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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，破堤開口部の荒締切工事を如何に迅速に行うかが重要である．
本論文は堤防決壊時の緊急対策工事の効率化を考える際に必要となる事項（河道特性に応じ
た堤防決壊時の考え方，決壊口締切に関する留意点や重機作業，使用する資機材の適応性な
ど）についてとりまとめた検討資料について紹介するものである．
キーワード：堤防決壊、緊急対策工事

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 2)．決壊直後のような河道水位が高い状況であって
も，早期に決壊開口部を締切ることが出来れば氾濫流量
の低減により被害軽減につながることが期待できる．し
かしながら，緊急時に行う性質であるため使用できる資
材や工法の制約があること，発生頻度が少なく知見が十
分に蓄積されていないこと，また堤防決壊拡幅現象自体
が十分に解明されていないことなどからも技術開発が進
んでいるとは言えず，減災技術の確立が急務である 3)．
このような中，北海道開発局と寒地土木研究所では，
実物大規模である千代田実験水路 4)を用いた堤防決壊実
験 5)や，実験より得た知見を用いて開発した数値計算モ
デル「Nays2D Breach」6)を活用することで堤防決壊現象
を明らかにし 7)，さらに決壊後の被害軽減のため氾濫流
量を低減させる技術検討 8)，9)，効率的な資材投入方法に
関する検証 10)，11)，12)等，系統立てた研究を進めている．
本論文は堤防決壊時における被害軽減技術の提案を目
的とし，近年の堤防決壊時の緊急対応例も踏まえ，これ
まで進めてきた研究を総合的に取りまとめて公開した
「堤防決壊時に行う緊急対策工事の効率化に向けた検討
資料（案）(図-1)」13)の内容ついて紹介するものである.

2. 堤防決壊時の緊急対応事例より得られた知見
堤防決壊時の被害軽減技術の研究を進めるにあたり，
災害時の対応事例から得られる知見は多い．北海道にお

図-1 公開した検討資料の構成と本論文での対応章

いても2016年8月に半月のうちに3個の台風が連続して上
陸するなど道内各地で大雨となり，複数の河川において
堤防決壊が生じるなど甚大な被害をもたらした2)．一方
で決壊口から氾濫流がある中で緊急締切工事等を行った
事例もあることから，災害対応業者等への聞き取りを行
い，得られた知見を元に課題を抽出し、課題解決につな
がるポイントの整理を行った14)，．
(1) 緊急対応工事の事例
図-2に近年の北海道内における堤防決壊時等の緊急対
応工事を行った事例の一例を示す14)．
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表-1 事例収集より得られた主な知見
得られた知見・課題と解決に向けた検討事項

図-2 北海道内における堤防決壊時の緊急対応工事の一例

①は十勝川本川と千代田新水路の間にある中島部分が
決壊し，開口部に激しい流れが生じている様子である．
開口部上流側から荒締切を進めるうちに開口部下流側の
侵食が始まったため，資材投入を上下流両側からに切り
替えた．また，せめ工段階で高流速となり根固ブロック
が流出したため，10tの大型ふとんかごを用いて閉塞さ
せる工夫などを行った事例である．
②はバックホウにアタッチメントとしてつかみ装置で
あるグラップルを装着することで玉掛けなどが不要とな
り，効率的に締切作業を行うことが出来た事例である．
③は災害発生のわずか3時間後からバックホウによる
資材投入に着手している．その後，天端幅を3mから4m
に拡幅したことで決壊口近郊までダンプトラックによる
資材運搬も可能となり作業効率が向上した事例である．
④は資材を開口部に投入しても水面下に沈み締切作業
が進まなかったため，深掘形状を計測することで，施工
計画の見通しを立てた事例である．
⑤は緊急対応工事においてバックホウが多く使用され
ている事例である．バックホウは調達しやすく③のよう
に早期着手可能なことや，不整地により他重機が進入困
難な条件下でも作業が出来るという強みがある．
(2) 事例収集より得られた知見と課題
緊急対応工事の事例より得られた知見と課題，および
課題解決に向けたポイントについて表-1に示す．
これより管理する河川が堤防決壊時にどのように拡幅
進行するかを事前に理解することで，より実現象に近い
堤防決壊時の緊急対策シミュレーションが可能になるこ
と，緊急対応工事の早期着手には既往手法であるクレー
ンよりもバックホウが有力であること，バックホウによ
る資材投入工法をサイクルタイムや安全面も含めて検討

使用
重機

【クレーン】
・重量のある資材を遠方まで吊作業ができ既往手法
として検討されていた
・一方、足場造成等の準備作業が必要となり着手に
時間を要する
【バックホウ】
・土工だけでなく資材の吊作業ができる
・比較的，容易に調達可能であり，不整地でも作業
が出来るため早期着手が可能
⇒吊上重量や作業半径に制限はあるが，緊急時にお
ける早期着手にはバックホウが有効

資材
投入

【投入方法】
・バックホウによる吊作業のほか，アタッチメント
等の活用により投入効率が向上
⇒複数の投入方法をサイクルタイムや安全面も含め
て整理することで，現場作業の選択肢が増える

作業
手順

【堤防決壊形状の考慮】
・片側から締切を進めると反対側の堤体が侵食され
るなど、作業手順の工夫が必要
・開口部深掘を把握することで効率的な作業計画に
つながった事例もある
・河道特性の違いによる堤防決壊現象を理解してお
くことで効率的な作業手順の検討が可能
⇒事前に管理する河川がどのような堤防決壊形状と
なるか理解できれば、事前の資材準備含め効率的な
締切作業の検討につながる

図-3 河道特性に応じて異なる堤防決壊拡幅現象

しておくことなどが重要である．以降ではこれらの課題
解決に向けた検討を行う．

3. 河道条件が堤防決壊拡幅現象に与える影響
図-3は堤防決壊時における決壊開口部の形状である．
河床勾配が急である空知川は開口部下流の堤体断面が河
道から氾濫域に向かって斜めに侵食しているが，合流す
る本川の影響で出水時の水面勾配が非常に緩い産化美唄
川では河道側に向かってハの字型に侵食しており，堤防
決壊拡幅現象と河道特性には密接な関係があると考えら
れる．また前述④のように開口部に深掘れが生じている
事例もある．よって堤防決壊現象に応じて緊急対応工事
を行うことが効率化に向けて重要であると考えられる．
ここでは破堤計算モデル「Nays 2D Breach」を用いて，
河道特性が堤防決壊拡幅現象に与える影響を明らかにす
る．
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図-4 計算水路形状と計算ケース

(1) 計算モデルの概要
Nays2D Breachの基本となるモデルは2次元浅水流河床
変動計算モデルiRIC Nays2D15)であり，河道や氾濫域は2
次元浅水流河床変動計算を行い，堤防部分の決壊拡幅進
行のみ千代田実験水路での堤防決壊実験結果より得られ
た無次元掃流力と堤体崩壊量の関係式 5)を組み入れてモ
デル改良を行ったものである6)．
図-5 河道形状に応じた堤防決壊拡幅現象の分類

(2) 計算条件
検証に用いた河道条件，計算条件は図-4に示すとおり
である．河道形状は北海道の一級河川の河川整備基本方
針16)にある基準・主要地点における川幅と河床勾配を参
考にこれらを包括できるように選定した．また，その他
の条件は千代田実験水路での堤防決壊実験等，これまで
の検討を参考とした5),7)．境界条件は河道については下流
端を自由流出とし上流端からは河道内流量の等流水深
2.7mを満たすように決定し定常流として与えた．氾濫域
は下流端・側方を自由流出とした．計算格子は2m×2m，
計算時間刻みは0.05秒とした．計算時間について，堤防
決壊シミュレーション等では決壊開始から1時間で最終
開口幅に到達すると仮定しているが17)，実験結果等から
も洪水継続時間に応じて拡幅進行していたため，決壊開
始から3時間とした．
(3) 計算結果
図-5に計算終了時点の流況と河床形状の結果を示す．
河床勾配の相違について，勾配が急な場合では氾濫流
況は氾濫域に向かい斜め方向となり下流方向への拡幅が
卓越する．勾配が緩い場合では堤防に対して直角方向の
氾濫流況となり開口部中央の流速が大きく，また開口部
中央付近に深掘が生じる傾向がある．
川幅の相違について，狭い場合には河道水位の低下が
早く開口部の拡幅はしづらい．川幅が広い場合には河道
水位低下が遅く，堤内外の水位差が保たれており開口部
を流れる流速も大きく，開口幅も大きくなる．

4. 堤防決壊現象に応じた災害対応の考え方
北海道開発局と寒地土木研究所では堤防決壊時の被害
軽減に向けて決壊口拡幅抑制工（根固ブロックを用いて
拡幅進行速度を低減し氾濫流量の増加抑制を期待する技

図-6 河道形状・堤防決壊拡幅現象の分類に応じた
被害軽減対策工法

術8)）や，堤防決壊後の氾濫流量を低減させる技術（開
口部を早急に閉塞するための荒締切工など9)）の研究を
進めている．ここでは図-5に示した堤防決壊現象の分類
を参考に，河道特性に応じた減災工法に関する考え方を
図-6に示す．
河床勾配が急な場合は堤防決壊口の拡幅が下流方向に
進行するため，決壊口の下流側では拡幅抑制のために欠

Tomonori Shimada, Hiroshi Yokoyama, Mitsuaki Yonemoto

口止工や拡幅抑制工を実施すると効果的であり，可能で
あれば漸縮工で荒締切まで行うのが良い．一方，決壊口
の上流側は流れが緩やかなため，漸縮工で荒締切を進め
ると効率的である．
河床勾配が緩い場合は速い流れが堤体に直接作用しな
いため，締切工を上下流側から進めると効果があると考
えられる．また決壊部中央付近の河床洗掘が深くなって
いることも考えられるため，資材準備も含めた作業計画
にも十分な検討が必要である．
川幅が狭い場合には短時間のうちに決壊幅が川幅以上
となるため，河道内流量の大半が氾濫流量として流出す
る．また上流域河川に相当すると考えられるため，水位
上昇から低下までの時間が短くなることから，如何に早
く緊急工事に着手できるか，特に使用重機や資材運搬な
ども含めた検討が極めて重要である．
川幅が広い場合は河道水位が低下しづらいことから，
決壊拡幅の進行が継続しやすく，氾濫流量も比較的大き
くなることから，対策の実施による減災効果が発揮され
やすい．また拡幅抑制が出来た場合にも，その周辺の激
しい流れにより河床洗掘が進行する場合があるので注意
が必要である．

図-7 投入実験の概要と用いたブロック

5. 資材投入の効率化に向けた重機作業検討
緊急対応工事の早期着手にはバックホウが有力である
ことが緊急対応工事の事例から明らかとなったが，作業
計画を立てるには資材投入に要する時間の把握が重要で
ある．河川護岸工事等における根固資材投入の日当施工
量は整理されているものの18)，災害時を想定してはいな
い．そこで十勝川千代田実験水路において堤防決壊時の
荒締切を念頭に，決壊口を想定した箇所にバックホウを
用いて複数の工法で根固ブロックを投入し，工法の相違
が作業効率に与える影響について検証実験を行った11)，12)．
(1) ブロック投入実験の概要
図-7に決壊口へのブロック投入作業の概要，およびブ
ロックの諸元を示す．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た．
実験は図-8に示す工法を組み合わせた4ケースとし，投
入方法の相違が作業効率に与える影響の把握を行った．
ケース1・2は一般的なワイヤーロープを用いて玉掛け
を行い，玉外しは決壊口付近の堤防天端で人手により行
った．投入はバケットでブロックを決壊口方向に押し出
すが，ケース1では1個ずつの投入とし，ケース2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）を全て決壊口付近の堤防天端に並べた後，連続して
押し出しを行った．
ケース3・4は汎用性が低いオートフックを用いた．ブ
ロックを着底させるとワイヤーが自動で外れる仕組みで

図-8 投入実験の状況

図-9 ブロック投入平均時間（1 個当たり）

あり玉外しは決壊口近傍に作業員が近付く必要がないた
め，安全性向上が期待できる．ケース3の投入はケース1
と同様にバケットによる押し出し，ケース4は決壊口斜
面部に着底させることで玉外し作業を省略するとともに，
直接投入が可能となるため作業効率の向上が期待できる．
(2) ブロック投入実験の結果
図-9にブロック投入に要した時間を平均しブロック1
個当りに換算した結果を示す．
基本となるケース1は110秒/個，連続投入としたケー
ス2は103秒/個であり，まとめて投入することで1個当り7
秒程度の短縮となっている．
オートフックを用いた場合，ケース1と比較して押し
出しであるケース3は128秒/個と20秒程度の延長，直接投
入であるケース4は99秒/個と10秒程度の短縮であり，効
率的になることを期待したが大幅な時間短縮とはなって
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表-2 堤防決壊シミュレーション想定内容
河川名
決壊位置
決壊規模
破堤進行時間
決壊要因
河道特性
堤体特性

十勝川水系 十勝川
左岸 中流部
Nays2D Breachによる計算
越水（H.W.L到達時点）

図-10 最大浸水範囲・累積氾濫流量の比較

想定ハイドロ

表-3 堤防決壊シミュレーション緊急対策の内容
投入
概要
資材
投入
施工速度
着手までに
要する時間

主にクレーン
主にバックホウ
決壊確認後、ブロックによる拡幅抑制工を実施
根固ブロック 2t型
クレーン
バックホウ
1個/3分
1個/2分
決壊から 4時間後
決壊から 3時間後
決壊確認-連絡 1時間
資材準備運搬 1時間
仮置ヤード整備 1時間
投入足場準備 1時間

決壊確認-連絡 1時間
資材準備運搬 1時間
仮置ヤード整備 1時間

いない．これは玉掛けに要する時間がワイヤーロープに
比べて30秒程度，多く要していたためであり，今後はオ
ートフックを用いた玉掛作業の訓練等により作業効率の
向上が期待できると考えられる．
なおオートフックを用いた場合，開口部付近での作業
員による作業が不要となるため安全性向上の面では有効
である．一方でケース4の直接投入では，投入済みの積
み上がったブロックと投入したブロックの間にワイヤー
が絡まったケースがあった．復旧作業が遅れるだけでな
く，重機転倒などの危険性があることからも，オートフ
ックによる直接投入を行う際には，投入したブロックの
着底位置も想定しながらの作業が必要である．
現地実験を行った結果，バックホウを用いた資材投入
では更なる効率化も期待できるが，現状でも2分/個程度
で試算することが可能であると考えられる．

6. 実河川堤防決壊を想定したシミュレーション
ここまでで得られた成果を元に実河川を想定した堤防
決壊シミュレーションを「Nays 2D Breach」を用いて行
い，被害軽減対策工法の実施による減災効果について試
算を行う．

(1) シミュレーション概要
堤防決壊シミュレーションの想定内容を表-2 に示す．
十勝川中流域のある観測所地点を対象とし，平成 28 年
8 月北海道災害時の水位データを参考にハイドロを与え
て，はじめに対策を行わないケースとして堤防決壊の計
算を行った．
次に減災対策を行うケースでは表-3 を参考に，クレ
ーンを用いた工法では決壊開始から 4 時間後，バックホ
ウを用いた工法では 3 時間後に工事着手することで拡幅
進行が抑制できるとし，計算では着手時間以降について
堤体を固定床として計算を行った．なお今回は抑制工・
欠口止工までを対象としている．
(2) シミュレーション結果
図-10 は計算結果のうち，浸水範囲が最大となる時刻
の浸水範囲図を，また洪水期間中の累積氾濫流量を示す．
これより早期に欠口止工を実施することで累積氾濫流量
の低減につながるとともに，浸水面積の縮小により被害
額が小さくなることが期待できる．なお本シミュレーシ
ョンは様々な過程の基に検討したものであり，実際の堤
防決壊現場にそのままあてはまるものではないことに注
意が必要である．また今回は欠口止工の減災効果の比較
までであるが，今後は荒締切工まで含めた減災効果につ
いても評価を行う必要がある．

6. まとめ
本資料では堤防決壊時における被害軽減技術の提案を
目的に事例収集，現地実験，数値計算を行い次のことが
明らかとなった．①災害事例収集より早期着手にはバッ
クホウが有力である．②現地実験より資材投入に要する
時間の目安（2分/個程度）を示した．③数値計算より河
道形状に応じて決壊現象を分類し，現象に応じた被害軽
減対策の考え方を示した．④数値計算より提案工法を実
施することで被害規模軽減につながる可能性を示した．
これまでの研究成果は「堤防決壊時に行う緊急対策工
事の効率化に向けた検討資料（案）13)」に取りまとめ寒
地河川チームのHPで公開している.また寒地土木研究所
の開発技術のうち準重点普及技術として今年度より登録
しており，全国に向けて普及活動を行っているところで
ある．
なお普及技術は概要版として1枚でとりまとめている
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ため，検討資料（全74頁）や本論文（全6頁）を読みた
いにも時間が無い，という方はまずはこちらをお読みに
なることをお勧めする．
堤防決壊という甚大な災害が発生した場合，少しでも
被害軽減につなげる工夫は重要であるが，現場ごとに条
件は異なり明快な手法の提案は困難な面が多い．しかし
ながら各河川系事務所が堤防決壊時の緊急対策シミュレ
ーション等を実施する際の参考として本検討資料を使用
されることで，少しでも堤防決壊時の被害軽減につなが
ることを期待する．
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