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１．はじめに

昨年の北海道豪雨災害では、堤防からの越水や決壊
によって洪水氾濫が生じ、建物や農地、道路盛土等の
被災が生じている1),�2）。このような災害が頻発してい
る中で、現地調査の適切な実施が重要となる。災害調
査によって収集したデータは、例えば、災害状況の把
握及び初動対応をはじめ、原因究明や現象解析、復旧
工事等幅広く利用されることとなるためである。
国土交通省河川砂防技術基準調査編（以下、河砂調
査編と称する）の第10章災害調査3)では、１．災害調
査の目的の設定、分類と基本的留意事項、２．対象と
する区域等に応じた調査内容、３．調査成果の蓄積と
共有化、に関する内容が記載されている。本報は、昨
年の北海道水害等の災害調査事例（河川区域等）を対
象に、この河砂調査編を参照して、実施調査項目を抽
出するとともに、内容、留意すべき点等をまとめてい
る。実際の事例を基に災害調査項目を整理すること
で、今後の洪水氾濫災害現地調査の参考となればと考
えている。

２．目的の明確化

災害調査の目的は各機関ごとに設定するが、寒地水
圏研究グループ、寒地河川チーム等の災害調査の目的
として、研究・技術開発の推進がある。その他、行政
の支援や社会的な貢献活動が挙げられる。国土交通省
北海道開発局及び北海道主催の北海道水災害検討委員
会、堤防調査委員会、土木学会水害調査団、砂防学会
調査団等に参加しており、河砂調査編に記載されてい
る次の目的例3)が該当すると考えられる。

・�当該災害からの適切かつ迅速な復旧に用いるべき技
術的方法の検討に役立てる。
・�災害の起こり方をできるだけ定量的、客観的、論理
的に説明できるようにし技術基準の改訂などにいか
す。

・�従来採られてきた施策等について、ソフト・ハード
にかかわらず、有効性や課題を具体的に明らかにし、
施策等の改善・見直しを図ることに役立てる。
・�災害事象の解析や設計、評価手法についても、それ
らの結果と実態との適合度や用いられてきたパラメ
ータ値等について新しい情報を得ることにより、手
法の精度向上やパラメータ等の設定法の合理化に役
立てる。
・�中長期的に取り組むべき新たな技術開発課題を得
る。

３．河川区域及びその周辺を対象にした災害調査

堤防とその周辺の河川管理施設を主対象として、治
水機能が喪失又は一部不全に陥った、あるいはそれが
懸念される変状・損傷の状況を把握する。また、防災・
減災に関わる有意な機能や影響が認められる地形、地
被、地物等（高水敷や樹林）についても、その重要性
と変状・損傷の規模等に応じて、適宜、災害調査の対
象に加える3)。
以上の河川区域及びその周辺を対象にした災害調査
は段階的に進められるが、本報では、原因究明・現象
解析段階及び技術基準等や技術政策への反映段階への
活用を考慮して、主に初動・即応段階（おおむね1週
間以内）の災害調査を記す。

３． １　堤防及び周辺調査

堤防がどのような状態になって河川水が堤外から堤
内（または堤内から堤外）へ氾濫したかを把握するた
めの調査である。河川堤防の主な被災の形態とそのメ
カニズム4)を参考に、越水、侵食・洗掘、浸透、パイ
ピングの堤防被災形態（図－1～45),� 6),� 7））を推定、判
断するための現地での根拠データとなる。なお、河川
堤防の内部構造を把握するための開削調査は、常呂
川、空知川、十勝川で被災の4～6カ月後に実施してい
る5),�6),�7）。

洪水氾濫災害現地調査について
― 昨年の北海道豪雨災害事例等から ―
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３． １． １　堤防の変状箇所・被災形態の把握

堤防の変状箇所位置と、形状変化（幅、長さ、向き
等－崩壊・決壊、洗掘・侵食、法崩れ・土砂堆積）を
把握する。また、堤体材料（土質）、堤体法面の植生
（被度、根毛量）、堤体土壌水分量や天端性状（舗装有
無や締固め度等）等堤体の質の把握を行う。
周辺の未被災箇所の堤防高、法面勾配、天端等形状
や、堤体材料、法面植生等堤体の質の比較も重要であ
る。河川管理施設以外の橋梁周辺盛土等について、必
要に応じて対象に含める。
３． １． ２　堤防からの氾濫形態の把握

上記３．１．１の調査項目に加えて、堤防や周辺、堤
内側（または堤外側）の氾濫時の最高水位や越流水深、
内水位、貯留状況等痕跡水位の把握、氾濫流・越水状
況の痕跡（河道流下跡や植生の向き・倒伏、ゴミや流
木等堆積状況）や範囲の把握を行う。
３． １． ３　 浸透・パイピング現象発生箇所、状況の

把握

堤外から堤内（または堤内から堤外）への基盤漏水
により、堤内（堤外）側堤防法尻周辺において、水と
土粒子が噴出している箇所と状況を把握（噴砂、水た
まり、空気湧出、法崩れ等）する。また、法崩れ・す
べり破壊、パイピング破壊の既往浸透流解析による安
全性結果との比較や、噴砂箇所と基礎地盤、堤体との
土質比較（粒度特性等）を行う。

図－4　パイピングによる堤防決壊のイメージ図

河川水が越水する 越流水により川裏法尻を洗掘される 堤防の法尻が洗掘され、堤防が崩壊

  

堤防の法尻が洗掘され、堤防が崩壊河川水による侵食・洗掘が徐々に進行 さらに侵食・洗掘が進む

 

  

降雨により、堤防内の水位が上昇 河川の水が、堤防内に浸透 堤防の中の水位がさらにあがり、堤防
が弱くなって崩壊しやすくなる

 

 

地盤内に水が浸み込み、パイプ状の

水みちができる

水みちが広がり、堤防が崩壊し始める 堤防が掘られ、崩壊しやすくなる

 

  

図－3　浸透による堤防決壊のイメージ図

図－2　侵食・洗掘による堤防決壊のイメージ図

図－1　越水による堤防決壊のイメージ図
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写真－1　堤防決壊・崩壊箇所調査（柴山沢川）

写真－2　堤防越水・変状箇所調査（常呂川）
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写真－3　堤防越水・崩壊・変状箇所調査（札内川）
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写真－4　堤防決壊・崩壊・越水・洗掘箇所調査（空知川）
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写真－1～5に、常呂川5）、札内川7）、空知川6)等の現
地調査の状況を示す。
降雨による河川水位の上昇はあるが、堤外から堤内
への氾濫はない状況で表層崩壊、ガリ侵食が生じてい
るケースがある。堤防の変状箇所・被災形態の把握を
中心に行い、浸透・パイピング現象の他、降雨による
浸透現象発生箇所、状況を把握する。また、堤体材料
（土質）、土壌水分量、天端性状等堤体の質の把握を行
う。写真－6は釧路川での法面被災調査事例8)である。

３． ２　高水敷、護岸等調査

堤防被災箇所周辺の高水敷、護岸等の状況を把握す
る。越流、侵食、浸透、パイピングの堤防被災形態（図

－1～4）の推定、判断や、堤防被災に対する影響を把
握するための補足、根拠データとなる。
３． ２． １　高水敷の変状箇所・被災形態の把握

高水敷の変状箇所位置と、幅、長さ、向き等形状の
変化を把握する。低水路蛇行の発達による河岸侵食・
洗掘や、上流からの高水敷上の流れによる侵食等状況、
また、植生・樹木の位置や倒伏状況、流木や土砂の堆
積状況を調査する。UAV等の航空写真データが有用
である。

３． ２． ２　護岸の変状箇所・被災形態の把握

護岸、水制の変状箇所位置と、幅、長さ等形状の変
化を把握する。侵食・洗掘の被災状況を調査し、護岸、
水制等施設の被災有無と堤防被災有無との関連を検討
するためのデータの収集が重要である。

写真－7～9に、札内川7）、音更川7）、空知川6)の現地
調査の状況を示す。
�

４．河川氾濫域等を対象にした災害調査

浸水現象（浸水範囲、浸水深、氾濫流速、これらの
時間変化等）及び浸水と人的被害、直接被害、間接被
害の関係を把握し、浸水解析の精度向上、治水経済調
査・水害リスク評価手法の高度化、危機管理対策の高
度化に資する情報・知見を得ることを目的としてい
る。
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写真－5　噴砂箇所と粒度調査（常呂川）

 

写真－6　 法面中央部付近（左）、天端付近（右）の崩落調査

（釧路川)
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写真－7　樹木と流路変動、堤防被災状況（札内川）

音更川
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写真－8　高水敷侵食、堤防被災状況（音更川）
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写真－9　 高水敷侵食、護岸（低水・高水）の被災有無等の

状況（空知川）
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４． １　浸水現象の把握

浸水範囲、浸水深の他、氾濫流の向きや強さ、流速
等氾濫の痕跡状況を把握する。建物や農地等の被害状
況、流木土砂堆積状況等が重要なデータとなる。この
ような現地での状況調査や聞き取り、航空写真データ
等の情報を収集して、氾濫状況の再現や解析結果等の
検証データとする。写真－10～12に、戸蔦別川と札内
川合流点付近の堤内側河川氾濫の現地調査の状況7)を
示す。

４． ２　直接・間接被害の把握

水害被害額を算出するため、都道府県、市区町村等
で、一般資産被害額、公共土木施設被害額、公益事業
等被害額の調査9)を実施する。平成28年の水害被害額

について暫定値が公表10)されており、台風第10号によ
る北海道の水害被害額は岩手県に次ぎ第2位の約1082
億円と試算されている。空知川の堤防決壊で南富良野
町では多数の床上・床下浸水が発生し、また、食品加
工場の被災による農作物の収穫や酪農産業に影響した
ことが記載されている。写真－13に、南富良野町の空
知川氾濫の状況6)を示す。

�
４． ３　 人的被害・避難状況の把握、ソフト施策との

関連に関する分析

現地災害対応を実施した機関（自治体等）に対して
聞き取り調査等により、避難に関係する情報を把握、
整理する。また、被害状況とソフト施策との関連につ
いて分析を行い、効果の確認と課題の整理を行う。
昨年の災害後に実施した北海道水害市町村アンケー
ト報告11）、大雨等災害に関する検証報告書12）、また、
2014年9月の北海道大雨による避難勧告発令等に関す
るヒアリング調査13)から、以下に、調査項目を記載す
る。
・�各種情報（気象情報、河川水位情報、河川管理者か
らの情報、被災・浸水情報、その他）の市町村の入
手方法と課題�
・�現地パトロールの目的、得られた情報と情報の活用
方法、課題
・�避難情報発令の際の判断根拠、発令の状況と課題、
懸念した内容、反省点・改善点、住民・要配慮者へ
の周知方法
・�住民、要配慮者の避難状況と課題
・�避難所の状況（運営、支援等）と課題
・災害対策組織の体制、対応状況と課題
・市町村の住民対応
・リエゾン（国、道からの連絡要員）の状況と課題
・洪水ハザードマップの活用方法
・�重要水防箇所等の合同巡視（自治体と河川管理者）
で生かされた内容

写真－12　氾濫流の痕跡調査（戸蔦別川・札内川）

写真－11　堤内の痕跡水位調査（戸蔦別川・札内川）

写真－10　河川氾濫状況（戸蔦別川・札内川）

痕跡調査痕跡調査

痕跡調査痕跡調査

痕跡調査痕跡調査

戸蔦別川右岸堤防（左が上流）

堤内の痕跡水位
痕跡水位が天端高に達している

堤内の痕跡水位
堤内の痕跡水位は
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倉庫と思われる建物が流失 氾濫流の主流、深掘れ箇所 

写真－13　空知川氾濫状況（南富良野町）
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・防災訓練、防災教育等の有効性と課題
・他市町村等へ情報共有すべき経験内容
・関係機関に対する要望事項

４． ４　ハード施策との関連に関する分析

被害状況とハード施策との関連に関する分析につい
て、治水施設等の効果の確認と課題の整理を行う。
昨年の堤防の被災では、堤防の越水による決壊や、
河道の流路変動により堤防が侵食され決壊に至った現
象などがあった一方で、長時間堤防を越水したにもか
かわらず決壊に至らなかった箇所もある。このような
決壊しづらい耐越水堤防の機能評価を行うために、３．

の調査項目の他、より詳細な土質試験、堤防開削・表
面波探査、過去の施工調査等より分析を行う5）。

５．おわりに

従来から多くの関係機関が水災害調査を実施してい
るが確立された調査方法は存在しておらず、また、得
られた災害調査成果のデータベース基盤の整備がなさ
れていないことが指摘されている14）。調査が河川や地
域の災害特性に影響され、内容も広範多岐にわたるこ
と等が理由の一つに挙げられると思われるが、河砂調
査編では、災害調査の成果を適切な形で蓄積し、河川
技術情報として共有化することが標準であると記載さ
れている3）。このような取り組みは、各地で洪水氾濫
等の水害が頻発している中で、災害特性や目的に対応
した効果的な災害調査の実施を可能にするとともに、
調査成果とそれらを用いた解析、検討等による中長期
的な水害対策・施策への反映や検証についての関連付
けを行うことで、継続的な災害研究・技術開発推進に
寄与することが期待される。� （文責：矢部　浩規）
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