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１．はじめに
破堤では甚大な被害が発生すること、気候変動によ
り水害の増加が懸念されている状況等を鑑み、寒地土
木研究所と北海道開発局では図－１に示す十勝川千代
田実験水路１）において大規模破堤実験（以下「千代田
破堤実験」という。）を行い、破堤メカニズム等の解明
に取り組みました２）。実験結果から破堤進行と水理量
の関係式を導き破堤モデルを開発３）しましたが、今般、
当研究所が同モデルを一般技術者が使いやすいように
改良し、
「Nays2D Breach」いう名称で寒地河川チー

図－１

千代田実験水路の全景

ムのホームページ
（http://river.ceri.go.jp/）に公開しま
した。また、あわせてマニュアル及び事例集（図－２）
も同ホームページにて公開しました。
２．ソフトウェアの公開について
本ソフトウェアは、無償公開ソフトウェアである
iRIC 上で動作します。iRIC とは international River
Interface Cooperative の頭文字からとったソフトウェ
アの名称で、北海道大学、米国地質調査所、当研究所、
株式会社ドーコンほか多数機関が連携協力して開発し
ている河川に関する計算プログラム（以下「ソルバー」
という。
）群と入力及び出力インターフェイスである
Graphic User Interface（以下「GUI」という。）から
なるソフトウェアです。詳しくは iRIC ホームページ４）
及び、本誌720号記事５）等を参照ください。概説しま

図－２

マニュアル（左）と事例集（右）

すと、図－３に示すように地形、流量等の入力データ
から計算条件を作成する入力インターフェイス、計算
したい現象に応じたソルバー群、計算結果を可視化す

次元河床変動計算ソフトウェア Nays2D（付属ソルバ

る出力インターフェイスで構成され、１つのソフトウ

ーの１つ）に破堤モデルを組み込んだものです。

ェアを形成しているものです。iRIC 上で動くソルバ
ーは大きく２つに分類され、１つは公開ソフトウェア
に付属するソルバー群で、2015年３月現在12のソルバ
ーが公開されています。もう一方は、各ユーザーが独
自に作成した外部ソルバーで、iRIC の GUI だけを使
用するものです。本ソフトウェアは、後者に分類され
るもので、北海道大学の清水康行教授らが開発した２
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破堤モデルの模式図
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図－３

（1）

iRIC ソフトウェアの概要（赤色破線内が iRIC
ホームページ公開ソフトウェアに含まれる内
容）

ここで、q*：無次元堤体崩壊量、V：堤体崩壊量、t：
時間、s：砂粒の水中比重、g：重力加速度、d50：砂粒
の50％通過粒径、Bm：堤体下幅、λ：空隙率、τ*：無次

元掃流力、τ*c：無次元限界掃流力、α*･β*：係数です。堤
防セルが堤防基盤高まで侵食されると、２次元河床変

３．Nays2D Breach の特徴
破堤モデルの基礎式等の詳細についてはマニュアル

動式を適用する通常セルとして以降の計算を行います。

又は参考文献３）を参照ください。ここでは、模式的に
Nays2D Breach の特徴を説明します。一般的な２次元

４．Nays2D Breach の使い方

河床変動計算モデルでは、まず水の流れを計算し、次
に河床にかかるせん断力との関係から河床変動を計算

ここでは、まず本ソフトウェアの iRIC への組み込み

することを繰り返します。この方法だと河岸侵食など

方法、次にマニュアル及び事例集に沿って計算方法を

側方への地形変動をうまく計算できません。このため、

説明します。なお、iRIC はバージョン2.3（2014年10

４）

河岸を安息角まで崩す斜面崩落モデル や、近傍流れ

月21日公開）を前提として説明します。

４）

に応じて河岸を側方移動させる河岸侵食モデル 等が
開発されました。しかし、破堤現象は局所的な激しい
水流と堤体崩壊をモデル化しなければならず、従来の
モデルでは十分に再現できませんでした３）。

４．１

Nays2D Breach の iRIC への組み込み

前述のとおり、Nays2D Breach は外部ソルバーで
あるため手動で iRIC に組み込む必要がありますが、

このため、Nays2D Breach では、河道や氾濫域は２

その方法はとても簡単です。概ねの作業フローを図－

次元河床変動計算を行い、堤防だけに破堤モデルを適

５に示します。まず iRIC をダウンロードして PC にイ

用する手法をとりました。考え方を図－４に示します。

ンストールします。次に Nays2D Breach をダウンロー

図－４では茶色が水面、ピンク色が堤防、オレンジ色

ドしますが、これは「nays2d_breach_v1」という１つ

が堤内地盤、青矢印が水の流れ、赤矢印が破堤進行を

のフォルダに格納されています。iRIC がインストール

表しています。ある地点（破堤開始水位判定セル）の水

された PC には「C：￥Program Files ￥iRIC 2.1（x86）

位が閾値を超えると堤防が決壊します
（真ん中の図）。

￥solvers」というフォルダが作成されています（イン

この決壊幅は条件設定で入力でき、通常は数メートル

ストールにおいて保存先フォルダを変更した場合や

程度とします。この決壊をきっかけに上流及び下流方
向に破堤拡幅が進行します（左の図）。

PC 環境によって若干異なることがあります）。この
「solvers」というフォルダの中には付属ソルバーのプ

破堤拡幅に関しては、堤防範囲を堤防セル
（セル：

ログラム群に対応するフォルダ群が格納されています

計算上同一諸量とみなせる小さな区画）に分割し、セ

が、ここに「nays2d_breach_v1」フォルダをコピー

ル毎に近傍の流れの計算値を以下の千代田破堤実験式

します。以上で組み込みは終了です。

２）

（1） に適用して堤体崩壊量を計算します。
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図－５

４．２

Nays2D Breach の iRIC への組み込みの流れ

図－７

Nays2D Breach の起動

地形データ、背景画像等を入力し計算格子を作成し
ます。（図－８）。

計算準備及び計算実行

計算の流れを説明します。なお、地形データ入力、
計算格子作成、流量の設定など Nays2D の基本操作に
ついては詳述せず、Nays2D Breach で追加した機能
を中心に解説します。事例の計算範囲は図－６のとお
りで、破堤地点２か所を含む堤防（ピンク色）、その近
傍河道
（紫及び青色）及び氾濫域（オレンジ色）を含む概
ね長方形からなります。

図－８

地形、背景画像及び計算格子

ポリゴン機能を使って堤防範囲を堤防セルに指定し
ます。（図－９）。

図－６

事例の計算範囲

それでは順を追って計算手順を解説します。まず
iRIC を起動して Nays2d_Breach_v1.0を選択します。
（図－７）
。
図－９
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ポリゴン機能を使って下流端及び側方境界の自由流
出セルを指定します。（図－10）。この設定により、河
道と堤内地の下流端、堤内地の側方境界が独立した自
由流出となります。図－10では、下流端自由流出を指
定しています。

図－12

ドライベッドの指定

ポリゴン機能を使って決壊セルを指定します。（図
－13）。決壊セルでは、次に説明する破堤開始水位判
定セルの水位が破堤開始水位に到達したと同時に堤防
図－10

自由流出の指定

基盤高まで標高が下がります。図－13では下流の１か
所を決壊セルに指定しているところです。

ポリゴン機能を使って堤内地上流端セルを指定しま
す。この機能により、堤内地上流端を遮蔽し、すべて
の流量を河道上流端から流入させます。（図－11）。

図－13

図－11

上流端遮蔽範囲の設定

決壊地点の指定

ポリゴン機能を使って破堤開始水位判定セルを指定
します。（図－14）。なお、破堤開始水位判定セルは複
数セルの選択はできません。

ポリゴン機能を使って堤内地をすべてドライセルに
指定します。この機能により、堤内地は破堤が始まる
まで乾いた状態になります。（図－12）
。
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図－14

破堤開始水位判定地点の指定

以上でセルの設定が終わりました。次に計算条件設
定に移ります。
（図－15）。計算条件ウィンドウを開き

以上で計算準備が整ったので、計算実行ボタンをク
リックして計算を実行します。（図－16）。

ます。ソルバータイプから境界条件、時間条件など２
次元河床変動計算に関する様々な計算条件設定が行え
ますが、ここでは、破堤モデルに関する設定を説明し
ます。

図－16

図－15

破堤モデルの計算条件ウィンドウ

４．３

計算の実行

計算結果の可視化

iRIC では、様々な便利な可視化機能があります。こ
こでは、１例として Elevation（標高の平面分布）を見
図－15は破堤モデルの計算条件ウィンドウを開いた

てみます。これにより、河床、堤防、堤内地等の標高

ところです。表－１に各条件の解説をまとめましたの

が時系列で表示できます。図－17では、相当程度に破

で、計算条件に合わせて選択・入力します。

堤が進行した時点の結果を示しており、破堤による堤
防の開口が確認できます。
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ました。詳細は事例集（寒地河川チームのホームペー
ジ）を参照ください。堤内地の状況が不明のため自由
流出と仮定するなど、推定を多く含みますが、図－19
に示すとおり、破堤幅の合計に関して概ね良好な再現
が得られました。
ところで、実際に問題となるのは氾濫流量であり、
破堤進行予測は氾濫流量を予測する手段でしかありま
せんが、千代田破堤実験ケースにおいて本モデルが氾
濫流量についても概ね良好な精度で再現できることを
確認しています６）。
図－17

計算結果の出力例（標高）

もう１例としてベクトル（流向及び流速）を見てみま
す。緑色の矢印の向きが流向、矢印の長さが流速を表
します。破堤によって堤内地にも流れがあることが分
かります。
（図－18）
。

図－19 最終破堤幅の実績と計算の比較
（青字：実績、赤字：計算）
図－18

計算結果の出力例（流向・流速）
６．おわりに

５．破堤モデルの再現性について
本稿では、千代田破堤実験により開発した破堤モデ
本モデルは千代田破堤実験から得られた実験式を数

ルを使いやすいソフトウェアにして公開したこと、ソ

値計算に組み入れたものです。したがって、厳密な３

フトウェアの使い方の解説、及び計算結果の再現性に

次元的流れをモデル化したものではありません。しか

ついてまとめました。

し、適用する河川によっては、破堤幅の時間変化が概

本ソフトウェアの主な使用目的の１つは、過去の破

ね再現できることがわかりました。まず、モデル開発

堤の再現あるいは破堤が起こった時の要因分析です。

にあたっては、千代田破堤実験のケースに関して良好

破堤モデルのパラメータ（α*、β* など）を調整すること

な再現性を確認しました３）。次に、近年破堤した九州
の１級河川について破堤進行の再現を行い、概ね良好
３）

で、河川に応じた再現計算が可能です。また、計算結
果として地形変化、水位、流向・流速、摩擦速度、無

な結果を得ました 。また、本計算事例を作成するに

次元せん断力などが可視化できるので、破堤時の調査

あたって北海道の１級河川（河口から約31km）に関し

観測データと比較しながら、様々な要因分析が可能で

２）

て計算を行いました。破堤に関する条件は参考文献

の第１章から引用し、水理量は観測水位等から推定し
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