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南岩内川における既設砂防えん堤改良工法について 
―ワイヤーソーイング工法による改良― 

 
            帯広開発建設部 帯広河川事務所  〇清水 幹博 

                              小川 俊二 

                                       池上 善晃 

 
 従来、砂防えん堤はクローズ型えん堤が主流であるが、クローズ型は平常時の流砂を遮断し、

魚類の遡上を阻害するなど、下流河川の河床維持、生態系の保全の点で問題が指摘されてきた。

これに対し、スリット型砂防えん堤は、クローズ型砂防えん堤と比較して流出土砂調節機能に

おいて優れているだけでなく、流砂の連続性を確保し、えん堤下流の河床低下を防ぐ利点があ

る。こうしたことから、スリット型砂防えん堤は、全国的に整備が推進されている。 

今回、既設砂防えん堤改良をワイヤーソーイング工法で実施した。その計画及び施工事例を

発表するものである。 
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1. 流域の概要 

(1) 地形・地質 
岩内川流域は、日高山脈の一角を成す十勝幌尻岳

（Alt.1846m）にその源を発し、戸蔦別川に合流する流

域面積A=116.69km2、流路延長L=26.0kmの河川である。流

域内の主要支川は、上流より北岩内二の沢川、南岩内川、

越路の沢川の3河川である（図－1）。 

流域の地形は、南岩内川合流点を境として上下流で変

化する。合流点上流の地形は、西側に標高1,200～

1,800mの稜線があり、急峻な地形となっている。これに

対して、合流点下流の地形は、標高800～900m未満のな

だらかな山地である。また、合流点下流では河岸段丘が

発達し、比高10m以上の崖に囲まれた函形の地形となっ

ている。さらに、越路の沢川合流点より下流では、この

段丘崖が河幅20～30m、比高25～30m以上の峡谷（岩内仙

図－1   岩内川流域図 
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峡）を成しており、この峡谷は、戸蔦別川合流点上流約

3.0m地点で途切れて、河道幅が100～200mの氾濫原を形

成している。 

流域の地質は、最上流部に閃緑岩または花崗岩が分布

する外、ほとんどが泥岩、砂岩を主体とする岩石で構成

されている。流域内に分布する崩壊地は、泥岩、砂岩を

基岩とする場所に多く分布し、現在の土砂生産源となっ

ている。これらの泥岩、砂岩の崩壊地を生産源とする礫

（礫径5～30cm）が河床堆積地において観察される。 

(2) 生産土砂量分布 
砂防計画で対象とする土砂量（計画生産土砂量）は、

経年の空中写真による崩壊地の判読結果及び河床堆積物

調査により決定された1)。南岩内川合流点より上流は一

般荒廃区域となっており、生産土砂量が多い区域となっ

ている（図－1）。山腹からの生産土砂量が多い流域は、

南岩内川流域と北岩内二の沢川流域である。一方、河床

からの生産土砂量が多い河川は、南岩内川、北岩内二の

沢川合流点から下流の本川である。よって、南岩内川合

流点上流に流域の生産土砂（2,038.7千m3）の内60％が分

布しており、その内、山腹からの生産土砂量が43％を占

めている。 
(3) 既設砂防えん堤 
岩内川流域においては、河床生産土砂の扞止を主たる

目的とした砂防堰堤が4基建設されている。4基は、岩内

川1号堰堤（S42建設、補助）、岩内川2号堰堤（S47建設、

補助）、南岩内川砂防堰堤（S62建設、直轄）、岩内川

第1号砂防堰堤（H4建設、直轄）の順に設置されており、

全て、未満砂となっている。砂防堰堤のほか、昭和56年

度までに、河床生産土砂の扞止を目的とした治山堰堤18

基、治山床固工17基が建設されている。 
(4) 堆砂量調査 
上記4基の砂防堰堤については、3～4年に1回の割合で

堆砂測量が行われている（図－2）。流域別の年比堆砂

量を比較すると、南岩内川砂防堰堤（745 m3/km2・y）が

最も多く、次いで岩内川第1号砂防堰堤（573 m3/km2・

y）が多い。この傾向は、昭和30年の崩壊地分布と一致

している。よって、これらの土砂流出は、拡大期の崩壊

地の残土や河床堆積物が2次移動して流出しているもの

と考えられる。現在、既設砂防堰堤4基の総未満砂量は

847,500m3であり、岩内川基準点（戸蔦別川合流点）にお

ける有効貯砂量を考慮した整備率（暫定整備率）を算出

すると123.5％である。 

 

2.土砂整備計画 

(1) 土砂整備の必要性 
岩内川流域においては、平均して年17,000～18,000m3

の土砂が堆砂しており、暫定整備率は徐々に失われつつ

ある。多くの未整備土砂は南岩内川合流点から上流に分

布しており、南岩内川合流点上流における土砂整備を目

的とした施設配置が必要である。 

(2) 土砂整備方式の選択 
既存砂防・治山施設による土砂整備は、河床堆積土砂

の扞止を目的とした施設である。土砂整備の方法として、

南岩内川及び北岩内二の沢川の上流に新規砂防堰堤を設

置して、扞止量と有効貯砂量を確保することが考えられ

る。有効貯砂量が失われれば、また新たに砂防堰堤の設

置が必要となる。砂防堰堤の堆砂とその上流における砂

防堰堤の新設、この繰り返しにより土砂整備を行うこと

が考えられる。扞止を主目的とした砂防堰堤の1基あた

りの整備土砂量は、10,000～100,000m3である。未整備土

砂を扞止主体で整備するためには、新たに23基の新規砂

防堰堤が必要となる。また、そのほとんどの箇所におい

て、林道がなくアプローチが困難である。よって、工事

実施は、地形や工事実施の制約、また、経済性を考慮す

れば実際上困難である。 

扞止によらない土砂整備の方式として、土砂調節があ

る。土砂調節は、堰堤上流に流出土砂を一時貯留して、

下流への流出を遅らせる方式（土砂のピークカット）で

ある。平成13年1月『透過型砂防堰堤技術指針（案）2)』

が策定され、土砂調節を目的としたスリット砂防堰堤の

整備が全国的に進められるようになった。土砂調節を目

的としたスリット砂防堰堤の1基あたりの整備土砂量は、

100,000～300,000m3である。土砂調節によれば、砂防堰

堤を設置する基数を少なくすることが出来る。また、土

砂生産の多い支川流域の下流部に土砂調節施設を設置す

ることで、支川流域内全体の未整備土砂の流出を待ち受

け、調節することが可能となる。よって、上流域の崩壊

発生や河床堆積土砂の2次移動による土砂流出を待ちう

け、土砂調節することで整備土砂量を確保することが適

切と考えた。 

現在、4基の既設砂防堰堤は未満砂であり、未整備土

砂を調節するために必要な有効貯砂量が残っている。よ

って、砂防堰堤を新設するより、既存の有効貯砂量を活

用した既存施設の改良による土砂整備が適切と考え、ス

リット化による可能整備土砂量を検討した。 

(3) スリット化施設の組み合わせ 
スリット化施設の組み合わせとして、以下の2つの案

を考えた。 図－2   堆砂量変化図 
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①既設4基全てスリット化 
②既設2基（南岩内川、岩内川第1号）スリット化 

検討の結果、支川最上流の②既設2基スリット化では、

南岩内川合流点上流の未整備土砂を全て処理することが

出来ない。その結果として、下流に超過土砂が流出する。

最下流施設は、南岩内川合流点下流の土砂を対象として

おり、スリット砂防堰堤として計画されている 3)。よっ

て、南岩内川合流点上流における超過土砂を安全に土砂

調節しなければならず、岩内川下流砂防堰堤の負担が大

きくなる。また、必要な整備土砂量を確保するため、堰

堤高を高くすると、景勝地の『岩内仙峡』に堆砂が影響

することが判明した。よって、①既設4基全てスリット

化する案を最適案として決定した（表－1）。 

 (4) 計画スリット形状 
計画スリット形状として、スリット高、スリット幅、

スリット本数を決定した（表－2）。 

a) スリット高設定の条件 
・計画出水時における計画堆砂高の形成により、必要

な整備土砂量が確保できる高さとする（図－3）。 

b)スリット幅設定の条件 

・スリット総幅は、計画規模の出水時にスリット高と

同等の堆砂高が確保できる幅とする（図－4）。 

・1本当たりのスリット幅は、スリット閉塞を抑える

ために、最大礫径の2倍以上、かつ、最大流木長の

1/2以上の幅を確保する。 

 

(5) 実施計画 
砂防工事の実施計画は、流域内の土砂移動状況、堆砂

進行状況、スリット化後における下流への影響を考慮し

て決定した。 

現在、土砂生産の多い南岩内川、北岩内二の沢川の最

上流に位置する南岩内川砂防堰堤及び岩内川第1号砂防

堰堤の堆砂が急速に進行している。よって、この2基の

砂防堰堤をスリット化することを優先して考えた。この

2基の砂防堰堤下流には、補助砂防堰堤がそれぞれ存在

するので、下流への土砂流出の不安は無い。次に、最下

流施設として岩内川下流砂防堰堤を（新設）を設置して、

下流における土砂調節効果を高め、その後、補助砂防堰

堤をスリット化する計画とした。 

(6) スリット化工法の選定 
スリット化工法は、スリット切断方式及び仮設工法の

違いにより以下の3案比較し選定した4)。 

①大型ブレーカー工法Ａ 
②大型ブレーカー工法Ｂ 
③ワイヤーソーイング工法 
比較の結果、経済性において優位であり、騒音・振動

が少なく、工期短縮が可能な③ワイヤーソーイング工法

を最適案として採用した。 

 

 図－4  スリット総幅Bdの設定 

図－3  スリット高の設定 

表－1  スリット化施設の組み合わせ
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○ 114.8 ○ 128.7

○ 141.6 ○ 166.0

○ 99.1

○ 104.2

○ 146.3

○ 311.3

606.0 606.0

南岩内川砂防えん堤（直轄）
スリット化

岩内川第１号砂防えん堤(直轄）
スリット化

既設砂防
堰堤ス
リット化

新規着手箇所

岩内川１号えん堤（補助）
スリット化

スリット砂防えん堤
新設　高さH＝11.0m

スリット砂防えん堤
新設　高さH＝8.5m

岩内川２号えん堤（補助）
スリット化

南岩内川合流点における
土砂整備率

◎
南岩内川合流点における土砂
整備率が確保でき、『岩内仙
峡』に対する堆砂影響が発生

しない。

①既設4基全てスリット化
②既設2基スリット化

（南岩内川、岩内川第1号）

○
100％

△
80.9％

△
南岩内川合流点における土砂
整備率が確保できず、『岩内
仙峡』に堆砂影響が及ぶ。

△
堆砂影響が『岩内仙峡』に及ぶ。

○
『岩内仙峡』に対する影響はなし。

総合評価

合　　　計

景勝地『岩内仙峡』への
堆砂影響

評価

岩内川下
流砂防施
設

　　　 名称
 項目

岩内川第1号
砂防堰堤
（直轄）

南岩内川
砂防堰堤
（直轄）

岩内川1号堰堤
（補助）

岩内川2号堰堤
（補助）

規 模
堤高：14.0m
堤長：77.0m

堤高：19.0m
堤長：105.0m

堤高：8.5m
堤長：162.0m

堤高：16.0m
堤長：133.0m

計画対象流量 115m
3
/s 125m

3
/s 210m

3
/s 225m

3
/s

スリット
形状

高さ：4.2ｍ
幅：5.5ｍ
本数：1本

高さ：5.5ｍ
幅：4.3ｍ
本数：1本

高さ：2.5ｍ
幅：8.2ｍ
本数：2本

高さ：1.8ｍ
幅：5.4ｍ
本数：3本

表－2  計画スリット形状 
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3.ワイヤーソーイング工法 

 (1) 工法の概要 

 この工法は、ワイヤーソーを被切断物に巻き付けてル

ープ状に両端を接続し、ガイドプーリーを用いて切断方

向を調整する。このワイヤーソーに一定の張力を加えな

がら、駆動機により高速回転させて切断する（図－5）。 

 通常、ワイヤーソーの長さは 20ｍ～100ｍ、回転速度

は 15～25ｍ/ｓ程度で行い、切断中は切断部に、20～30

ℓ /min程度の冷却水を注水する。 

 切断の進行に伴ってワイヤーに緩みが生じる。切断に

必要な張力を保つために、一体型駆動機では駆動機本体

を切断分だけ順次後方に走行移動させる。この張力調整

は、駆動用モータの負荷などを検出して、常に張力が最

適条件となるように自動制御する装置を備えている。 

(2) ダイヤモンドワイヤーソー 

ワイヤーソーは、スチールワイヤーに切削用ビーズを数

珠状に押し通して一定間隔に固着し、中間部を特殊樹脂

で保護したものが一般的である（図－6）。 

 通常ビーズの直径は約１０ｍｍで、ワイヤー１ｍに対

して約４０個のビーズを使用している。 

 この切削用ビーズは、管状のスチール基台にダイヤモ 

ンド砥粒を包含する結合材の環を焼結させたインプリタ

イプを使用する。 

 切削はビーズ表面から突き出したダイヤモンドより進

行し、ダイヤモンドは使用中に微細な破壊を起こす。そ

れにつれてボンドは磨耗し、内部から新しいダイヤモン

ドが現れる。このように、自生作用により次々と新しい

ダイヤモンドと交換して切刃を保ち、切削を続けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6  ダイヤモンドワイヤソー 

図－5  切断概略図 

写真－1  ワイヤーソーマシーン 

表－4  ワイヤーソーマシーン諸元 

表－3  スリット化工法比較表
堤体切断方式

仮設及び取り壊し
概略図

取り壊し概要

仮設工種

施工性・環境面

概算工事費

概算工期

評　　価

1.ワイヤーソーコアボーリング
2.ワイヤーソー切断（スリット外周＋縦・横面）
3.バースター破砕（小割り）
4.小割ブロック引き上げ（産廃処理or再利用）

・仮設はコンパクトで早期に工事に入れる。また、ワイヤー
ソーの切断や積み込み搬出を含めた時間が短縮でき、3案
の中で工期が最も短くできる。
・騒音や振動が少なく周辺環境に配慮した工事ができる。

・仮設施工に時間がかかり、工期の短縮は見込めない。
・大型ブレーカーにより粉砕されたガラは、収集するのに手
間がかかる。
・重機による騒音・振動が発生するため周辺に生息する生物
への影響が大きい。

103,375　（千円）

②大型ブレーカー工法B

・仮設施工に時間がかかり、工期が3案の中で最も長くなる。
・出水時には、重機足場の土砂が流出し、工事再開に再度
盛土・敷き均し、転圧等が発生する。
・ガラ収集や周辺への騒音・振動などは、①案と同じ。

1.ワイヤーソーコアボーリング
2.ワイヤーソー切断（スリット外周）
3.大型ブレーカー破砕
4.ガラ収集、産廃処理

堆砂地土砂置き換え＋盛土

仮設規模が大きく、工事費のほとんどが仮設費となってしま
う。また、工期の短縮も見込めない。よって、本計画では採
用しない。

盛土量が5000ｍ3を超えるため仮設設置に時間がかかること
や、盛土運搬撤去のため運搬車両（ダンプカー等）の往来頻
度が多いことから現況林道の補修を要する。よって、本計画
では採用しない。

騒音が少なく、コンパクトな施工が可能であり、3案の中で最
も工期が短縮でき、施工性がよい。工事費は②案とほぼ同じ
であるが、工期短縮、施工性、環境に対する影響（騒音）軽
減を考慮し、最適案と判断した。

③ワイヤーソーイング工法

単管足場

1.ワイヤーソーコアボーリング
2.ワイヤーソー切断(スリット外周)
3.大型ブレーカー破砕
4.ガラ収集、産廃処理

①大型ブレーカー工法A

堆砂地土砂置き換え＋仮桟橋

3.0ヶ月

89,123　(千円)

4.0ヶ月

88,494　（千円）

2.5ヶ月
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4.施工手順・内容 

施工手順としては、下記の手順で行う。 

a) コア穿孔（通し穴） 

切断墨出し位置確認後、コアドリリングマシンを設置

し、穿孔作業を行う。（１７箇所） 

b) ワイヤーソー切断 

コア削孔後、固定したレールの上にワイヤーソーマシ

ンを取付けて水平切断・垂直切断の順で切断作業を行う。 

c)バースター孔削孔 

バースター孔を削孔する。 

d)コンクリートアンカー打設 

地具取り付け用のケミカルアンカーを打設する。 

e)バースターによるコンクリート破砕 

バースター孔にバースターヘッドを挿入してヘッドを

広げコンクリートを破砕する。 

f)コンクリートブロックの撤去 

躯体に地具を取り付けクレーンにてコンクリートブロ

ックを撤去する。（各段毎に a) ～f)の作業を繰り返す） 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バースター破砕コアボーリングマシーン
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図－9  コンクリートブロック撤去図 

図－8  小割（切断）図 

図－10  施工イメージ図 

図－7  施工フロー図 
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5.工法の優位点 

a)切断対象物の形状に制約がない。 

b)大断面の切断が可能である。 

駆動装置の能力とワイヤーの許容力内であれば切断可

能なため、大断面の切断ができる。 

c)水中切断が可能である。 

d)高所、狭隘部などの切断も可能である。 

切断物と駆動装置間のワイヤーはガイドブーリーで

自在に導けるため、立地条件に合わせた機械装置が

でき応用範囲が広い。 

e)騒音、振動、粉塵が少ない 

切断中はダイヤモンドワイヤーの冷却のため注水を行

うので切削音も小さく、粉塵が発生しない 

f)工期の短縮が図れる。 

工期短縮が図れ、トータル的にコストダウンできる。       

 

6.まとめ 

 ワイヤーソーイング工法を採用することで、環境面に

対しては、騒音が無いこと、破砕時にコンクリートガラ

が発生しないことから環境面に良い工法である。施工面

ではコンパクトな設備での作業ができ、切断後のコンク

リート塊は搬出しやすく必要に応じて再利用が可能とな

る。 

 但し、ワイヤーソーは急激な負荷やショックによって

ワイヤーの接続スリーブが外れる恐れがあるので、 

①作業区域中に安全柵を必ず設ける。 

②オペレーターの前面にも必ず防護板を設置する。 

③作業範囲内の立入禁止の場所に第三者がいないか

確認し合図を確実に行う。 

などの安全管理について徹底すれば、今後の砂防工事は

もちろん多岐にわたる撤去工事等でワイヤーソーイング

工法の適用が可能であると思われる。 
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例－1 施工状況（天端からの水平切断の様子） 

例－2 施工状況（垂直切断の様子） 

写真－2 スリット化完成 


