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河川整備が進んでいる今日でも堤防決壊が発生し、浸水など甚大な被害をもたらしている。

堤防決壊時の氾濫被害軽減には、堤防決壊口の荒締切工事を如何に迅速に行うかが重要である。

本論文は締切工事を効率よく実施することを目的に、実物大規模である十勝川千代田実験水路

において汎用性のある重機を用いた資材投入方法を検証する実験を行い、その結果について報

告するものである。 
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1.  はじめに 

 
 近年、台風や局所的な集中豪雨などに起因した出水に

より大規模水害の発生リスクが高まってきており 1)、河

川堤防の整備が進んでいる今日でも堤防決壊が発生して

いる。2016年 8月には半月のうちに北海道へ 3個の台風

が上陸するなど道内各地で大雨となり、石狩川など 4河
川で計画高水位を超え、空知川など複数の河川において

堤防決壊が生じ、浸水など甚大な被害をもたらした 2)。

このような被害を軽減するには、堤防決壊を防止するだ

けでなく、万が一、堤防決壊に伴う堤内側への氾濫が発

生した場合においても、早急に堤防決壊口（以下、決壊

口と称す）を締め切るなどの技術が求められている。 
 決壊口を締め切る工法である荒締切工は、決壊口の閉

塞と氾濫流量を低減させることを目的に、氾濫流れのあ

る決壊口に水防資材を投入するものである。そのため早

急に工事着手し、着手後は時々刻々と変化する氾濫流況

等に対応しながら効率的に作業を進め、早期に荒締切工

を完了させることが重要である。 
荒締切工の実施計画にあたっては、クレーンを用いた

水防資材の投入が基本 3)となっているが、近年の堤防決

壊時などにおける締切工事等について事例調査を行った

結果、バックホウを用いた施工が多くを占めていること

が明らかとなった 4)。これはクレーンの場合、重量の大

きな資材を投入できる強みはあるものの、重機準備に時

間を要し、また堤防天端の走行や堤防決壊部近傍で作業

を行うには足場の造成等が必要なため、早期着手という

観点からは不利な面が見られる。これに対しバックホウ

は早期に重機の準備ができ、足場が悪い箇所でも走行が

可能、また土工作業だけでなく資材の吊り上げ吊り下げ

も出来るなど、特に被災直後の一刻を争うような状況に

おいては有利であると考えられる。 
そこで北海道開発局と寒地土木研究所は平成 29 年度

に十勝川千代田実験水路 5)において堤防決壊時の荒締切

を念頭に、氾濫流れのある決壊口を想定した箇所に汎用

性の高い重機を用いて複数の工法で根固ブロックを投入

し、工法の相違が作業効率の与える影響について検証実

験を行った。 
 

2.  実験概要 

 
図-1に実験概要を示す。今回は堤防決壊箇所での作業

 

図-1 実験概要 
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効率に関する検証を行うことが目的であるため、水防備

蓄基地から現場内の現地資材置場にブロックを運搬済み

の条件とする。実験は①現地資材置場でのブロックの積

み込み、②資材置場から運搬路を通り決壊口までの資材

運搬、③決壊口へのブロック投入と一連の流れで行った。 
また実験で用いたブロックは河岸保護のため投入資材

としても実績が高い根固めブロックのうち、北海道開発

局が最も多く備蓄している水防資材ブロックを用いるこ

ととした。 
 
(1)  積込作業の概要 
図-2 にブロック積込作業の概要を示す。前述のよう

にブロックは水防備蓄基地から現場内の現地資材置場に

運搬済みである。積込作業はクレーンを用いて、①ブロ

ックの玉掛→②旋回→③運搬重機の荷台で玉外し→④旋

回して次の玉掛作業、という手順で行った。運搬重機は

後述するが、積載可能なブロック数量は、ダンプトラッ

クの場合は 3個、キャリアダンプの場合は 2個であり、

延べ 6台ずつに積み込みを行った。 
 

(2) 運搬作業の概要 
図-3 にブロック運搬作業の概要を示す。運搬に用い

た重機はダンプトラックを基本とした（延べ 6台）。運

搬は堤防天端の走行を想定し、積込箇所から投入箇所ま

での約 140m 区間をバックで進み、ブロック投入の完了

後、積込箇所まで前進して戻るものとする。 
また汎用性は低いものの作業の効率化が期待できるキ

ャリアダンプ（延べ 6台）も用いて実験を行った。キャ

リアダンプは不陸など足場が悪い条件であっても運搬路

造成等を行う前から資材運搬が可能である。このうち延

べ 4台は回転式キャリアダンプである。これは上部（運

転席・荷台）が回転することで、常に前進による運搬が

可能であるため、更なる効率化が期待できると考えた。 
 
(3) ブロック投入作業の概要 
図-4 に決壊口へのブロック投入作業の概要を示す。

投入箇所まで運搬重機でブロックを運んだ後、バックホ

ウを用いて①運搬重機の荷台で玉掛け→②旋回→③決壊

口近くで玉外し→④ブロックの投入→⑤旋回して次の玉

掛け作業、という手順で行った。 
ここで投入方法の相違が施工効率に与える影響を把握

することを目的に、図-5に示す全 5ケースの方法でブロ

ックの投入を行った。 
 ケース 1について、玉掛けは一般的に用いられている

ワイヤーロープ用いて行い、玉外しは決壊口の近傍で人

 

図-4 ブロック投入作業の概要 

 

図-3 運搬作業の概要 

（上段：ダンプトラック・下段：キャリアダンプ） 

 

図-2 積込作業の概要 
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図-5 ブロックの投入ケース 

手により行う。投入はバケットに取り付けたワイヤーが

ブロック投入時に絡まることを防止するために取り外し、

バケットでブロックを決壊口方向へ押し出すことで投入

を行う。ブロック投入後、次の玉掛けのため運搬重機方

向へ旋回するが、この旋回中に投入前に取り外したワイ

ヤーを再度、バケットに取り付ける。 
ケース 2はケース 1と異なり玉外を行ったのちも投入

は行わない。投入は運搬重機に積載したブロック（ダン

プトラックは 3個、キャリアダンプは 2個）を決壊口付

近に全て並べ終わった後、ケース 1と同様にバケットか

らワイヤーを取り外し、3 投ないし 2 投を連続して開口

部へブロックの投入を行う。ケース 1と比較して連続投

入することで、ワイヤーの取り外し・取り付け回数を減

らすことが出来るため、作業効率向上が期待できる。 
 ケース 3はワイヤーロープに比べると汎用性が低いオ

ートフックを用いている。オートフックはブロックを着

底させ、重機にかかる荷重がブロック重量 2,137kg のう

ち 500kg 以下になると、ワイヤーが外れる仕組みになっ

ているため、玉外し作業で決壊口近傍に人が近付く必要

がなく安全性の向上が期待できる。玉外し以降の投入作

業はケース 1と同様である。 
 ケース 4もオートフックを用いているが玉外し作業を

省略する工法である。これは玉掛け後、旋回したのちに

決壊口近傍の堤防天端ではなく、開口部斜面に着底させ

ている。これにより玉外しの作業を省略することができ、

ワイヤーが外れると同時に決壊口へ直接投入することが

出来るため、作業効率の向上が期待できる。 
 ケース 5は投入重機を用いない工法である。回転式の

キャリアダンプにより決壊口近くまで前進で運搬する。

次にキャリアダンプ上部を 180°回転させたのち、荷台

を上げることで直接、決壊口にブロック投入を行うもの

である。投入重機を省略することと、荷台に積載したブ

ロックを全て同時に投入させることで作業効率向上が期

待できる。 
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3.  実験結果 

 
図-6に作業毎に要した時間を平均した結果を示す。な

おブロックの積込と投入に関してはダンプトラックとキ

ャリアダンプで積載数が異なることからも、ブロック1

個当りに換算した結果である。 

 
 (1) 積込に要する作業時間 
ダンプトラックおよびキャリアダンプへ積み込みに要

する時間に差はなく、1 個あたり 2 分程度であった。作

業内訳によると、旋回に多くの時間を要している。旋回

の作業内容は、玉掛後に地面からブロックが持ち上がっ

てから旋回し、運搬重機荷台に着底するまでに要した時

間であり、安全面からも旋回に要する時間の短縮は難し

いと考えらえる。 
今回の実験では玉掛けを行う現地資材置場は図-2に示

すようにブロックを整列して配置している。そのためブ

ロック通しがかみ合うことなどなく、玉掛け作業がしや

すかったこともあり時間は要していない。これより実災

害時においても、水防備蓄基地から現地資材置き場へ運

搬する際、玉掛作業がしやすいような配置にしておくこ

とで時間のロスを減らすことが出来ると考えられる。 
 
(2) 運搬に要する作業時間 

今回の条件では運搬距離が約 140m と長くないこと、

また運搬路も不陸ではなくトラフィカビリティも高かっ

たことからも、ダンプトラックとキャリアダンプの運搬

時間に優位な差は見られなかった。前述のように実災害

を想定すると、ダンプトラックによる運搬では、堤防天

端の運搬路が不陸等により、運搬路の造成や敷鉄板を敷

く作業など、運搬するまでに時間を要することが考えら

れる。 
一方でキャリアダンプではダンプトラックのような事

前作業が不要となることからも、特に災害初期段階の早

急な工事着手という点からも有効であると考えられる。 
 
(3) ブロック投入に要する作業時間 
最も汎用性の高いと考えられる組み合わせであるケー

ス 1を基本として、それぞれのケースについて比較を行

う。 
ケース 2では運搬重機に積み込んだ全てのブロックを

まとめて投入するため、投入前後に行うワイヤーの取り

外し・取り付けが 1回となるため、ケース 1に比べると

玉外しと旋回戻りについて、時間の短縮となっている。

実災害時には降雨等によりそれぞれの作業効率低下も考

えられることから、作業手順を減らすことで投入の効率

化につながるが期待できる。 
ケース 3ではオートフックを用いたことで、決壊口付

近に人が近付いて行う玉外し作業が不要となるため安全

性が向上する。一方で、玉掛けに要する時間が非常に長

くなっていることから、オートフックを用いた玉掛け方

法を改善することが出来れば、さらに作業効率が上がる

と考えられる。 
ケース 4はオートフックを用いて直接、決壊口へ投入

することで投入時間は非常に短くなっている。一方で実

験を行った 6投のうち最後の 1投が、決壊口を転がり落

ちた際、積み上がった投入済みのブロックとの間にオー

トフックのワイヤーが絡まり、それをバックホウのアー

ム操作により外そうとしたがワイヤーが切断し、いった

ん実験を中止している（図-6ケース 4の結果はこの 1投
を除いた 5投の平均）。ブロック間にワイヤーが絡まる

と作業が出来ないだけでなく、重機転倒などの危険があ

ることからも、特に荒締切工でブロックが積み上がって

きた場合、オートフックによる直接投入を行う際には安

全性の面からも注意が必要である。 
ケース 5はキャリアダンプの荷台を上げることで荷台

上をブロックが転がり落ち、最も早く投入が可能であっ

た。一方で決壊口直近まで運搬重機が近づく必要あるこ

と、また決壊口へブロックが落ちずに堤防天端や決壊口

斜面の途中で止まった場合などは、いったん作業を中止

して、ブロックの押し出しが可能なバックホウ等の重機

と入れ替え作業を行う必要がある。 

 

図-6 平均作業時間（積込・投入はブロック1個当り） 
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表-1 アンケートの結果 

 運搬作業 ブロック投入作業 

良いと 

感じた点 

【ダンプトラック】 

・汎用性があり台数を多く確保できる 

 

【キャリアダンプ】 

・軟弱地の移動にあたり、敷鉄板など走

行経路の整備など、間接的な作業や費用

が不要 

・荷台が回転するタイプは堤防上をバッ

ク走行しなくて良いため施工性がよい 

・小回りが利くため、洪水時のように施

工・施工スペースの制限を受けるような

現場で有効 

 

【バックホウ】 

・工事現場に常にあるため利益性・機動性で優位 

・クレーンはアウトリガー張出しのための広いスペースが必要で、使用できる場

所や条件が制限されるためバックホウは優位 

・バックホウは重機足場が洗掘されたときなどでもすぐに退避移動できるが、ク

レーンはアウトリガーの収納が必要 

 

【その他】 

・オートフックは投入時にワイヤーがからむのでは？などの疑問があったが実際

にそれらの課題も確認できるなど、実物大規模実験実験のため実務として捉えや

すかった 

 

課題と 

感じた点 

【キャリアダンプ】 

・ダンプトラックより幅員※1があるた

め、運搬路幅が広い必要がある 

・積載はブロック2個（ダンプトラック3
個）のため、施工量も含めて災害対応全

体を通したサイクルタイムの検討が必要 

・現場への搬送方法や、台数が少ないた

め確保の問題もあり、汎用的な重機でど

う効率的に運搬を行うかも考えるべき 

 

 

※1：今回の実験で用いた仕様は以下の通り 

ダンプトラック（全長7.57m・全幅2.49m） 

キャリアダンプ（全長5.955m・全幅2.86m） 

【バックホウ】 

・投入には決壊口に近づく必要があるため、急な河岸侵食や水位上昇等により重

機が流される危険性を感じた 

・遠方への投入は出来ないため、クレーン作業との併用やブロック形状に改良を

加えるなどのアイデアも必要 

・少なくとも3人で作業を行うため作業性を上げることも必要 

・吊り下げの重量制限より3t以上の資材は投入できないため、3～5tブロックの

投入技術の検討も必要 

・バックホウでも着底させずに空中で切離投入手法の開発も重要と感じた 

 

【オートフック】 

・直投入（ケース4）はワイヤー損傷が気になる 

 

【キャリアダンプ直投入】 

・キャリアダンプ直投入（ケース5）は狙った位置にブロック投入できるか（そ

の地点まで重機が近づけるか）がポイント 

・キャリアダンプ直投入(ケース5)のように運搬と投入を併せて実施出来る重機

や工法があると効率的と感じる 

 

【その他】 

・バックホウとブロックのみで全ての復旧は難しいため、それらを補完する重機

や資材が必要 

・バックホウにグラップル（つかみ装置）などを装着して投入すると早いのでは 

・夜間作業やスペースがより狭い箇所で施工を行う場合に問題はないだろうか 

・2tと重量のあるブロックなので、荷卸し時に神経を使う作業だと感じる 

 

 

4.  締切効率化に関する検討資料の整理に向けて 

 
千代田実験水路では長期計画において実験研究テーマ

VI「水防技術・意識の向上」が設定されており5)、その

観点からも実験は見学者の安全が確保される場合は公開

で行っている。  

今回の実験も産官学問わず，幅広く見学を呼びかけた

結果、144名の参加があった。その内訳は図-7の通りで

あるが、実験内容が堤防決壊時の締切を想定したもので

あることからも、災害時に現場で作業を行うゼネコンか

ら39%、指揮等を行う行政から24%、堤防決壊シミュレ

ーション等の検討を行うコンサルタントから13%と、実

務担当者が多く集まった。  

 
図-7 実験見学者の内訳（全144名） 
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今回の実験結果も踏まえて、締切工法の現場での活用

を念頭においた整理にあたっては実務者からの意見が貴

重であることから、見学者を対象にアンケートを行った。

設問は締切工事を念頭に行った今回の実験（資材運搬や

投入実験）を見学して感じたこと、締切工法の効率化に

向けた意見について自由記述とした。20名の方より回答

を頂き、それらを作業別に取りとりまとめたものを表-1
に示す。 

 これより資材投入にあたってはクレーンの優位な面も

あるものの、早期に着手し効率的に行うにはバックホウ

を活用することが有効であるとの回答が複数、寄せられ

た。一方でバックホウでは3tブロックなどは吊り上げ出

来ないことや遠方への投入が出来ず決壊口に近づく必要

があるなど課題についても意見を頂いており、これらの

解決が更なる作業効率化につながるヒントになると考え

られる。 

 今後は現在、寒地土研の研究テーマとして行っている

破堤被害を最小化するための破堤氾濫流量の軽減技術に

関する検討として、各河川事務所が管理しているそれぞ

れの河川で適用することが可能なように河道特性に応じ

た破堤現象の整理 5)を参考に、破堤拡幅を抑制する工法
7)や、破堤開口部を締め切る荒締切工の減災効果 8)など

とともに整理を行い、北海道開発局と共同で堤防決壊時

における締切作業の効率化に向けた検討資料を平成 29
年度中に取りまとめを行う予定である。 
さらに平成 30 年度からは全国の河川系事務所で毎年

実施している“堤防決壊時の緊急対策シミュレーショ

ン”の検討を行う際に用いる既往の資料 3)とともに、全

国展開を念頭におきつつ、まずは北海道開発局内から参

考資料として活用していく予定である。 
 

5.  まとめ 

 

本資料では災害時に行う破堤開口部の荒締切工を想定

し、汎用性の高い重機を用いてブロック投入を複数の工

法で行う検証実験を行い、これより次のことが明らかと

なった。 
1）水防備蓄基地から現場内の資材仮置場にブロックを

運搬する際、玉掛けがしやすいように計画的にブロック

を配置することで、クレーンを用いた運搬重機への積込

時の時間ロスを減らすことが出来る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）資材仮置場から破堤開口部にブロックを運搬するに

あたり、ダンプトラックによる運搬は運搬路整備等が必

要であると考えられるが、キャリアダンプを準備するこ

とが出来れば、運搬路整備中にも破堤開口部への資材運

搬が可能となり、その結果、災害時の初動など特に早急

な対応が必要と考えられる欠口止め工や破堤拡幅抑制の

ための資材投入が可能になると考えられる。 
3)ブロック投入はオートフックを用いることで、破堤開

口部に人が近付く必要がないため安全性や作業効率の向

上が期待出来るが、ブロックが積み上がってきた場合に

は、投入済みブロックと投入ブロック間にワイヤーが絡

まないように注意が必要である。 
4）ブロック投入作業の時間差以上に、投入方法に応じ

た玉掛けや旋回等に時間の差が生じることが明らかとな

った。これより玉掛方法の工夫など改善を行うことで、

より効率的な作業につながることが期待できる。 
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