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2016 年 8 月北海道豪雨において常呂川直轄区間では堤防からの越水は 7 箇所確認されたが，そのうち決

壊に至ったのは 1 箇所であった．越水したにもかかわらず決壊に至らなかった要因を明らかにすることは，

堤防決壊時における緊急対策工事等の対策を検討する上でも重要な知見となる．この要因分析を目的に，

堤体土質，内水状況の相違に着目した模型実験を行った．これより砂礫堤防の表面が粘性土の場合，越水

から決壊までの時間は長くなる一方，拡幅段階では砂礫のみの堤防と差がないこと，堤内湛水は裏法面の

侵食抑制に寄与することなどを示した． 
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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)．  
常呂川直轄区間においても堤防からの越水は 7箇所確

認されているが，決壊に至ったのは柴山沢川のみであっ

た．これについて常呂川堤防調査委員会 3)では図-1 に示

す柴山沢川（決壊に至る）と常呂川（裏法面崩れまで）

を比較し，堤防決壊（または決壊しなかった）の要因分

析を行っている．これによると土質（砂質土か粘性土），

植生状況（平均根毛量の大小），越水時の内水状況（内

水湛水の有無）による複合的なものと推定されている． 
植生状況については谷瀬ら 4)が災害後に常呂川・柴山

沢川で根毛量等の調査を行った結果を基に，堤体表面か

ら 2.5cm に達するまでを対象に越流水に対する耐侵食性

の評価を行っている．これによると常呂川では根毛量が

比較的多く耐侵食の効果が発揮されたこと，既往の実験

式 5)を用いて耐侵食性を評価できることを示している． 
一方で粘性土や堤内湛水が堤防決壊に与える影響に関

する研究は少ない．土質の相違については関根ら 6)が粘

性土を用いた堤防決壊実験を行い検討を進めている．堤

内湛水については，服部ら 7)が 2011年 3月に発生した東

北地方太平洋沖地震で観測された河川津波に関する現地

調査結果より，海岸堤防を越えて遡上してきた津波等に

 

図-1 常呂川の堤防被災と外力及び堤体条件等の比較 3) 

土木学会論文集B1(水工学) Vol.74, No.5, I_1423-I_1428, 2018.

I_1423



 

 2

より堤内側の水位が急上昇したことで，河川堤防からの

越水時にはウォータークッション効果を発揮したことが

決壊に至らなかった要因の一つと推察している． 
 一方で柴山沢川と常呂川の事例ではこれらが複合的に

生じたことで，どの要因が堤防決壊の有無に支配的であ

ったかは不明点が多く，これらが明らかになれば堤防決

壊時における緊急対策工事等の対策を検討する上でも重

要な知見となる．  
 本論文では，はじめに越水から堤防決壊初期までを

対象とした正面越流二次元実験を行い，堤体土質と内水

湛水が堤防決壊に与える影響について示した．次に河道

流れを考慮した三次元実験を行い，堤体土質の相違が決

壊拡幅進行過程に与える影響について示し，得られた知

見より堤防決壊時の減災対策に関する考察を行った．  
 
2. 越水から決壊初期を対象とした二次元実験 
 
堤体材料と堤内湛水の相違が堤防決壊に与える影響を

明らかにすることを目的に，ガラス水路を用いて二次元

堤防決壊実験を行った．なお縮尺はこれまでの千代田実

験水路 8)の縮尺模型と同様に 1/20とした 9)． 
 
(1) 二次元実験の概要 

a) 実験概要 

実験に用いた水路は図-2 に示すように長さ 30m，幅

0.6m，勾配 1/1000である．長さ 30mのうち 9m区間を移

動床とし，既往の千代田実験水路での堤防決壊実験 10), 11)

を参考に堤防決壊時に基盤の深掘が水路底面に到達しな

いよう厚さ 0.2m とした．また堤内側を湛水させる場合

には，水路下流部に水位調整のための板を設置し，上流

から越水させる前に注水を行った． 
堤防は基盤の上に高さ 0.15m，天端幅 0.15m，裏表法

勾配 2割として製作した． 
実験に用いた材料を図-3 に示す．砂礫土は既往の千

代田縮尺模型実験で用いたものであり，堤体については

千代田現地実験水路の堤防は細粒分を含んだ若干の粘着

性がある材料 8)であることからも，既往実験と同様に堤

体体積に対してベントナイトを 10%配合したものを用い

た 9)．また粘性土は流水によって侵食しづらいものとし

て黒土を選定した．なお今回は越水による堤防決壊現象

を比較することが目的であるため，河道側から堤体内へ

浸透しないように堤防上流側表法面にシートを設置した． 
通水は越流水深が 1.5cm（現地換算で 30cm）となるよ

うに一定流量とし，河道側の上流水位上昇速度は 2.6cm/
分程度である．表法肩まで崩壊が進行すると急激に上流

水位が低下するため，実験を終了とした． 
観測はガラス水路側面，および堤内側上方からビデオ

カメラを用いて状況の撮影を行った． 
b) 実験ケース 

実験は図-2に示す 6ケースである．堤体材料について

ケース 1・2 は砂礫土，ケース 3・4 は粘性土，ケース

5・6はケース 1・2の砂礫土の内，表層を 0.025m厚の粘

性土とした 12)．なお黒土は水を含めると強度が増すこと

から，実験条件をそろえるために実験前に堤防天端を山

中式土壌硬度計（普及型）を用いて強度を計測し，概ね

指数 X=9～11mm となるように調整した．なおケース 3
は粘性土による最初の実験であり，硬度を計測しておら

ず表面仕上げもやや粗いなど，他の粘性土のケースより

も堤体強度が低かったと考えられる． 
 堤内湛水についてケース 2・4・6は越水開始前に湛水

させて実験を行った．なお湛水深については常呂川での

事例 3)を参考に堤防高の半分程度とした． 
 
(2) 二次元実験の結果 

図-4 に代表的な時間の実験状況として，越水初期，

裏法面侵食過程，および天端崩壊過程を，図-5 に裏法

面侵食（越水から裏法肩侵食到達まで）と天端崩壊（裏

法肩から表法肩崩壊まで）に要した時間を示す． 
a) 堤体砂礫土・湛水無（ケース1） 

ケース 1は越流水が裏法尻に到達する前に，裏法面中

間から侵食が始まり，そこから裏法面全体の侵食が進行

している．裏法肩まで侵食が到達した後，河道側に向か

って天端が崩壊・後退し堤防決壊に至る．崩壊した堤体

土砂は下流へ流下するが一部は堤内側に堆積し，また堤

 

図-3 実験で用いた材料の粒度分布および土質試験結果 

 

図-2 二次元模型実験水路および実験条件 
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体の侵食・後退が早いことからも，堤体の下半分程度は

残っており，また越流水による基盤侵食も見られない．

図-6 に示すように裏法面侵食，天端崩壊に要した時間

はいずれも 6ケースの中で最も短くなっている． 
b) 堤体砂礫土・湛水有（ケース2） 

 実験前半は側面のビデオカメラが回っておらず，上方

からの撮影結果を示す．ケース 1同様に越水と同時に裏

法面の侵食が始まるが，湛水面下での侵食があまり見ら

れなかった．また裏法肩まで侵食が到達した後，河道側

に向かって天端の崩壊が進行するが，湛水面下における

堤体の侵食はあまり見られない．なお崩壊した堤体土砂

は，ケース 1よりも下流への流下が少なく，より多くの

土砂が裏法尻近傍の堤外に堆積している．図-6 よりケ

ース 1に比べると裏法面の侵食に要した時間はやや長く

なっているが，天端崩壊に要した時間に大きな差はみら

れない．これはケース 1も堤体の下半分程度が残ってお

り，崩壊量に大きな差がなかったためと考えられる． 

c) 堤体粘性土・湛水無（ケース3） 

ケース 1の砂礫堤に比べて越水後の裏法面侵食は少な

く越流水が裏法尻に到達し，裏法尻周辺の砂礫基盤が先

行して侵食が始まっている．裏法面侵食過程では，堤防

から落下した流れが基盤を侵食し堤体が不安定となるこ

とで崩壊し，裏法面が切り立ちながら後退しており，図

-1 で示した粘性土が多く含まれていた常呂川の堤防裏

 

図-5 裏法面侵食・天端崩壊に要した時間 

 

図-4 越水からの堤体侵食過程 
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の法崩れに似た形状である．また天端崩壊過程でも堤体

は切り立ちながら流れが天端から基盤へと落ち込み砂礫

である基盤を侵食し堤体が不安定となり崩壊，というプ

ロセスを繰り返しながら進行している．決壊までのた時

間裏法面侵食，天端崩壊ともに堤内湛水の有無にかかわ

らず砂礫であるケース 1・2より長くなっている． 
なお前述の通り堤体強度の計測を行っておらず，また

堤体面の仕上げが荒かったことからも，以降に示す粘性

土の実験ケースよりやや強度が低かったと考えられる． 
d) 堤体粘性土・湛水有（ケース4） 

ケース 3同様に越水初期の裏法面侵食はほとんどなく，

堤内湛水により裏法尻周辺の侵食はケース 3より遅くな

っている．裏法面侵食および天端崩壊過程については，

湛水面下の堤体が侵食しづらく砂礫である基盤まで洗掘

されていない．そのためケース 3のように堤体が切り立

ち不安定となる崩壊過程とはならず，越流水により堤体

粘性土が徐々に侵食されることで進行している．このよ

うな過程を経ることからも，図-6 に示すようにケース 3
に比べて裏法面の侵食や天端崩壊に要する時間が長くな

っている．これより堤体が粘性土の場合，堤体自体が侵

食されづらくなるだけでなく，堤内湛水により堤体下部

や基盤洗掘が抑制されることで，越水から決壊に至る時

間が長くなると考えられる．  
e) 表面粘性土・湛水無（ケース5） 

ケース 3同様に越水後も裏法面の侵食は少なく，裏法

尻に越流水が到達し砂礫基盤が侵食している．基盤侵食

により堤体表面の粘性土が徐々に崩落し，裏法面の崩壊

過程へと移行する．裏法面崩壊過程では表面の粘性土が

やや粘りを持ち，越流水が裏法面から落下することで堤

体内部の砂礫や基盤が侵食され，粘性土がオーバーハン

グ気味と不安定になった後，粘性土部分が崩落するプロ

セスを繰り返しながら裏法肩まで進行する．またこの過

程では徐々に進行速度が早くなっているが，これは進行

するにつれて表面粘性土の厚さは一定であるが砂礫が占

める割合が増えるためと考えられる． 
天端崩壊過程では天端表面の粘性土が天端形状を保持

するような粘りを持つことはなく，堤体の大部分が砂礫

であることからも，ケース 1の砂礫堤と同様に基盤洗掘

もほんとんど生じず堤内から堤外への侵食が進行した．

図-6 からもケース１の砂礫堤と比べても裏法面の侵食

に時間を要しているものの，天端崩壊過程に移行すると

砂礫堤と大きな差がないことが確認できる． 
f) 表面粘性土・湛水有（ケース6） 

ケース 6は越水初期段階はケース 4と同様の現象であ

ったが，実験が進むにつれ裏法肩より堤体内の空気が出

始め，表面粘性土に亀裂が生じた．これは堤内側が湛水

した状態で河道水位を上げたことで堤体内の空気圧が上

昇し，さらに表面粘性土により堤体から外に空気が抜け

ないため，今回の施工では最も弱部となった箇所から亀

裂が入り空気が抜けたと考えられる．更に通水を続ける

と裏法肩からの空気の流出が続き，最終的には粘性土の

一部が崩壊した．その結果，裏法肩堤体内部の砂礫侵食

が並行して進行したため，越水から裏法面，天端崩壊過

程といった一連の流れを確認することが出来なかった．

そのため越流堤のように天端の表面粘性土部分に空気抜

きのため 3箇所穴を設けた実験等も実施したが，空気抜

きからの空気流出が激しく，穴周辺の粘性土の崩壊が生

じたため，いずれも越水から天端崩壊過程までを観察す

ることは出来なかった．なお図-6 には参考として裏法

肩の粘性土がはがれた時間までを裏法面崩壊時間，その

後，表法肩が崩壊するまでを天端崩壊時間として示して

いる． 
 
(3) 堤体材料および堤内湛水が決壊過程に与える影響 

堤体材料の相違について，今回用いた砂礫土の堤体強

度は高くなく，越流水により裏法面中間から侵食が始ま

り，裏法面侵食～天端崩壊と全ての過程において最も早

く進行している．一方で粘性土では越流水による裏法面

の侵食は小さく，裏法尻周辺が先行して侵食が始まる．

また堤体表面のみが粘性土では裏法面侵食に要する時間

が長くなる一方，天端崩壊段階においては砂礫の場合と

崩壊に要した時間は同程度であった． 
堤内湛水について，裏法面侵食や天端崩壊過程では堤

内が湛水していることで堤体下部や基盤の侵食が抑制さ

れることで，進行速度が遅くなっていると考えられるが，

これは基盤強度が堤防決壊速度に影響を与えることを示

唆するものであり，堤体だけでなく基盤構成材料の把握

も重要である．また堤体強度が高い条件で堤内湛水があ

る場合，裏法尻周辺の侵食が抑制できることで裏法面侵

食過程に移行する時間が長くなると考えられる．そのた

め裏法尻の補強を行う場合には堤体裏法表面の強度の把

握が重要である． 
ただし堤防決壊の現象理解には越水から決壊，開口部

の拡幅過程の理解が重要であることから，次項では河道

流れを考慮した 3次元の越水堤防決壊実験より検討を行

う． 
 
3. 決壊拡幅を考慮した三次元越水堤防決壊実験 
 
(1) 三次元実験の概要 

 実験は既往検討と同様に図-6 に示す千代田実験水路

の縮尺 1/20模型 9)を用いて実験を行った．なお実物大規

模実験との比較も見越し，以下に示す水路諸元，水理量，

時間はフルード相似則で全て現地規模に換算している． 
 実験ケースは図-6 に示すようにケース A は堤体材料

を砂礫土のみ（前述のケース 1），ケース Bは砂礫土の
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表面を粘性土（前述のケース 5），用いた砂は二次元実

験同様に図-3 とおりである．また堤防決壊のきっかけ

として越水部分に切欠（深さ 0.5m）を設けている． 
 通水流量は河道内の等流水深 2.7m を満たすように上

流ゲートから 70m3/sの定常流とした．  
 
(2) 三次元実験の結果 

 図-7 に代表的な時間の実験状況を，図-8 に堤防天端

中央の決壊幅および氾濫流量の時系列変化を示す．両ケ

ースとも越水開始から 4つの Stepを経て堤防決壊が進行

している 10), 11)．以下では Step毎について示す． 
a) 越水から拡幅開始まで（Step1） 

ケース A は越流水による裏法面の侵食が始まり，裏

法肩～表法肩と侵食が進行している．ケース B は越流

水による裏法面の侵食は見られず，裏法尻周辺基盤が洗

掘し，表面粘性土の崩壊～内部砂礫の流出を繰り返しな

がら裏法面下方から裏法肩，表法肩に向かい進行してい

る．なお越水部分について二次元実験の水路全幅に対し

て，切欠部からの越水であり，越流水深が一定ではない

こともあり決壊までの時間は少し異なっているものの，

進行過程については二次元実験と同様であった． 
Step1における越流量は極めて少なくが Step2に移行す

ると拡幅等が始まるため，この段階で越流水深を小さく

したり堤体侵食を抑制するような水防工法対策等を行う

ことが出来れば，堤防決壊に至るまでの時間を引き延ば

すなど，被害規模軽減が期待できると考えられる． 
b) 拡幅開始段階（Step2） 

Step1 で表法肩まで侵食が到達した後，河道から開口

部に向かう流れが生じる．この流れが決壊口下流端に集

中することで下流への拡幅が始まるとともに，この流れ

がやや上流に向いて氾濫域へ流れることで，開口部上流

側の堤体も侵食している．Step2 より決壊拡幅が徐々に

始まり，氾濫流量も増え始めている． 
c) 拡幅加速段階（Step3） 

Step3 では堤防決壊拡幅速度が速くなり下流への拡幅

がほとんどを占め，また氾濫流量も増加する段階である． 
開口部下流の侵食過程について両ケースに相違が見ら

れる．ケース A では概ね全断面が同時に崩壊し下流へ

拡幅進行するのに対し，ケース B では表法肩から天端

部分の崩壊が先行しながら拡幅進行している．これは堤

体内部の砂礫土は表面の粘性土よりも相対的に侵食され

やすく，堤体に作用する流れが先行して砂礫部（天端付

近）を侵食させているためと考えられる．しかしながら

決壊拡幅速度や氾濫流量の増加傾向に相違は見られない． 
d) 拡幅減速段階（Step4） 

Step4 では決壊拡幅とともに河道内水位が低下するこ

とで，決壊拡幅速度が徐々に遅くなり，また氾濫流量の

増加量も小さくなる．両ケースとも色素等による観察よ

り開口部下流側に氾濫流の主流が存在し，開口部上流側

の流れは緩やかである．この主流が存在することで本実

験条件では川幅以上に決壊拡幅していると考えられる．

またケース A・B ともに裏法尻侵食が先行し崩壊が進行

している．なおケース B に関しては設定した実験区間

がやや狭かったため，拡幅が自然に停止する前にゲート

からの流量供給を止めて実験を終了させている． 
 

 

図-8 堤防決壊口幅・氾濫流時系列 

 
図-7 堤防決壊進行過程 

 

図-6 三次元模型実験水路および実験条件 
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e) 堤体材料が堤防決壊拡幅に与える影響 

 河道流れを考慮した三次元実験であっても越水初期か

ら拡幅が始まるまでの段階は二次元実験と同様の傾向を

示した．また堤体表面が粘性土の場合，越水から堤防決

壊が始まるまでの時間が長くなることが示される一方で，

拡幅段階に移行するとやや崩壊のプロセスは異なるもの

の，堤防決壊拡幅速度や氾濫流量の増加傾向については

砂礫堤と比べても大きな差は見られない． 
 これは越水初期の被害軽減技術の検討にあたっては二

次元実験による検討が可能であることを示唆するもので

ある．さらにこれまで検討してきた堤防決壊拡幅過程段

階における緊急対策工事で得られた知見 13）が，堤体土

質が異なる場合においても適用できることを示す．  
 
4. まとめ 
 

堤体材料および堤内湛水の相違が堤防決壊に与える影

響を理解することを目的に二次元および三次元の堤防決

壊実験を行い，得られた知見を以下に簡潔に示す． 
・越水から堤防決壊開始までに要する時間は粘性土が砂

礫土よりも長くなり，堤体表面が粘性土の場合も侵食が

砂礫土に達するまでは同様の効果が見られる． 
・またこの段階では二・三次元実験共に堤体崩壊過程は

同様の傾向を示すことから，越水初期の対策工法は，二

次元実験で得た知見が適用可能であることが示唆される． 
・決壊拡幅以降では砂礫土と表面が粘性土の場合でも拡

幅速度や氾濫流量増加傾向に大きな相違はみられない． 
・これは決壊拡幅以降の対策工についてこれまで検討し

てきた手法 13）が，砂礫堤だけでなく異なる土質におい

ても適用可能であることを示す． 
・堤内湛水がある場合には，堤体下部・基盤の侵食が抑

制されることで，決壊に至るまでの時間がいずれの土質

でも長くなるが，砂礫土のように堤体表面が越流水によ

り侵食される場合にはその効果は少なるくなる． 
 

謝辞：本実験検討を行うにあたり，十勝川千代田実験水

路アドバイザー委員会と同検討会より，多くの助言を頂

いた．ここに記して謝意を表します． 
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THE EFFECT OF SOIL OF LEVEE AND LANDSIDE WATER ON LEVEE 

BREACH PROCESSES 
 

Tomonori SHIMADA, Yasuharu WATANABE, Hiroshi YOKOYAMA and Mitsuaki 
YONEMOTO 

 
In August 2016, during the heavy rain in Hokkaido, overflowing in the Tokoro River section  under the 

jurisdiction, seven embankments were confirmed but one site was destroyed. It is also important to clarify 
factors that did not lead to the collapse despite overflowing, in considering damage mitigation techniques. 
In order to analyze these factors, we conducted an experiment focusing on soil and landside water. The 
results of the experiments are as follows:  It was shown that when the surface coverage was applied to the 
gravel embankment with clay, the time from the overshoot to the collapse was long, but in the widening 
process there was no difference from the gravel embankment. 
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