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補強土壁工法は様々な用途で活用されており，水辺に構築される事例も多い．設計・施工マニュアルにお

いて，水辺に設置する際の留意点が記載されているにもかかわらず，近年，水害時に補強土壁が被災する事

例が報告されている．平成30年7月豪雨や令和元年台風19号により，洪水に伴う河床の洗掘による盛土流出

が原因と考えられる被害が確認された．補強土壁の洪水流による被災機構に対して，十分な対策が行われて

いるとは言えない．そこで本研究では，洪水流による鋼製帯状補強土壁の被災機構と洗掘軽減対策について，

水理実験により検討した．実験の結果，根入れ深さを深くすることで洗堀を抑えられることを確認した．さ

らに，根固ブロック（特に，立体形状のブロック）の設置が，洗掘軽減対策として有効なことを確認した． 
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1. はじめに 

 補強土壁工法は，盛土中に補強材を敷設することで垂直に

壁面を構築する土留め構造物である．なかでも帯鋼補強土壁 
(テールアルメ壁：図-1．以下，補強土壁) は，1963年にフラ

ンスで開発された世界で最も多くの実績がある工法である．

盛土内に帯状の鋼製補強材 (ストリップ) を層状に敷設し，

土とストリップの摩擦によって，強固な補強土を構築するこ

とができる．強靭性，施工性，多様性，補修性があり，様々

な用途に適用することが可能である．宅地造成や景観配慮が

必要な場所など，様々な用途で活用されており，河川や池，

海岸などの水際に構築される事例も多い． 
 補強土壁を水辺に設置する際の留意点については，「補強

土（テールアルメ壁）工法 設計・施工マニュアル」1) に以

下のような記載がされている．透水性のよい盛土材料を使用

し，盛土内の充分な排水対策を施すことによって，盛土内に

過剰な水分を残留させないように，盛土の排水機能を高める

処置によって水辺での設計を行うこと．そのため，水辺に設

置される補強土壁には，盛土材に透水性の高い砕石の使用，

根入れ深さの確保，洗掘防止工や吸出し防止工の設置などが

考慮されている．土質定数や摩擦係数などの数値は，通常の

設計と同等の値が用いられている． 
 上記のような，水辺ならではの特徴を踏まえた設計がなさ

れているにもかかわらず，近年，水害時に補強土壁が被災す

る事例が報告されている．平成 30 年 7 月豪雨では，前線と

台風7号の通過によって，西日本の広い範囲で長時間の記録

的な大雨となった．この豪雨によって，河床の洗堀による盛

土流出が原因と考えられる補強土壁の被害が，写真-1に示す

ように確認された 2)．他にも，2004 年台風 23 号により岐阜

県揖斐川で，2011 年 3 月の東北地方太平洋沖地震津波によ

り岩手県釜石市や陸前高田市で 3)，2019 年台風 19 号により

長野県千曲川で，水辺の補強土壁の被害が確認された． 
 本研究では，洪水流による補強土壁の被災機構と洗掘軽減

対策の効果について，水理実験により検討することを目的と

する．まず，予備実験として補強土壁前面の洗堀実験を行い，

流れの入力条件を決定する．それを踏まえて，補強土壁の設

置位置や河床の砂層厚を決定して，基礎部の洗堀に伴う補強

土壁盛土の吸出し実験を行い，被災機構について検討する．

さらに，根入れ深さを変えた場合，および複数の根固ブロッ

クを用いて，洗堀軽減対策の効果について検討する． 

 
2. 実験水路および補強土壁模型 

(1) 実験水路 

 実験に用いた水路は，幅0.5 m，高さ0.2 m，長さ16 mの循

環型水路である．水路幅は，越流タンクから6 m離れた位置

から下流側に向けて，高さ0.1mの塩化ビニル板を用いて，幅

0.5mから0.35 mに狭めた．そこから4 m下流の水路中央部の2 
m区間を実験対象区間とした．幅0.35 mに狭めたもう片側の

0.15 m幅水路は止水し，水が流入しないようにした．実験対

象区間の平面図と断面図を，図-2(a)および(b)にそれぞれ示す．

斜線部は砂を敷設する場所を示しており，点線部は補強土壁

 
図-1 帯鋼補強土壁（テールアルメ壁） 

 

 

写真-1 洪水流による補強土壁の被災事例 
 



 

模型の設置位置である．河床と補強土壁の背後盛土には，平

均粒径0.19mmの珪砂7号を用いた．予備実験では，補強土壁

設置位置にガラス壁を設置し，洪水流により洗掘が徐々に進

行する様子を観察できるようにした．図-2(a)に示すように，

実験対象区間において洪水流を発生させるために，上流端に

水路幅を狭めるための木製ブロックを設置した．狭めた水路

幅は0.06 mである．また，図-2(b)に示すように，実験対象区

間より上流側は水路高さが0.1mであるが，実験対象区間の底

面は鉛直下向きに0.1 m低くなっていて，高さが0.2 mになっ

ている．そこに珪砂を高さ0.1 mで敷くことによって，上流側

および下流側の水路と同じ高さとした．ただし，0.1 mは河床

の砂層としては厚すぎると考えたため，底面に厚さ25 mmの

板を敷いて河床を少し高くした． 
 

(2) 補強土壁模型 

 補強土壁模型は図-3のように，アクリル板とリン青銅板を

用いて作成したものを用いた．前面のアクリル板は縦0.12 m，

横0.3 mで，リン青銅板は摩擦力に合わせて実際と同じよう

に上部にいくにつれて長くなるようにした．実際のテールア

ルメ壁工法は，十字形の壁面材を積み重ねて造られるため，

壁板間に隙間がある．しかし，壁板の背後に透水防砂シート

が入れられており，砂は流出しない．そのため，隙間の影響

は無視し，一枚の板で模造することにした．しかし，背後盛

土を密に入れなければならないので，壁を層状に分けた（図

-3(a)赤線が分割を示す）．これにより，壁と砂を交互に設置

することができ，密な背後盛土を作成することができると考

えた．また，模型の縮尺は1/50である．図-4に，補強土壁模

型設置時の水路中央部の実験対象区間の断面図を示す． 
 

3. 予備実験による流量条件の決定および流速計測 

(1) 流量条件の決定 

 循環水路のタンクへの流入管の弁のしぼりと，ポンプの回

転数を変化させることで流量を変えて，流れの入力条件を検

討した．その際，時間経過とともに，壁前面での珪砂の洗掘

深がどのように変化するのかを観察し，洪水流を作用させる

時間を決定した．予備実験の結果，表-1に示す流量の異なる

3ケースを，本実験の入力条件として採用することにした．

また，各ケースの無次元掃流力は0.275，0.270，0.283であり，

無次元限界掃流力は0.070である．よって今回の洗掘は動的

洗掘といえる． 

 

(2) PIVによる画像解析 

 洪水流は非定常な流れのため，流速計を用いた計測ができ

ない．そこで，流速計測にPIV (Particle Image Velocimetry) を
用いた．図-5に示すように，流れを可視化するためにグリー

ンレーザーを，シリンドリカルレンズによって厚さ5 mmの

シート状にしたレーザーライトシートを縦断面に照射した．

水路側面から市販の4Kビデオカメラを用いて，フレームレ

ート30Hzで撮影を行った．流れを作用させる30分の間に，

洗掘によって水深が変わり、流速分布も変わるため，10分経

過毎に3回撮影を行った．トレーサーについては，粒径0.08 
mm，比重 1.5 の塩化ビニル粒子を使用し，湿潤状態にした

トレーサーをその都度水路に流した．画像計測には

FlowExpert2D（カトウ光研社製）のPIVシステムを用い，再

帰的相関法により画像解析をした．これをMATLABにより

解析することで，流速を求めて流跡線を描いた．得られた結

果の一例を図-6，図-7に示す． 

 

(a) 平面図 
 

 
(b) 断面図 

図-2 実験水路 
 

 
      (a) 正面図         (b) 断面図 

図-3 補強土壁模型 

 

図-4 補強土壁設置時の実験対象区間の断面図 
 

表-1 予備実験で決定した流量条件 

Case Discharge (l/s) Water level (cm) Duration (min) 

1 2.32 7.0 40 

2 2.68 6.5 30 

3 3.22 8.0 30 

 

 
図-5 PIV用画像 



 

4. 洗掘軽減対策実験条件 
 補強土壁の被災機構を以下のように推測した．洪水流の作

用により上流側から徐々に河床の洗掘が進み，補強土壁前面

まで到達し，壁面の根入れ下部から背後盛土の吸出しが起き

た．そのため，補強土内のストリップの摩擦が減少し，壁面

が垂直状態を維持できなくなり，壁パネルが脱落し，被災し

た．この推測が正しいかどうかを実験によって確認するとと

もに，洗掘軽減対策の効果を検討する． 
 洗掘軽減対策として，根入れ深さと根固ブロックの設置を

考えた．通常の根入れ深さは0.5 mであるが，河川堤防のよ

うな水際に施工する際には根入れ深さは河床から 1 m とさ

れている．そこで，根入れ深さ1 m (模型量2 cm) とその倍

の2 m (4cm) を比較することとした．根固ブロックとしては，

写真-2(a)~(c)に示す 3 種類を用いた．3R ブロックは 4t 型，

SB ブロックと ST ブロックは 2t 型で，各ブロックの縮尺は

補強土壁模型と同じく 1/50 である．補強土壁の上流側 0.1m
の位置から，壁の下流端までの計 0.4 m の範囲に 3～4 列を

並べた．根固ブロック使用時の根入れ深さは1 mとした．洗

掘軽減対策条件を表-2に整理して示す． 
 
5. 洗掘軽減対策効果の検討実験結果および考察 

(1) 根入れ深さの洗掘軽減対策効果 

 補強土壁の根入れ深さを変えて，洗堀軽減対策とし

ての効果を調べた．紙面の制約上，Case 3 の結果のみ示

す．写真-3 は根入れ深さを変えた場合の結果であり，

右側が上流，左側が下流である．(a)が根入れ深さ 1m，

(b)が根入れ深さ 2m の場合の実験終了後 (30 分経過後) 
のものである．これら 2 つの写真を比べて分かるよう

に，補強土壁背後の盛土が洗堀によって吸い出され，中

が空洞になっている様子が再現された．壁前面から確

認した空洞部分の面積は，(a)では 241 cm2，(b)では 198 
cm2 であった．また，吸い出された砂の量については，

(a)では 3375 cm3，(b)では 1800 cm3であった．根入れ深

さを 1m 深くすることで，吸い出される盛土の量は約

47% 減少した．根入れ深さを深くすることは，洗掘軽

減対策として効果があることを確認できた．また，写真

-4 に示すように，背後盛土が吸い出されたことにより，

補強土壁パネルがはらみ出す様子を確認できた．写真-
1 のようにパネルが抜け落ちたのと似た現象を再現で

きたと考えている． 
 
(2) 根固ブロックの洗掘対策効果 

 次に，補強土壁の根入れ深さは 1m に統一し，壁前面

から上流にかけて根固めブロックを 3～4列ほど設置し

実験を行い，洗堀軽減対策効果について検討した．写真

-5(a) ~ (c)は，3 種類の根固ブロックを設置した場合の

実験終了後 (30 分経過後) のものである．これらの写

   

図-6 流速の鉛直分布    図-7  PIVによる流跡線 
（3秒平均） 

 
表-2 洗掘軽減対策条件 

根入れ深さ 
（括弧内は模型量） 

1 m (2 cm) 

2 m (4 cm) 

根固ブロック 

3Rブロック 4t型 

SBブロック 2t型 

STブロック 2t型 

   

    (a) 3Rブロック           (b) SBブロック             (c) STブロック 
写真-2 根固めブロック 

  
(a) 根入れ深さ1 m   (b) 根入れ深さ2m 

写真-3 根入れ深さによる洗堀量の違い (Case 3) 
 

 
写真-4 補強土壁の被災状況 

 



 

真を見ると，ブロックを設置しない場合の写真-3(a)と
比べて，明らかに前面の洗堀された面積が小さいこと

がわかる．また，(a)の空洞部分の面積は 12 cm2，(b)で
は 16 cm2，(c)では 18 cm2 であった．洗掘量については，

(a)では405 cm3，(b)では945 cm3，(c)では990 cm3であった．

いずれのブロックも洗掘軽減対策として効果が高いことが

確認された．根入れ深さ1mの場合に比べて，平面形状のSB
ブロックと ST ブロックの吸い出し量は 30%以下になった．

立体形状の 3R ブロックはより効果が高く，吸い出し量を

12%に抑えることができた．また，各パターンの洗掘面積と

洗掘量についての関係を調べたところ，決定係数 R2=0.8362
であり，相関が強いことを確認した． 
以上の結果を表-3 にまとめて示す．流量条件 Case 3 の場

合である．根入れ深さを深くするよりも根固ブロックを用い

た方が，洗掘軽減対策としてより効果的であることがわかっ

た．特に効果の高かった立体的な形状の3Rブロックについ

ては，砂の吸出しが88%も低減でき，他の対策と比べて非常

に高い洗掘軽減効果を期待できることが示された．一方，同

じ根固ブロックでも平面形状の SB ブロックと ST ブロック

については，洗掘軽減対策として有効ではあるものの，どち

らも洗掘量はほとんど変わらなかった．立体形状の3Rブロ

ックの特性として，河床が洗掘されて勾配が変わっても，ブ

ロック同士の噛み合わせが期待できることが要因と考えら

れる． 
 

6. おわりに 

本研究では，洪水流によって被害を受けた補強土壁につい

て，被災機構とその洗掘軽減対策について水理実験を行い，

検討した．本研究で得られた主な結果を以下に示す． 
1) 洗掘のメカニズムについては，水路を狭めたことによっ

て発生した洪水流によって渦が発生し，河床の珪砂を巻

き込み進行することで起こっていたことが確認された． 
2) 補強土壁前面の河床が洗掘され，基礎下部から背後盛土

の吸い出しが起こり，ストリップの摩擦が減少し，壁面

がはらみ出す被災機構を確認できた． 
3) 洗掘軽減対策として，補強土壁の根入れ深さを変化させ

た場合，根入れが深い方が洗掘され難いことがわかった． 
4) 根固めブロックを設置する方が，根入れ深さを変えるよ

りも，洗掘軽減対策としてより有効であることを確認し

た． 
5) 立体形状の3連ブロックは，他の2種類の平型のブロッ

クよりも洗掘軽減効果が高く，今回の実験条件では最も

有効な対策であるといえる． 
今回，洗掘位置が水路中央部であったため，上流から徐々

に洗掘されていく現象となった．実際の河川の形状は様々で

あるため，流れが直接的に補強土壁に対して洗掘されるよう

に模型配置を考え，補強土壁の背後盛土の吸出しが本実験と

どの程度変わるのかについて比較・検討することが必要とい

える．また，補強土壁模型を設置する際，背後盛土の含水比

や盛土の締固め度合いなどを完全に一致させることが困難

であった．今後は模型の設置方法に工夫が必要といえる． 
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(a) 3Rブロック 

 
(b) SBブロック 

 
(c) STブロック 

写真-5 根固ブロックによる洗堀量の違い (Case 3) 
 

表-3 洗掘軽減対策工による洗掘量と空洞面積 (Case 3) 

対策工 洗掘量 (cm3) 空洞面積 (cm2) 

根入れ

深さ 

1 m 3375 241 

2 m 1800 198 

根固ブ

ロック 

3R 405 12 

SB 945 16 

ST 990 18 

 


