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１．はじめに  

農林水産省農村振興局防災課によると、全国のため池の緊急点検を行った結果、調査対象とな

った１ha以上の受益面積を持つため池 10万箇所のうち 5,740箇所で緊急的な対応を要するとされ

ている 1)。また、2004 年台風 23 号では、兵庫県下で 186 個のため池が決壊し、下流域に多大な

被害を及ぼした 2)。毎年、豪雨によって 300 箇所以上のため池が被災しており、豪雨対策が急務

となっている。 

従来のため池改修は、前刃金工法を基本とした全面改修が一般的である。前刃金工法は、堤体

上流斜面を段切り掘削し、刃金土（粘性土）とさや土を設置する工法 3)であり、大きな掘削と盛

土を伴う。また、堤体の改修とともに、洪水吐も改修されるが、洪水吐を設置する地山の地形が

急峻な場合、掘削土量が多大になる場合がある。従来工法は、堤体の掘削・盛土や洪水吐のコン

クリート打設等により、工事期間が通常２年と長く、ため池受益農地の作付けに影響する場合が

多い。中山間地のため池の中には、堤体までのアクセスが悪いものが多いため、工事用道路など

の間接工費が多大となり、経済的な理由から改修が遅れる場合もある。 

また、従来工法に加えて、特殊な形状の大型土嚢を積み上げて堤体を築造し、堤体越流時の侵

食抵抗と耐震性を向上する対策工法 4)5)6)7)8) が提案されている。しかし、土嚢の設置工程が増える

とともに，保護工の材料が重量物であるなど，アクセスの悪いため池への適用については施工性

の改善等の課題が残されている。以上のように、数多くのため池に対して、有効な豪雨対策手法

が開発されていないのが現状である。 

本研究では、アクセスが悪く、従来では改修が困難であった中小規模のため池を対象に、低コ
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図-１ ため池下流斜面のすべり      図-２ ため池に発生したパイピング 
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ストに豪雨対策を施すことを目的として、堤体を大きく掘削することなく、堤体表面に遮水性を

付与した軽量の侵食防止マットを設置する工法（堤体表面被覆工法）を開発した結果を報告する。 

 

２．堤体表面被覆工法の概要 

本工法は、①アクセスの悪いため池でも搬入が容易な軽量資材を用いる、②土工を極力少なく

する、③工期を短縮する、④改修コストを縮減する、ことをコンセプトとして、以下の二つの対

策を目的として開発を行った。 

①豪雨時に発生するすべり、パイピング、越流破壊を防止する 

②豪雨対策と同時に上流斜面の波浪侵食を防止する 

豪雨時のため池の崩壊パターンのうち、すべり（図-１）とパイピング（図-２）は、降雨浸透

や貯水からの浸透による浸潤線上昇が堤体を不安定化することが主な原因である。また、越流破

壊（図-３）は、洪水吐放流能力以上の流入により貯水が堤体を越流して斜面を侵食することが主

な原因である。本工法では、斜面を直接補強する

のではなく、遮水性を持つ侵食防止マットを天

端・下流斜面に敷設することによって、降雨浸透

を抑制し、堤体安定性低下の原因となる浸潤線上

昇を防止するとともに、堤体越流時の法面侵食を

防止する。 

また、図-４に示すように、上流斜面が波浪侵食

を受けて堤体の断面形状が大きく変化すると、堤

体の安定性や遮水性に大きな影響を及ぼす。従来

工法では、波浪侵食防止対策として張ブロックや

ブロックマットを上流斜面に敷設するが、本工法

では、上流斜面にも侵食防止マットを敷設するこ

とにより、豪雨対策と同時に簡便に波浪侵食対策

を行う。下流斜面から上流斜面まで連続的にマッ

トを敷設することによって、施工性の向上も図っ

ている。 
図-５に堤体表面被覆工法の機能をまとめる。本
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図-３ ため池の越流破壊        図-４ ため池上流斜面の波浪侵食 
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図-５ 堤体表面被覆の機能 
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工法は、すべり、パイピングを防止するための降雨浸透抑制機能、堤体越流による崩壊を防止す

るための越流侵食防止機能、上流斜面の経年的な波浪侵食を防止するための波浪侵食防止機能を

持つ。本稿では、主に豪雨対策としての降雨浸透抑制機能、越流侵食防止機能について詳細に述

べる。波浪侵食防止機能の詳細については文献 9)を参照されたい。以下に、被覆材の構造と機能、

効果の検証結果を述べる。 

 
３．堤体表面被覆工法の構造と機能 

堤体表面被覆工法の構造を図-６に示す。本工法では、堤体表面の整形を行う以外、掘削・盛土

は行わず、堤体表面に軽量な侵食防止マットを敷設する。 

図-６の下流斜面断面図に示すように、天端、堤体表面は、遮水シートの上に侵食防止マットを

設置し、その上に植生基盤材として中詰め材の土を投入し、芝等の植生を設置する構造とした。

本稿では詳細に述べないが、上流斜面では、遮水シートを敷設せず、侵食防止マットの背面に吸

い出し防止シートを設置し、中詰め材として小礫を

投入する構造である。侵食防止マットは、図-７に示

すように、ポリプロピレン樹脂を絡ませたものであ

り、河川堤防の表法の侵食防止対策にも用いられて

いるものである。また、遮水シートは、撥水性ポリ

プロピレン不織布であり、侵食防止マットに溶着さ

れているため、一度の工程で遮水シートと侵食防止

マットを敷設することができる。植生は、根でマッ

トを固定して、堤体越流時の水流や台風の風等によ

る流亡を防ぐために設置する。 

天端・下流斜面の被覆材の機能は二つあり、図-
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図-６ 堤体表面被覆工法の概要 

 
 

図-７ 遮水シートが溶着された 

侵食防止マット 
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５(a)、(b)に示すように、降雨浸透抑制機能と越

流侵食防止機能を持つ。以下にそれぞれの機能を

実験的に検証した結果を示す。 
(1) 降雨浸透抑制機能 

一つ目の降雨浸透の抑制機能について以下に

示す。上述したように、天端・下流斜面側では、

遮水性シートが溶着された侵食防止マットに土材

料の中詰め材を投入し植生（芝）を設置する。植

生は、侵食防止マットを堤体表面に固定し、かつ

中詰め材（土材料）が流亡しないことを目的とし

て設置される。遮水性シートは、降雨を完全に遮

水するものではなく、遮水シートの目付量によっ

て、植生（芝）の根が通過できる量が変化するた

め、遮水性能と定着状態が変化する。 
遮水シートの目付量による被覆材の降雨浸透

抑制機能と定着状態を検証するため、図-８に示す

ような小型降雨実験を行った。30×50×20(H)cm
の小型土槽内に鉾田砂を用いて模型地盤を作成し、

模型上面に遮水性シートを溶着した侵食防止マッ

トを設置し、植生（芝）を半年間生育させた。本

実験では、遮水シートの不織布の目付量を変化さ

せた複数の模型に対して、20、100、200mm/h の

降雨を作用させ、遮水シートを通過して地盤へ浸 
透する水量を測定した。また、実験は無対策（芝のみを植生したケース）についても行った。 

無対策(被覆なし、芝のみ)の浸透量に対する遮水シートの目付量を変えた場合の浸透量の比率

を求めた結果を図-９に示す。遮水材の目付量が 80g/cm2 では、無対策の地盤と比較して降雨浸

透量は 10～20％まで低減するが、芝の根がシートを貫通できず生育不良となり、被覆材を堤体土

にしっかりと固定できないことが分かった。一方、目

付量が 70 g/cm2以下では、芝が良好に生育し、かつ無

対策の場合と比較して降雨浸透量を約 40％まで低減

できることが分かった。以上のことから、目付量を調

整することによって、被覆材を堤体表面に固定し、降

雨浸透率を大きく低減させることができることが分か

った。 
(2) 越流侵食防止機能 

 天端・下流斜面の被覆の機能の二つめは、豪雨時の

貯水位上昇によって堤体越流が発生した場合の越流侵

食防止機能である。被覆材が持つ越流侵食防止機能を

遮水性不織布
植生

浸食防止マット

降雨ノズル

浸透量測定  
 

図-８ 堤体表面被覆の降雨実験 
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図-10 堤体表面被覆の越流実験 
 

図-９ 遮水材の目付量と遮水効果の関係 
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評価するために、越流実験を行った

（図-10）。実験を行ったケースは堤

体表層被覆工法を設置したケースと

無対策のケースである。両者とも芝

を生育させて半年経過した状態で実

験を行った。越流時に天端から跳水

が発生することを想定して、図-10、

図-11(a) に示すように、単位幅越流

量 28～260L/s/m の落下流を作用さ

せる越流実験を行った。各越流段階

を作用させた後、直径 1cm の棒を押

し当て、芝の背面土の侵食深さを測

定した。 
 各ケースの越流試験後の写真を図-11(b)、(c)に、侵食深さの測定結果を図-12、13に示す。侵

食深さは、芝、マットの背面土が初期状態と比較して侵食された高さである。無対策（植生のみ）

では、単位幅越流量 100L/s/m を約 30 分作用させた段階で落下流の着水点で侵食が始まった。200 
L/s/m を 30 分間作用させた段階で、着水点（図-12(a)の中心部）において、芝の背面土が約 20mm
侵食され植生根が宙に浮いた状態となった。260 L/s/m を作用させた直後、着水点で植生が破断

してその下流全体が崩壊した（図-11(b)、図-12(b)）。一方、堤体表面被覆を敷設した場合、260 
L/s/m を 12 時間作用させても侵食量は 5mm 以内（計測誤差範囲）でほとんど損傷は発生しなか

った（図-11(c)、図-13(a)）。そこで、植生が部分的に枯死した場合を想定し、着水点を中心に

30cm 角の植生を人為的にはぎ取った状態で 260 L/s/m を６時間作用させた。その結果、植生表

面が一部剥がれたものの全体崩壊には至らなかった（図-13(b)）。これは、植生根と侵食防止マッ

トの樹脂が絡み合って地盤表面を覆っていること、遮水性シートが地盤への水の浸入を防いでい

ることによって、地盤が侵食されないためであると考えられる。以上のことから、本工法は、越

流侵食に対して大きな抵抗性があることが分かった。 

 
３．施工試験 

図-14 に農村工学研究所内の試験ため池で施工試験を行った写真を示す。①～⑥に施工手順を
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図-12 越流による無対策法面の侵食深さ 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

20

40

 
(a) 260L/s/m 12 時間後 
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図-13 越流による無対策法面の侵食深さ 

       
  (a)越流実験の状況  (b)植生のみ (c)堤体表面被覆 
(b),(c)はいずれも260L/s/mの越流を作用させた後の写真 

図-11 堤体表面被覆工法の越流実験 
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示す。  
① 堤体表面の整形：面状の侵食防止マットの敷

設を容易にし、マットの上からの植生を活着しやす

くするために堤体表面の整形を行う。表面の植生を

はぎ取り、凹凸を補修する。上流斜面には、吸い出

し防止シート（不織布）を敷設した。  
② 侵食防止マットの敷設：ロール状（幅 2m）

の侵食防止マットを上流斜面から天端、下流斜面ま

での堤体表面に敷設する。侵食防止マットには遮水

性シート（撥水性ポリプロピレン不織布）が溶着さ

れている。下流斜面側は遮水性シートが付いたまま

敷設し、隣り合うシートを重ね合わせることによっ

て、継ぎ目部の遮水性を確保した。上流斜面側では

遮水性シートを剥がし、下流斜面と連続的に敷設し

た。 
③ 中詰め材の投入：次に、侵食防止マットに中

詰め材を投入する。上流側には波浪侵食防止を目的

としてレキ材（平均粒径 5mm、単位面積当たり

0.02m3）を投入した。レキ材を撒いた後にトンボ等

でならすだけで簡単に中詰めすることができる。下

流斜面側には、植生基盤材としてため池底泥などの

土材料を投入した。  
④ 植生の設置：侵食防止マットの天端、下流斜

面部分を芝等で植生した。 
本施工試験では、堤高 3.5m、堤長 40m、敷設面

積 590m2 に対して、3 日間の短期間で施工が完了し

た。堤高 10m、堤長 100m の堤体（施工面積約

5,000m2）の場合、約 1 か月で施工可能であることから、掘削盛立てや付帯施設のコンクリート

打設により 2 年近くかかる従来工法と比較すると、極めて施工性が良いといえる。また、上流斜

面の比較的少量のレキ材を除いて、土砂の搬入はなく、天端からの敷設作業が主体となり、簡便

な施工で対応できる。以上のことから、アクセスの悪いため池においても、大量の土砂の搬入搬

出が不要となり、工事用道路等の間接経費を大きく縮減することができることが分かった。 
 

４．まとめと今後の課題 

 本研究では、遮水性を付与した侵食防止マットを用いて、ため池の堤体表面を被覆することに

よって、豪雨時のすべり、越流破壊を防止する技術について、実験的に効果の検証を行った。す

べり、パイピングを防止するための降雨浸透抑制効果については、室内模型実験の結果から、遮

水シートの目付量 50~70 g/cm3 の範囲で、植生によってマットをしっかりと堤体表面に固定し、

降雨浸透率を 40~50%に減少させることができることが分かった。越流侵食防止効果については、

浸食防止マット敷設

上流側（小砂利)

植生後（完成写真）

堤体表面の整形

下流側（スラリー土）

中詰め材の投入

上流側（吸出し防止)下流側（遮水シート付）

 
図-14 堤体表面被覆工法の施工手順 
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室内模型実験の結果から、越流水深 30cm、継続時間 12 時間の越流に対して耐久性があることが

分かった。植生を一部（30cm 角程度）はぎ取った状態で越流を受けても、損傷の進行は部分的

であり、全体崩壊に至らないことが分かった。また、施工試験を行った結果、短時間で簡便に施

工が可能であり、資材が軽量であることから、工事用道路等の間接経費を大きく縮減できること

が分かった。以上のように、薄層被覆材として、侵食防止マットと遮水シートという２種類の人

工材料を組み合わせることにより、軽量な資材だけで簡便かつ低コストにため池の豪雨対策を施

すことが可能であり、機能的にも大きな効果が期待できる。 
 今後は、本工法の普及に向けて、芝が枯れることを想定した修復方法、太い植生根等によって

被覆材の損傷が発生した場合の補修方法、被覆材接合部の安定性などについて更に検討を行う必

要がある。  
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