計算に

よる天端幅と上流のり勾配の関係を表 2 に示す。これに

よると，天端幅を狭くして上流勾配を緩くするほど断面

積が小さくなる傾向がみられることが確認された。 

4. 費用対効果の検討

4.1, 費用対効果の分析ケース 

深層崩壊に起因する土砂災害に対する砂防堰堤の施設設計検討を踏まえ，仮に根尾西谷川流域のみを対象にし

た水系砂防施設を整備した場合と，深層崩壊対応施設を整備した場合を想定した費用対効果分析（以下，B/C）を

実施し，施設の整備効果を比較した。B/C 算出ケースは下記の A～C ケースを基本とし，便益の発現タイミング

を変化させた計 10 ケース検討した。 

4.2, 費用対効果分析結果 

費用対効果分析は，「砂防

事業の費用便益分析マニュ

アル（案）」を踏まえ直接被

害抑止効果及び間接被害抑

止効果を計上した。

現場状況を反映した工事

用道路・転流工等の仮設工

事費を含めた費用対効果分

析を検討した結果，ケース

A，ケース B では B/C＜1 であったが，事業評価上で水系砂防上の効果がある砂防施設としての位置づけができ

れば，深層崩壊対策としての効果を確認したケース C で B/C≧1 となることが確認された。 

5. おわりに

本検討により，深層崩壊対策施設としての砂防堰堤の実現性について確認することができた。今後は土砂洪水

氾濫対策計画で位置付けられた砂防施設を対象に，堰堤周辺の深層崩壊危険斜面の分布や保全対象との位置関係

を勘案し深層崩壊対応の可否を検討することが，事業評価上での位置づけも含め重要な視点であると考える。 

崩壊規模 ： 150 万 m3

決壊タイプ ： 短期決壊型（24 時間以内に越水） 

天然ダムの決壊流量 ： 10,741m3/s 

設計水深 ： 14.1m（最大水深） 

表 1 一次元河床変動計算結果 

図 4 費用対効果分析結果 

堰堤高14.5m，下流のり勾配1：0.2の場合 単位：m2

1：0.90 1：0.85 1：0.80 1：0.75

2.50 151.89 146.63 141.38 136.12

3.00 159.14 153.88 148.63 143.37

3.50 166.39 161.13 155.88 150.62

4.00 173.64 168.38 163.13 157.87

不安定領域 安定領域

天端幅（m）
上流のり勾配

表 2 断面形状別の断面積の比較 

ケース A：
深層崩壊対応施設を整備し
た場合と整備しなかった場合
の比較

ケース B：
水系砂防施設を整備した場
合と整備しなかった場合の
比較

ケース C：
水系砂防施設を整備した場
合と深層崩壊対応施設を整
備した場合の比較
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評価内容
深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

深層崩壊

対応施設

水系砂防

施設

水系砂防

施設

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

深層崩壊対策

効果のみ

キャッシュ

フロー
再評価と同様 完成後に発現

完成33年後

に発現

完成10年後

に発現

（強制堆砂）

再評価と同様 完成後に発現 再評価と同様 完成後に発現
完成33年後

に発現

完成10年後

に発現

（強制堆砂）

事業を実施しない場合
（WITH)

事業を実施した場合
（WITHOUT）

B/C検討
ケース

便益キャッシュフロー設定内容

ケースA-1 事業評価と同手法
ケースA-2 施設完成後に便益が発現

ケースA-3
施設完成33年後に全ての便益が発現
（強制堆砂無し）

ケースA-4
施設完成10年後に全ての便益が発現
（強制堆砂あり）

ケースB-1 事業評価と同手法
ケースB-2 施設完成後に便益が発現
ケースC-1 事業評価と同手法
ケースC-2 施設完成後に便益が発現

ケースC-3
施設完成33年後に全ての便益が発現
（強制堆砂無し）

ケースC-4
施設完成10年後に全ての便益が発現
（強制堆砂あり）

ケースC
深層崩壊対応
施設を整備

水系砂防施設
を整備

水系砂防施設
を整備

現況施設時

深層崩壊対応
施設を整備

現況施設時ケースA

ケースB

表 3 費用対効果分析ケース 
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