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概要：	 

洪水に備えた河川堤防の適切な維持管理は、社会基盤の維持という観点から重要な問題となりつつあ

る。この需要に対して、本研究においては、ライフサイクルコストの最小化に基づく堤体の最適維持管

理および改修計画の意思決定手法の開発を目指すものとする。とくに、本研究の特色は、リスク評価と

信頼性設計法に基づいた手法を目指している点である。本研究では、まず、河川堤防の内部診断技術と

維持管理法について考察を行い、その結果に基づき地震時のリスク評価を行った。次に、河川堤防の最

大の決壊原因である越流について、そのメカニズムに解析的検討を加え、越流破堤の過程を明らかにし

た。さらに、越流の原因となる降雨特性のモデル化についても考察している。また、それに提起したモ

ンテカルロシミュレーション法について考察し、ため池堤防の越流破壊に対しての洪水吐の改修効果を、

ライフサイクルコストの面から評価した。	 
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１．はじめに	 

	 国内の河川堤防の延長は長いが、そのかなりの部分で老

朽化が進んでいると考えられる。しかしながら、その内部

構造なども不明確な場合が多い。近年の豪雨の増加に際し、

その適切な維持管理や改修が望まれるところである。この

ような要請に対して、本研究は、合理的な維持管理を目指

して、ライフサイクルコストとリスクを最小化するように

意思決定をする解析ツールの開発を目的とする。 
	 今回は、まず、内部診断技術の開発を目指した。通常の

堤防では、数カ所でボーリング調査が行われており、N値
が得られている。ここでは、その空間分布に対して統計モ

デルを決定した。また、簡便な調査法として弾性波探査が

多用されるようなっているが、ここでは、これらの２つの

情報の合成を試みている。そのための手法として、インデ

ィケータシミュレーション法を用いた。また、求めた N
値の統計モデルを基に、信頼性解析を実施し、堤防のリス

ク評価を行った。次に、堤防の越流侵食のメカニズムを解

析的に検討した。手法としては、浅水方程式を有限体積法

によって解く方法を採用した。また、効率的な信頼性解析

のためには、モンテカルロ法の効率化が必須であるが、本

研究では、この点についても重点的に考察した。 

２．堤防の内部診断と信頼性解析	 

(1)概説	 

	 本研究では、堤防の内部構造を明らかにする手段を構
築し、維持管理へ利用する一手法を提案することを目的と

している。そのための基礎段階の調査として、標準貫入試

験のほか、簡易動的コーン貫入試験、弾性波探査の一手法

である表面波探査 1)、サンプリング試料による土質試験を

実施している。実際の河川堤防を対象とした調査を実施し

ており、その調査結果を基に内部の強度空間分布のモデル

化を試みている。今回は、モデル化の手法として、地質統

計学の一手法であるインディケータシミュレーション法2)

を用いているが、この方法により、多種類の調査結果（今

回の場合は、表面波探査とサウンディング）を合成するこ

とができるという利点が得られる。ここでは、N 値の空
間分布を解析結果として得ている。さらに、本手法によっ

て推定誤差を詳細に考慮できることを利用し、N 値が設
定された閾値を下回る確率を求めている。最終的な目的と

して、このような確率値を堤体のリスクに結びつけ、維持

管理に役立てようと考えている。 
	 本研究では、ため池の堤防を対象に、決定した N 値の
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統計モデルを利用して堤防の安定解析を行っている。堤防

の改修前と改修後の破壊確率を求め、信頼性解析を行うこ

とで改修の効果を評価する。 

(2)	 地盤の統計モデルの決定法	 

	 地盤定数を代表する変数をξとし、これが空間座標 u=(x, 
y, z)の関数であるとすると、一般に、次式で与えられ、ξ
は平均値関数µ(u)と確率成分 U(u)の線形結合で表される
と仮定している。 

	 	 

€ 

ξ u( )= µ u( )+U u( )                            (1) 

ここで、 変数ξは空間的に離散化してベクトルξ=(ξ1, ξ2, ..., 
ξM)で与えられるとする。ただし、M はテスト箇所の個数
である。土質試験から得られた結果を Ξ=(Ξ1, Ξ2, ..., ΞM)と
定義すると、ベクトルΞは、確率ベクトル ξ=(ξ1, ξ2, ..., ξM)
の１つの実現値であると考えることができる。もし変数 
ξ1, ξ2, ..., ξM がM次元正規分布を構成すると仮定すると、
その確率密度関数は次式で与えられる。 

	    

€ 

fΞ ξ( )= 2π( )−M 2 C−1 2 exp −
1
2
ξ −µ( )tC−1 ξ −µ( )

⎧ 
⎨ 
⎩ 

⎫ 
⎬ 
⎭ 

 (2) 

ここで、µ=(µ1, µ2, ..., µM) は確率変数 ξ=(ξ1, ξ2, ..., ξM)の平均
値関数であり、次式の座標値に関する多項式で与える 
C は M×M の共分散行列であり、土質定数の空間的な

ばらつきの大きさや相関性を表現する。 
対数尤度を基に、情報量基準AIC3)が式(8)で与えられる。 

	 	 

€ 

AIC= −2 ⋅max ln fΞ Ξ( ){ }+ 2L = M ln2π

+min lnC + Ξ−µ( )tC−1 Ξ−µ( ){ }+ 2L
        (3) 

ここで、Lは、式(4)のモデルを決定するパラメータの数で
あるが、 AICを最小化することによって(MAIC)、最適な
共分散関数と平均値関数を決定することができる。 

(3)	 インディケータシミュレーション法と解析結果 
	 本研究では、2種類のデータの合成によって、より精度
の高い N 値の空間分布を求めようとしているが、データ
の合成法としてインディケータシミュレーション法4)を用

いている。この手法では、補助データ（ソフトデータ）を

用いることができ、この情報によって主なデータ（ハード

データ）の分布を更新するという方法に基づいている。こ

こでは、SWS試験によるN 値をハードデータとして、表
面波探査によるN 値をソフトデータとして用い、SWS試
験結果の統計モデルにしたがって、モンテカルロシミュレ

ーションが実施される。 
	 河川堤防の内部診断にこの解析法を用いた結果を図-2.1
に与える。図(a)は、シミュレーション結果の平均値から得
られたN値の空間分布を、図(b)は、N値が 2を下回る確
率の空間分布を表している。この、確率分布の経時変化を

調べることで、堤体の劣化の進行状況が評価できると考え

られる。 

(4)	 信頼性解析手法と解析結果	 

	 本研究では、円弧すべり解析にモンテカルロシミュレー

ション法を適用し、破壊確率を得ている。信頼性解析にお

いては、式(4)を性能関数とし、有効内部摩擦角を確率変数
と考えている。なお、地震荷重として、0.15の設計震度を
確定値として与える。ここで、τfおよび τsは、すべり面上
のせん断強度とせん断応力を表す。本研究では、有効応力

の計算を土水連成有限要素法によって求めており、円弧す

べり計算も有限要素を利用している。式(4)の中のnは、円
弧が横切る円弧の個数を表している。 

         

€ 

g = τ fi − τ si( )li
i=1

n

∑                         (4) 

τfi：要素 iにおけるすべり面上のせん断強度 
τsi：要素 iにおけるすべり面上のせん断応力 
li：要素 iを横切るすべり面の長さ 

         

€ 

τ f = c'+σ n 'tanφ'                        (5) 

c′：有効粘着力 
σn'：すべり面に対する垂直有効応力 
φ '：有効内部摩擦角 
	 ため池堤体に対する信頼性解析を、図-2.2(a), (b)のよう
な改修前と改修後のモデルの解析を行い、比較している。

図中には、安全率が最小となった代表的なすべり面を示し

ている。表-2.1 には解析結果を纏めており、FS は平均安
全率、Pf は破壊確率、CF は期待損失費用、Cf は破壊損失
費用を表しており、越流破堤によって生じる、農地、農業
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(a)	 N値の平均値	 

5

4

3

2

1

0

0 25 50 75 100 125 150

D
ep

th
 (m

)

Horizontal coordinate (m)

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

	 
(b)	 N値が2を下回る確率	 

図-2.1	 推定されたN値の空間分布	 
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施設、家屋の被害額を表す。 
	 安全率の平均値を求めた結果、改修前断面では、1.0 を
若干上回る程度の安全率であり、破壊確率（安全率が1を
下回る確率）も、20%程度のかなり高い値である。改修後
断面では、破壊確率がほぼ0で、安定性が大幅に改善され
ている。また、改修前後のCF を比較すると、改修効果と
して、3,940万円のリスク低減が得られている。 

３．堤防の越流侵食のメカニズム	 

(1)概説	 

	 近年、台風や集中豪雨時に防水や利水を目的とする堤防

やため池等の土構造物が決壊に至る事例が多く報告され

ており、その主要な原因として越水が挙げられる 1)。 Foster 
et al. (2000) は過去に起きた世界中のフィルダムの決壊を
統計的に分析した結果、全体の約 48％が越水による決壊
であったことを報告している 2)。それらの構造物が越水を

被ると、堤体を構成する土が越流水によって侵食を受け、

土粒子が流亡することで破堤に至る。越流による堤体の決

壊過程を十分に把握し、効果的な越流対策を施すことが求

められるが、その際には、堤体の侵食過程を予測するため

の数値解析手法が有効なツールとなる。 
	 堤体の侵食解析についてはこれまでにいくつかの手法

が提案されているが、その多くは浅水流方程式を数値的に

解くことで堤体表面の越流水の流れを解析するものであ

る 3), 4)。本論でも同様に、浅水流方程式を用い、同時に侵

食による堤体形状の変化を解くことで、越流による堤体侵

食解析を行う。通常、侵食の速さを表す侵食速度は、水流

が侵食面に及ぼす底面せん断応力の関数として与えられ

る。しかし、侵食速度を底面せん断応力だけの関数として

扱うと、水流が急激に変化する箇所では計算が不安定とな

る。ここでは安定的な数値計算を実行するに当たって、侵

食面の凹凸に応じて侵食速度を変化させる手法を提案す

る。 

(2)	 侵食速度	 

	 堤体が越流による侵食を受ける場合、侵食によって水流

に取り込まれた堤体土の粒子は瞬時に下流へと運ばれる

ため、そのほとんどは堤体上で再び堆積することはない。

したがって、侵食速度Eを用いて、堤体表面高さηの時間

変化は以下の式で与えることができる。 

	               p

E
t λ
η

−
−=

∂

∂

1
                   (1) 

ここに、侵食速度Eは底面せん断応力τ の関数であり、経
験的に 

                
γττα )( cE −=                   (2) 

と表されることが知られている 5), 6)。ここに、 cτ は限界せ
ん断応力であり、α とγ は材料定数である。式(2)は粘着
性の材料だけでなく、非粘着性の材料についても適用する

ことができる 6)。均一な砂の場合には、限界せん断応力 cτ
の値は粒径の大きさによって、大凡決定される。 
 

(3)	 越流侵食の支配方程式	 

	 堤体上の越流水の流れは、以下に示す浅水流方程式に従

うとする 7)。 
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ここに、uとvはそれぞれ x方向、y方向の流速、hは水
深、gは重力加速度の大きさを表す。式(4)中の fxS と fyS
はそれぞれ x方向、y方向の摩擦勾配であり、マニングの
粗度係数nを用いると以下のように表される。 
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(a)	 現況断面	 
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(b)	 改修後断面	 

図-2.2	 堤防の横断面とすべり面	 

	 

表-2.1	 信頼性解析結果	 

 Fs Pf  Cf CF 

Original 1.04 0.197  3,940 

Restored 1.62 0  0 

Unit (10000 JPY)

2,000

2,000

CF = Cf ! Pf 	 
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また、摩擦勾配を用いて底面せん断応力τ は 

      
22

fyfx SSgh += ρτ
	 	 	 	 	 	         	 	 (6) 

と表される。式(6)と式(2)から侵食速度Eを評価する。式
(1)と式(3)が表面流による侵食を記述する支配方程式であ
り、未知数は流速u、v、水深h、地表面の高さηの 4
つとなる。 

(4)	 安定化手法	 

	 式(1)に従って計算を進めると、表面流の変化が比較的激
しい箇所で侵食の計算が不安定となる。その原因は、流速

や水深が急激に変化すると、侵食速度の違いからその付近

の地表面の勾配は急になる傾向にある。地表面の勾配が急

になれば、ますます水流の変化が大きくなり、局所的に不

自然な侵食が進んでしまうためである。  
この現象を安定化させる一つの手法として、式(1)で記

述される地表面の変化速度は、底面せん断応力τ だけでな

く、地表面の形状にも因ると考え、以下のように修正を行

う。 

       
)exp(

1
ηβ

λ
η

Δ⋅−
−

−=
∂

∂

p

E
t

               (7) 

ここに、 ηΔ はηのラプラシアンを意味し、β（>0）は入
力パラメータとなる。式(7)では地表面の形状が凸であれば
侵食が速く進行し、逆に凹であれば侵食が遅く進行するよ

うになる。これにより、局所的に進行する不自然な侵食が

抑制され、安定的な数値計算が可能となる。  

(5)	 数値解析例	 

	 図-3.1に堤体の初期形状と計算メッシュを示す。浅水流
方程式の数値解析法には有限体積法を用いた。堤体の大き

さについては、堤高を 5m、天端幅を 4mとし、法面勾配
は1:2である。同図の左側が貯水域となっている。奥行き
方向は計算負荷を最小限とする目的で、0.2m の厚みとし
た。解析では、満水位の状態（貯水面と堤高が同じ状態）

から計算領域の左端より 1.5m3/s/mの流量を流入させ越水
を生じさせた。その後、堤体上の流れがほぼ定常状態とな

った時を侵食の開始時点として、越流による堤体の形状変

化をシミュレートした。なお、側面の境界条件は、流入出

のないスリップ(slip)条件とした。堤体の間隙率 pλ は 0.4
とし、侵食速度に関する材料定数としてα （=1.1×10-5 

m/Pa/s）、γ （=1.0）、 cτ （=6.0Pa）を与えた。また、マニ
ングの粗度係数nは0.019とした。 
	 図-3.2 には越流によって侵食を受ける堤体断面の経時

変化を示す。同図中に灰色で示すラインは越流侵食開始時

の水面形を表している。堤体が侵食を受けると、初期には

下流側の法面が中心的に侵食を受け、急勾配な断面形状と

なる。その後、天端の侵食が卓越し、堤高が低くなるとと

もに、堤体の断面積が減少し決壊に至る。この様子は典型

的な堤体の越流侵食過程をうまく再現している。 
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図-3.1	 堤防モデルのグリッド	 
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図-3.2	 越流侵食の解析結果	 

４．積率適合法に基づくモンテカルロ法の効率化	 

(1)概説	 

	 実験・観測等が困難な問題を扱う場合、便利な問題解決

法はシミュレーションである。ただし、実現象はバラツキ

を有するので、シミュレーションに関与するパラメータも

バラツキを持たせて、所要量も平均値（最確値）で報告さ

れるべきである。すなわち、シミュレーションのパラメー

タのバラツキは実測データに基づく乱数を用いて生成し、

そのバラツキを考慮したシミュレーション（実験）を多数

回行う。そうすれば、各試行での所要量はバラツキを有す

るので、所要量の平均を取ることによって最確値を求める

ことができる。この手法を事象再現型モンテカルロ（MC）
法 1)-5)と言う。一方、期待値演算の本質は積分なので、対

象問題を領域積分の形に定式化できる場合には、その積分

に対してMC法を応用して問題解決を図る6)のが普通であ

る。これは、事象再現型MC法より若干であるが計算効率
が良いこと 7)、加えて多くのVariance Reduction法 7)-9)を利

用できるからである。この後者の方法を領域積分型MC法
1)-5)と言う。いずれにしても、これらは乱数を利用している
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ため、得られる解の精度、計算効率は、用いる擬似乱数の

精度に依存している 5)。特に、擬似乱数が所要の確率分布

に従っているかどうかは、重要である。このような観点か

ら著者は、発生擬似乱数の精度を改善する方法として、モ

ーメント・マッティング（積率適合）法 9)-10)を紹介した 5)。

そして、積率適合法をMC法に用いれば、計算効率の向上
が可能であることを例証した 5)。本研究では、その結果に

基づき、擬似乱数の多次元空間内での分布状況を改善した

対称変量法を開発し、その有効性を例証した。本概要では、

２次元正規確率分布の積分問題を考える。 

(2)モーメント・マッチング法	 

	 積率適合法とは、生成擬似乱数の積率が、目的分布のそ

れと一致するように操作を加える手法である。 
a)対称変量法	 

	 入門的（Crude）MC計算のVariance Reduction法として
用いられる負相関法の考え方を擬似乱数の使い方に応用

した方法を対称変量法と呼ぶ。 
	 たとえば、平均値が0のn個の乱数列｛y1, y2,…, yn｝を

考える。次に、zi=‐yiとして、もう１つの数列｛z1, z2,…, zn｝

を考える。この時、これらの２つの乱数列を抱き合わせて

作った乱数列{x}={y}+{z}の期待値は式(1)となるので、k
次積率は、式(2)のように計算できる。 
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	 b)２次再抽出法	 

	 平均ベクトルµと共分散行列Σを有する正規乱数ベクト
ルの列の生成を考える。そのために先ず、平均値ベクトル

0、共分散行列 I（単位行列）を有する多次元標準正規乱数
列｛x1, x2, …, xn｝（各要素はベクトル）を生成する。この

時に生成した多次元正規乱数の平均ベクトルをm、共分散
行列を sとする。共分散行列 sは、コレスキー分解するこ
とができて、式(3)のように表すことができる。 

	 	 	 
TCCs ~~

=     (3) 

そこで、Σのコレスキー分解をΣ＝CCT（Cは下三角行列）
と表し、ベクトル 

	 	 	 ii xCCy 1~−=     (4) 

を各要素とする列｛y1, y2, …, yn｝を考えれば、その共分散

行列が目標とする Σ に一致する正規乱数ベクトルの列と
なる。２次までの全積率は、次式で調整できる。 

	 	 	 µ+−= − )(~ 1 mxCCy ii    (5) 

(3)数値計算例	 

	 破壊領域を定式化することができる場合の系の信頼度

は、一般に、同時確率密度関数を、その破壊領域にわたっ

て積分することによって求めることができる。そこで、多

次元確率変数の簡単な確率計算問題として、平均値0、分
散 1の正規分布に従う２変数 1x と 2x を考え、それらの相
関係数がr =0.7の場合（少し強相関）の上側確率 
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を求める。正解値はP＝0.0008853である 12)。 
	 MC計算では、擬似乱数の精度のみの影響を調べるため
に、Variance Reduction法 7)-9)等を援用しない入門的MC法
7)-9)を用いる。入門的MC法では、 

  ∫=
b

a
dxxfI )(

    (7) 
と言う積分は、N 個の一様擬似乱数 Nξξξ ,...,, 21 を用いて、

次式で近似評価される。 
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各手法の計算結果を比較する際に、効率と言う言葉を使う。

同じ問題に対し、計算法１と２の各所要時間が 1t と 2t で、
解の推定結果の分散が 2

1σ と
2
2σ のとき、方法２の方法１に

対する効率は、( 1t
2
1σ )/( 2t

2
2σ )である 7)-9)。 

	 以上の条件下で、式(6)の上側超過確率Pの推定値 P̂を、
式(8)によって計算した結果を、表 4.1に示す。表中、ρは
推定誤差に基づく変動係数である。「秒」欄は計算所要時

間を秒単位で表記したものである。表より、計算所要時間

が一番少なかった対称変量法が一番良いことが分かる。 
 
表-4.1	 乱数をそのまま使った場合に対する各手法の効率	 

	 推定値P̂ 	 ρ	 秒	 効率	 

乱数そのまま	 8.863e-04	 0.0106	 5.1	 1.00	 

対称変量	 8.856e-04	 0.0106	 4.5	 1.14	 

２次再抽出	 8.852e-04	 0.0106	 11.9	 0.43	 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	 8.853e-04	 0.0106	 5.3	 0.96	 
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