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CROSS-LEVEE BREACH EXPERIMENT BY OVERFLOW
AT THE CHIYODA EXPERIMENTAL CHANNEL
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Mechanism of levee breach of three-dimensions by overflow is not clarified. It is important to clarify problem.
Experiments of levee breach in three-dimensions by overflow using the Chiyoda Experimental Channel will start in
2009. As its preparation step, we carried out an experiment of breaching process of lateral over flow across levee by
overflow for verification ofmeasuring equipment etc. We established measurement to the time series levee breach using
scale model experiment together. We clarified about breaching process of full-scale levee.
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Chiyoda experimental channel, Cross-levee breach by overflow, Breaching process
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表－２センサー諸元

により堤防決壊拡幅を抑制する
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センサーは流出することで堤体内と流水の温度の違い
により水温変化が発生すると考え，それぞれの値を時

系列で記録し，値の大きな変化点からその地点の侵食
を把握しようとするものである．なお共に自記式であ
るため実験終了後にセンサーを回収しデータを取得す
る必要がある．各センサーは同項目を計測出来るもの
が種々あるが，千代田実験水路では堤体内に数多く設
置する予定であることからも，小型・無線・安価であ
ることを基本とし総合的に判断し選定を行った．

図－１室内実験の状況

(2)室内実験の結果
一例として各センサーの結果を図－２に示す．加速度
センサーは実流出時刻の５秒後にセンサーの反応が確
認できる．水温センサーは堤体内への流水の浸透の影響
を受け徐々に反応が始まり，流出時刻近辺で再度，反応
を示しているが秒単位での流出時刻推定は困難である．

室内実験は寒地士木研究所が所有するガラス製水路
(幅1.0ｍ×高さ1.0ｍ×長さ２３ｍ)を用いて行った．図－１

の気温変化・降雨等の気象条件より未破堤箇所でも水

に示したように水路内全幅に盛土し，側面からセンサー

温センサーが反応する可能性が考えられ，また破堤時

が目視できるよう配置した．実験は盛土上流部に一定

刻の推定は数分単位が限界であることからも，今回の

時間，堪水させたのち流量を増加し破堤させ(全４ケー
ス：各センサーの使用累計数26個)，目視により流出し

実験目的には不適合であると判断された．

た時刻とセンサーの記録時刻を比較することで，セン
サーの精度検証・現地での適用の可能性を確認した．

千代田実験水路は屋外での実験であるため，通水中

次に加速度センサーの精度検証を行う．図-3は加速
度センサーの目視による流出時刻と，センサーが記録
したデータから推定時刻の誤差を示したものである．こ
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図－２室内実験結果の－１列(左;加速度センサーの結果・右;水温センサーの結果）
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れより数秒単位の誤差での破堤時刻推定が可能である
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おいて造成した．また破堤のきっかけとして天端中央

に幅5ｍ，深さ0.05ｍの切欠を設けた．用いた土砂は千
代田新水路工事で発生した残±であり，土質試験結果

２
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右岸

ｍ

勾配２割の横断堤を水路全幅(下幅30ｍ，上幅40ｍ)に

ｆｌ１ｌｉｌＩ

実験の概要を図－４に示す．高さ2.5ｍ，天端幅2ｍ，法

△

図－４千代田実験水路での越水破堤実験#既要
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土粒子密度

５０%粒径12.80m、
礫分70.6％
砂分18.6％
細粒分10.8％

2.699/pn3

透水係数

,7.47x10-3un/６

締固度

'９２．８％

統一分類

lGSPF

０

後，４，３/sを通水し横断測線方向への破堤拡幅が概ね落
ち着いた時点で実験を終了した．ここで通水流量4,3/ｓ

土質試験結果

粒径加積曲線

０
５

率］掛頓皿咽甑璽頚

通水は高さ2.25ｍまで堪水させ10分間の通水停止

”→

横断図

８月’５曰に実施した千代田実験水路での横断堤破堤

は図-5の通りである(現地河床材料と概ね同じ士質)．
通水中の主な観測は水位観測(水位計)，状況撮影(カ
メラ・ビデオ)，破堤形状の時系列計測(加速度センサー）
であり，通水後には堤防・落ち掘れ形状の測量(三次元
レーザースキャナ)を行った．
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粒径[1,,1］

は過去の事例3)等から判断して決定した(越流量と越流

図－５盛土材の粒度分布・土質試験結果

水深の関係から切欠箇所での越流水深は概ね２５ｃｍ程

度).なお通水再開時の水路内推定流速は概ね7cm/s(堪
水時の水路内横断面積と通水流量4,3/sより算出)，ま

なかったことからも，水路内流速による破堤への影響

た実験状況から流水による堤防表法の侵食等が見られ

はなかったと考えられる．
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縦断測線P[m］左岸からの横断距離､､］

破堤進行過程の推定（縦断測線）破堤進行過程の推定（横断測線）

図－７加速度センサーの記録を用いた破堤進行過程の推定(左;縦断測線上・右;横断測線上）
また下段は実験時に撮影したビデオ画像である．堤
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Ｕ・Ｕ。

上屋挙りＩ

防からの越流開始は１０時１６分頃からであり，越流開
始直後である時刻Ａでは裏法面全体にガリ侵食が見ら

－流入量
一趣流量
…越流開始時刻

句

■Ｐ

■

幻

＿ノー〒￣－－

れる時刻Ｂは越流開始から２分後であり，裏法面の
侵食が鉛直方向に進行し，また天端部侵食が開始して
いる．時刻Ｃは越流開始から４分後であり，縦断側線

9:00９:3０１０００１０:3０１１:00１１:3０

、1M雛1M鰯1ｍ

上の堤防部分が概ね全崩壊しこれ以降，横断側線方向

ＢＯ１２鮒

へ破堤が拡幅していく．時刻Ｄは越流開始から１０分後

であり，越流量ピーク(42.74,3/s)をむかえている．こ
の破堤過程は堤防の土強度が弱い(細粒分が少ない)と

言われている場合と一致3)4)しており，これより今回の
実験は土強度が弱い条件下であったことがわかる．

b）破堤の進行状況(縦断測線方向）
図-7の左上は縦断側線上に配置したセンサーの記録
より判読した破堤時刻である．ここで縦軸は水路河床

を基準高0ｍとし，越水開始時刻ではそれぞれのセン

図－６趣流入量・破堤の進行状況

サー配置箇所における堤防高を示している(No.1～３は
夫端箇所なのでＥL2.45．No.4～７は各箇所の法面高・

(2)現地実験の結果

No.8及びNo.１０は水路河床なのでELOOO)．越水開始

a)趣流量の推定・破堤進行概要
ゲートからの水路内流入量と堤防上流区間の水位結

用いてセンサー間は直線補間とし，時刻Ａ～Ｄにおけ
る１分毎の破堤進行過程を推定したものである．

果を用いて，(1)式より堤防からの越流量を推定した．
９．ｍ(`)＝ｇｊ"(,)－(ﾘﾉi(,)一昨'))/△’

（１）

ここで９．ｍ:越流量，ｇｊ":流入量，ｙ:横断堤上流部の堪

水体積，△':水位計データは１分毎なので60secである．

図苅の上段は流入量と(1)式より求めた越流量を示
す．なお累計越流量は40,000㎡程度であり，概ね累計
流入量と一致していた．

時間以降はセンサーの設置高と破堤時刻をプロットし
ている．図-7の左下はセンサー設置箇所の破堤時刻を

越水開始から時刻Ｂにかけて，裏法面部全体と裏法
肩付近が崩壊している．次に時刻Ｂ～Ｃの間では天端
箇所において下流側から順次，鉛直方向下方にむかっ

て崩壊が進み，時刻Ｃで河床高より上の堤体部分の大
半が崩壊している．またこの時間帯のうちに，法面部
は河床高まで全て崩壊している．時刻Ｃ以降について
は天端箇所についても河床高まで下流側から順次崩壊
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図－８実験終了後の形状平面図(等高徽５１図）

102砂
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の配置はしていないが，実験状況の目視観測で左右岸

対称に崩壊が進んでいたことを確認していることから，

既往の実験及び現地資料

Ｌ＝（2～3）Ｂ；室内実験
Ｌ=Bを中心に1order;現地資料

』鰯！

今回の実験結果(Ｏ）
－-'-－１４４１姓-4-4-99
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Ｌ[m］
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図－９落ち掘れの形状特性5）

図-7右はセンサー記録を用いた横断側線上の破堤進
果と同じである．なおセンターより右岸側にはセンサー

=0.ＯＯ１Ｌ

［＆］□

c）破堤の進行状況(横断測線方向）
行過程である．表記方法については縦断測線方向の結

ＯＯ３Ｌ

Ｄ＝（0.05～0.1）Ｂ

102鯉

形成が始まったと推定することが出来る．

１０１０２１０３

Ｄ＝（0.03～０．０６）Ｌ
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ついても流出しており，時刻ｃ前後，つまり縦断側線
上の堤防崩壊が概ね終了する時刻前後より落ち掘れの
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している．更に法尻から下流では河床高より低い部分
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られているが，現地資料では把握が不可能なため，今
後，千代田実験水路では落ち掘れの形成過程把握を行
うことが重要であると言える．

左岸の結果を用いて右岸の崩壊過程を推定している．
堤防センターに配置したＮＯ２において天端より２ｍ程

度崩壊が進んだ後,No.１１の崩壊が開始している．No.１１

が天端より鉛直方向下方2ｍ程度崩壊が進んだ後,No.１２
の崩壊が開始している．また両箇所とも天端から鉛直
方向下方Ｌ5ｍ程度はほぼ同時期に崩壊している．実験
時，及び撮影状況からも横断方向への破堤の拡がり過
程は次のことが言える．例えばNo.１１に注目すると，近
傍のNo.２の下層が削られることにより不安定となり，
No.１１の上部が塊となり崩壊，次にNo.１１の下層が削
られることにより不安定となり，No.１２の上部が塊とな
り崩壊，といったことを繰り返しながら破堤拡幅が進
行していると言える．これについては後述の破堤の拡
幅過程で検討を加える．

4.破堤の拡幅過程
破堤の拡幅過程について，スケールモデル実験で天端
の破堤開口幅の結果を用いた検討事例5)はあるが，堤
防内部の破堤過程まで含めた詳細な検討を行なった事
例は少ない今回の実験では堤防天端拡幅過程をビデ

オ撮影より，堤防内部の破堤過程を加速度センサーに
よりデータの取得ができたため，以下では破堤の拡幅
過程について検討を行なう．

図-10の上段は単位幅越流量を示す．越流幅をここで
は堤防横断測線上から越流した水面幅と同じと仮定し

た。下段は堤防天端が横断方向に崩壊した開口幅，及

び時間当たりの開口幅変化率(dMt)を示したものであ

｡)破堤の最終形状

る．これらの幅はともにビデオ画像から１分毎の値を

図-8は実験終了後の形状を三次元レーザースキャナ，

及び洗掘箇所の堪水部ではトータルステーション（トラ
ンシットと光波側距儀を一体化した測量機器)を用いて
計測した結果である．堤防の破堤部開口形状は表法側

が大きく開いた八の字をしており，また落ち掘れの最
大洗掘深の発生箇所は等高線の絞り込まれた裏法尻近

傍にあり，既往の室内実験結果5)と一致している．

読み取ったものである．

まず開口幅の進行過程について，横断方向拡幅初期
の２分程度は緩やかに進行しているが，時刻ｃ以降，拡
幅が急激に進行している．そして時刻Ｄ以降は拡幅が
緩やかとなりその後，一定値へと落ち着く．既往の実
験では特に初期の拡幅について天端幅が広いほど，緩

，図舟より，落ち掘れの形状は延長Ｌが約28ｍ，最大

やかな拡幅時間が長く続くと言われている．耐越流性
を持ち始める天端幅は４～7ｍと言われており3)，また

洗掘深Ｄが約0.8ｍ，また堤防の天端開口幅Ｂは約18ｍ

河川管理施設等構造令によると流量規模に応じて天端

である．図』はこれらの形状特性を既往の室内実験(最
終破堤形状に至るまでの実験過程も含む)，及び現地資
料(実災害時)5)について比較したものである．今回の実

端幅が2ｍであったこともあり，横断方向拡幅初期の緩

幅は３～7ｍとなっている．これより今回の実験では天
やかな時間帯が短かったと考えられる．

験結果を比較するとその範囲内に収まっていることが

次に開口幅変化率が最も大きいのは越流量ピークの

わかる．但しこれは最終形状についての検討結果であ

時間、，及び単位幅流量ピークより以前に発生してい
る．藤田ら5)は破堤の拡がり過程は掃流作用ではなく

り，室内実験ではこの形成過程についての検討が進め

-８７５－

Ⅱ

Ｄ

－単位幅錘読畳

ため決壊口から対称に進行したが，実現象では横越流
のため破堤軸の傾きや非対称に拡幅が進む可能性があ
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■

り，これらについては次年度以降の３次元実験で明ら
かにする予定である．
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謝辞：十勝川千代田実験水路での実験実施にあたって
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なお，破堤拡幅過程は正面越流による２次元実験の

｜ｕｕＢｕＩｐｕＵｕｕｏＤｐｕＩｕｕＵＵｕｕＤｕｕＩｕｕｕＤｕＤｕＤＵＵｕｎｕｕ

は十勝川千代田実験水路実験検討会から助言を多く頂
いた．ここに記して謝意を表す．
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