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１．はじめに

平成 23 年台風 12 号により紀伊半島では大規模

な斜面崩壊が多数発生した．熊野川水系十津川左

支川滝川流域栗平川の左岸斜面では，面積，土砂

量ともに最大規模の深層崩壊が発生し，崩壊土砂

が下部の河道を閉塞することによって，高さ約

100m の天然ダムが形成された（図１）． 
栗平地区では，天然ダムの侵食とそれに伴う土

砂の流出防止を目的として，天然ダムの下流約

2km の区間に 4 基の砂防堰堤を計画し，最下流の

栗平砂防１号堰堤は，平成 29 年 2 月に竣工して

いる．

その一方で，栗平地区では，台風等の影響で，河

道閉塞部に建設されていた仮排水路工や仮設ブロ

ックが流出するなど，近年も大規模な侵食と土砂

の流出が発生している．

ここでは，多くの実施事例が報告されている数

値シミュレーションモデル HyperKANAKO（中

谷ほか 2018）を用いて，計画されている砂防堰

堤の施工時の課題を抽出するとともに，その対策

と有効性を検討した．

２．計算モデルと計算条件

HyperKANAKO は，土石流から掃流砂までの土

砂移動形態に対応した河床変動モデルであり，河

道における侵食・堆積と扇状地等における氾濫を

同時に解くことが可能な 1 次元 2 次元結合型のシ

ミュレーションモデルである．ただし，本検討は河

道部を対象としているため，1 次元河床変動計算の

みを実施した．

計算区間は，砂防堰堤計画区間を含む，深層崩壊

下部から下流約 5km とした．2 号堰堤から 4 号堰

堤までの施設施工時に昨年度と同等の降雨があっ

た場合の被害予測と，その対策検討を目的とした

予測計算を実施した．

計算ケースは，令和元年台風 10 号後の LP 計測

データに計画施設を下流から 1 基ずつ設置した状

態を想定したもの，堰堤直下の侵食防止を目的と

して，計画堰堤間に前庭保護工，床固工，小規模砂

防堰堤を設置した対策案，計画堰堤完成後の堆砂

地埋戻し勾配を 1/20（4 号砂防堰堤は，1/20 では

元地形と交差しないため 1/28）としたものを実施

した．また，比較のために既設堰堤のみのケースも

実施し，計 8 ケースとした（表２，図３，図４）． 
流入流量は，令和元年台風 10 号時栗平地点で観

測された雨量データをもとに貯留関数法で推定し

たハイドログラフ（ピーク流量 75m3/s）とし，上

流端から平衡給砂で土砂を流入させた．

 

 

 

 

No. 目的 計画施設
堆砂地

埋戻し勾配
計画堰堤下流の

侵食対策

既設のみ 比較
無し

（既設1号堰堤のみ）
- -

case1 2号堰堤完成 水平 なし

case2 2号,3号堰堤完成 水平 〃

case3
2号,3号,

4号堰堤完成
水平 〃

case4
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

前庭保護工設置
（堰堤前面の30m区間）

case5
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

計画堰堤間に2基ずつ
床固工を設置

case6
2号,3号,

4号堰堤完成
水平

計画堰堤間に1基ずつ
堰堤を設置

case7
2号,3号,

4号堰堤完成
1/20

（4号堰堤は1/28）
〃

対策施設
施工中の
被害検討

注）黄色着色は、各ケースの特徴となる条件

構造物
直下流の
侵食対策

検討

表１ 計算条件 

図１ 対象地区の位置 

表２ 実施した計算ケース 

計算区間
仮排水路上流端
 ～栗平取水堰上流部

計算間隔 10m

平均粒径
0.0375m（河道閉塞部の
 河床材料調査平均粒径）

侵食可能深
平成23年台風12号以前の
 河床を参考に設定

砂礫密度 2,650 kg/m3

間隙流体密度 1,000 kg/m3

内部摩擦角 37.0°

堆積速度係数 0.05

侵食速度係数 0.0007

マニングの粗度係数 0.03

1km 
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３．計算結果

3.1 計画堰堤施工中の被害 

図５(a)を見ると，令和元年台風 10 号時に侵食

がみられた深層崩壊下部付近（図３：追加距離

4,000m～5,000m）にかけて，既設のみの予測計

算では侵食が予測されているのに対し，計画堰堤

完成後(case3)は侵食が抑えられる傾向にあり，

計画施設が効果を発揮する傾向がみられる．一

方，各砂防堰堤設置後のいずれのケースも設置が

完成し概成時に近づくほど，堰堤直下の侵食が深

刻になることが分かった(case1～case3)． 
3.2 計画堰堤直下の侵食対策 

図５(b)を見ると，計画堰堤直下の侵食を防止す

るために，前提保護工の設置(case4)，床固工の設

置(case5），小規模堰堤の設置(case6)を実施したい

ずれのケースも，対策施設部およびその上流の侵

食が抑制される一方で，施設の直下流が大きく侵

食されることが分かった．

3.3 計画堰堤堆砂地の埋戻し 

図５(c)を見ると，計画施設の堆砂地を元河床勾

配の約 1/2 で埋戻すと，4 号砂防堰堤の直下流で

2.8m 程度侵食するものの，それ以外の堰堤では

1m 未満しか侵食されない結果となった(case6)．
水平に埋戻す条件では堰堤堆砂地に捕捉されてい

た土砂が，埋戻し勾配 1/20 とした場合には下流に

流出したため，堰堤直下での土砂濃度が大きくな

り，侵食が防止されたと推察される．

予測計算結果をもとに，計画堰堤を水平より大

きい勾配で埋戻すとともに，4 号砂防堰堤をはじ

めとした堰堤の直下は，復旧が比較的容易な小規

模な施設等で侵食防止を行い，状況に応じて復旧

を行うなどの対策が有効であると考えた．

４．おわりに

HyperKANAKO を用いて様々な条件を想定し

た数値シミュレーションを実施することで，栗平

地区における計画施設施工時の課題と対策効果を

検討できた．今後、中長期的な施工後の課題を確認

するとともに、予測結果と実際の現象を比較し，手

法や条件設定等を検証，改善していく必要がある

と考えている．

数値シミュレーションは，比較的安価に様々な

条件の予測を行うことが可能である．近年，広範囲

で航空レーザ測量が実施され，高精度の地形デー

タ作成が可能であることから，これらを活用した

数値シミュレーションによる対策の検討をさらに

進めることが有効であると考えられる．
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図３ 計画堰堤および対策施設の位置 
※着色は令和元年台風10号前後の差分解析結果

図５ 予測計算による河床変動高 
（(a)計画堰堤の被害，(b)侵食対策の効果 

(c)堆砂地埋戻し勾配の影響） 

図４ 計算前の河床高 

Case3 Case4
Case5 Case6

Case3
Case7

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

2 号堰堤↓ 

3 号堰堤↑ ↑4 号堰堤 

床固工
小規模堰堤

(a) 

(b) 

(c)
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