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１．はじめに 

立山砂防事務所では，施工後，数十年経過した既設

砂防堰堤の補強対策検討にあたり，現行の設計基準を

踏まえつつ，現地計測・調査データ,数値解析および過

去の出水の実績等を総合的に取り入れた補強設計や条

件検討を行ってきている１）２)。一例として，サブ谷砂

防堰堤では, 堰堤に作用する水圧等の評価を行い，腹

付け補強厚の減少を検討している１）２)。 

本稿では，サブ谷砂防堰堤を対象に，堰堤の補強対

策の一環である前庭保護工整備に伴い，堰堤に作用す

る水圧(揚圧力)の評価をした。まず，既往成果１)より

現地で圧力計により計測されている堰堤底面に作用す

る水圧と解析結果を比較して，揚圧力に関する考察を

行った。また，堰堤に作用する水圧減少の方策をエネ

ルギー保存則により評価した。それを受けて，排水ド

レーンの形状等に関する検討を行い，結果として，水

圧を減少させるための排水ドレーン案を検討した。こ

れらの検討にあたり得られた成果をそれぞれ報告する。 

２．現地計測等に基づく揚圧力分布の検討 

現行設計基準を踏まえた上で，現地計測等に基づき，

堤体に作用する外力条件の検討の一環として，堰堤底

面に作用する水圧(揚圧力)の検討を行った。 

本堰堤底面に作用する揚圧力を把握するため，既往

報告 1)では,堤底の圧力水頭を上下流に配置したボー

リング 2 孔の水位計で通年観測し(図１参照)，2 次元

ＦＥＭによる浸透流解析で再現・内挿することで,計画

洪水時の揚圧力分布を推定し揚圧力係数を算定した。

検討により，以下の結果を得た(図１参照)。 

・観測値の再現解析にて揚圧力係数が A 測線より大き

いC測線を代表断面とした。

・C 測線の計画洪水時の揚圧力係数は，砂礫層の一般

的な揚圧力係数1.0に対し1/3程度となった 1) 。

・C 測線の計画洪水時の圧力水頭分布は設計等で示さ

れる台形分布ではなく曲線的な分布となった 1)。

なお、既往実験成果３)によると，小縮尺の直線水路実

験で堰堤底面に作用する圧力分布は四角形に近い分布

形状で，揚圧係数が1/6となるケースもあった。 

３．前庭保護工による水圧分布の変化の試算 

本堰堤の補強対策の一環である前庭保護工整備に伴

い，堰堤底面に作用する水圧の変化を評価した。ここ

では，揚圧力係数の検討で構築した浸透流解析モデル

を用いて，副提および前庭保護工をコンクリート相当

の低い透水性を持つ要素としてモデル化し，底面に作

用する水圧分布を試算した(図 2 上段参照)。堰堤底面

に作用する圧力水頭(揚圧力)分布図を図3に示す。 

その結果，副提および前庭保護工の設置によって，

堰堤底面に作用する揚圧力の全体的な増加傾向が確認

された(図 2，図 3 参照)。この傾向は，補強前では堰

堤直下流の河床に通じていた浸透経路が，前提保護工

等によって断たれ，副提下流までの経路が主となり，

浸透長が伸びて，動水勾配が減少したことが原因と考

えられる。 

 

圧力水頭分布 

圧力水頭分布 

図２ 補強対策前後の地盤中の水圧分布の違い 

(上段:圧力水頭分布図(補強後のコンターに加筆)) 

(下段:堤体底面及び前提保護工下面のピエゾ水頭) 
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４．排水ドレーン新設による揚圧力の低減対策 

揚圧力の増加によって，本堤の滑動に対する抵抗力

の減少，転倒モーメントの増大のため，堤体の安定性

が損なわれる可能性も考えられる。 

そこで，排水ドレーンの新設による揚圧力低減対策

を検討した。その際，排水ドレーンの構造や機能低下

など細部の条件変化に応じた解析を行うには、浸透流

解析では精度上の限界がある。そこで，過年度(H29 年

度)の揚圧力分布・係数に関する水路実験結果 3)を参考

とし，堰堤底面に作用する揚圧力分布を考察し，揚圧

力係数の範囲等を検討することとした。現象を単純化

すると，堤体底部を通る浸透流は管路流での近似が可

能である(ベルヌーイの定理を用いた満管計算による

近似：以下、水理計算と称す)。以下に設定項目，検討

内容を示す。 

①堰堤堆砂域内の浸透 

・現地観測データの適用→解析用のHead 値の設定

・有効間隙率等をパラメータにした浸透流量の予測

②ドレーンによる排水能力の評価、予測

・有効間隙率、管径、摩擦損失・形状損失をパラメ

ータにした解析、排水能力の評価

③揚圧力や圧力差に着目した排水孔案への評価

・単純なモデル化により鉛直排水孔(案)等の機能

以上の水理計算による検討結果の一例を図４に示す。

図４は，既設堰堤への補強対策後に副提等への新たな

排水ドレーンを設置した場合(水平案)の堰堤底面から

暗渠出口までに作用する圧力水頭分布図である。排水

ドレーンのない場合の補強後ケースでの本堤底面下流

端での水頭(図３の赤丸)と比べると，排水ドレーンを

設置した場合(図 4の赤丸)は揚圧力が低減されている

ことが確認できた。 

また，構造検討のため，前庭保護工に鉛直に排水ド

レーンを設けた場合(鉛直案)の試算を図５に示した。

水平案と鉛直案の比較結果を表１に示す。表１より，

着目点：水叩き中央付近での揚圧力(図 4，図 5の赤い

四角枠)は鉛直案＞水叩き上の水深＞水平案の順であ

り，鉛直案では浮き上がりの懸念がある。したがって

鉛直案よりも水平案が望ましいと考えられる。 

一方で排水ドレーンの適用においては，施設完成後，

機能低下がないかモニタリングが必要と考えられる。 

５．おわりに 

以上より分かったことを以下に整理する。 

・計画洪水時の揚圧力係数を推定すると砂礫層の一般

的な揚圧力係数1.0に対し1/3程度となった 1)。

・堰堤の補強対策の一環として、副提および前庭保護

工を設置すると，堰堤底面に作用する揚圧力が全体

的に増加する可能性が示唆された。

・排水ドレーン設置による揚圧力低減対策を検討した

ところ、鉛直案よりも水平案の方で効果があった。

表１ 排水ドレーン構造比較検討結果 

ケース名 水平案(図４) 鉛直案(図５) 

揚圧力係数※ 0.299 0.343 

着目点での揚圧力 4.89m(水頭) 12.3m(水頭) 

参考 水叩き上の水深との比較 ＜ 10.1m ＞ 10.1m 

※本堤底面上流端での水面までの水深に対する算出圧力水頭の比
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図４ 排水ドレーン設置時の水理計算結果(水平案) 

図３ 堰堤底面に作用する圧力水頭分布図 

図５ 排水ドレーン設置時の水理計算結果(鉛直案) 
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