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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、破堤氾濫が
発生した場合においても、早急に破堤開口部を締め切
るなどの技術が求められている。

破堤開口部を締め切る工法である荒締切工は、破堤
開口部の閉塞と氾濫流量を低減させることを目的に、
氾濫流れのある破堤開口部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破堤開口
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、氾濫流れのある破堤開口部を想定した

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破堤
開口部までの資材運搬、③破堤開口部へのブロック投
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。
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図－1　実験概要
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２． 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． 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
いた重機は汎用性の高いものとしてダンプトラックを
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台は回転式の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。

２． ３　ブロック投入作業の概要

図－4に破堤開口部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開口部近くで玉外し→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

図－2　積込作業の概要

図－3　運搬作業の概要
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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、玉外しは破堤開口部の
近傍で人手により行う。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開口部方向へ押
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
ンプトラックの場合は3個、キャリアダンプの場合は2
個）を破堤開口部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

図－5　ブロックの投入ケース
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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、玉外し作業で開口部近傍に
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
ちに破堤開口部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開口部へ直
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破堤開口部近くまで前進で運
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、開口部にブロック投入
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同時に投入させることで作業効
率向上が期待できる。

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。

３． 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、このうち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運搬重機荷台に着底するまでで
あることからも、安全面からも時間の短縮は難しいと
考えらえる。

なお玉掛けを行う現地資材置場では図－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
ック通しのかみ合いなどなく、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、玉掛け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。

３． ２　運搬に要する作業時間

今回の条件では運搬距離が長くないこと、また運搬
路も不陸ではなかったことからも、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運搬路の不陸等がある場
合でも、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、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． ３　ブロック投入に要する作業時間

最も汎用性の高い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が効率化につながると考え

図－6　平均作業時間（ブロック1個当り）
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られる。
ケース3ではオートフックを用いたことで、破堤開

口部付近に人が近付き玉外しの作業が不要であるため
安全性は向上する。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、大幅に作業効
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、開口部へ投
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、開口部を転が
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
ウの操作で外そうとした結果、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）。絡まると作業が出来ない
だけでなく、重機が引っ張られるなど危険であること
からも、特に荒締切工でブロックが積み上がってきた
場合にオートフックによる直接投入を行う場合には安
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。一方で開口部直近まで運搬重機が近づく必要
あること、また開口部へブロックが落ちずに堤防天端
や開口部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。

４．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。

今後は現在、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
今年度中に取りまとめる予定である。
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