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概 要 

 

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，河川堤防の整備が進んでいる今日でも全国各地で破堤が生じている．特に越水によ

る破堤は河道水位の高い状態から一気に堤内地側に氾濫流が流れ込むことで，広範囲・長時間

にわたり冠水するなど，流域の生活・産業に大きな影響が生じる．よって破堤による被害を少しで

も抑えることは河川防災にとって喫緊の課題の一つである． 

このような中，破堤被害軽減技術の構築には破堤拡幅メカニズムの解明が不可欠であるが，出

水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程は明らかになっていない．本研究は，出水時の河道

特性が破堤拡幅現象に与える影響を解明するとともに，破堤被害軽減に向けた効果的で効率的

な緊急対策工法の考え方を提案することを目的とする．本研究により以下の研究成果が得られた． 

 

1） 様々な破堤事例を収集整理し，越水破堤水理模型実験や数値解析を行った結果，破堤拡

幅現象に影響を与える要素は川幅と越水時の水面勾配にほぼ等しいと考えられる計画高水

勾配であることが明らかとなった．勾配が急な河川では川幅の広狭によらず氾濫流況は河道

から氾濫域に向かい斜め下流方向へ流出し，破堤開口部は下流縦断方向への拡幅進行が

卓越すること，勾配が緩やかな河川では川幅が広くなるほど氾濫流況は堤防に対して直角方

向へ流出し，破堤開口部は拡幅進行よりも落掘発達が卓越することなどが明らかとなった．さ

らに計画高水勾配に応じた破堤時の氾濫流向を推定しておくことで，これらの関係より破堤

拡幅現象を事前に想定出来ることを示した． 

  

2） 支川背水区間における破堤拡幅現象に影響を与える要素は川幅のほか，支川の自流量の

相違であることが明らかとなった．川幅が狭く自流量が少ないほど本川からの逆流が卓越し，

氾濫流況は河道から氾濫域に向かい斜め上流方向へ流出し，破堤開口部は上流縦断方向

へ拡幅進行すること，川幅が広く自流量が大きいほど氾濫流況は堤防に対して直角方向に

流出し，正面越流に近い破堤拡幅現象を示すことなどが明らかとなった．これは同一の河道

形状・地点であっても，背水区間では本川と支川の流況の関係により破堤拡幅現象・被害形

態が異なるため，緊急対策工法も現象に応じた対応方法を考える必要があることを示した．  

 

3） 荒締切工を想定した縮尺模型および実物大規模の実験を行い，作業完了までに生じる現象

や期待出来る減災効果，及び留意点を示した．河道水位が高い状況においてもブロック投

入位置によらず投入個数に応じて氾濫流量が低減すること，投入速度を上げることでより効

果が大きくなることなどが明らかとなり，現場条件に応じてブロックを投入可能な地点・方法で

早期に着手することで，完全に破堤開口部を締め切ることが出来なくとも被害軽減につなが

る可能性を示した． 
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第1章 序論 
 

1.1. 本研究の背景と目的 
 

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出水の発生リスクが高まっ

てきており，堤防整備途上区間はもちろんのこと，整備が完了した区間であっても破堤による甚大

な被害が発生する危険性が高まることが予想されている 1)．破堤の原因としては越水，浸透，侵

食によるものに大別出来るが，過去の事例では 8 割以上が越水に起因するものであるとされてい

る 2)．特に越水に起因する破堤は，河道水位が高い状況から一気に氾濫域側へ氾濫流が流れ込

むため，被害規模はより甚大となる． 

 

2015 年関東・東北豪雨では鬼怒川において越水が起因とされる破堤が生じ，広範囲で長時間

にわたる浸水や家屋の流出など甚大な被害をもたらした 3)．また 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破堤が生じ，浸水など甚大な被害をもたらした 4), 5), 6)．その後

も 2017 年に九州北部豪雨 7)，2018 年に西日本豪雨 8)と毎年のように破堤に至るような出水が発

生している． 

 

このような中，国土交通省は 2020 年度を目処に粘り強い構造の堤防（堤防の天端保護や裏法

尻補強により，越水から破堤までの時間を少しでも引き延ばす）など，危機管理型ハード対策を

全国で実施しているところである 9)．一方で破堤に至った場合，破堤開口部を締め切るなどの緊

急対策工事 10)が必要となるが，水理条件を基に緊急対策工法について検討した例は少なく，こ

れは破堤拡幅現象そのものが十分に理解されていないことに起因する． 

例えば藤田ら 11)は洪水外力から水害被害の軽減に至るまで，減災システム整備という観点から

破堤現象に関する課題を整理し，破堤被害軽減の重要性を示している．その中でも破堤の有無

だけでなく，破堤拡幅メカニズムの解明，定量化に関する研究を深めることが重要であると述べて

いる． 

 

以上のような背景より，本研究では出水時における河道特性が破堤拡幅現象に与える影響を

明らかにするとともに，得られた知見より破堤被害軽減のための減災工法に関する考え方を示し，

さらに緊急対策工事を実施するにあたり，期待出来る減災効果や留意点について検討を行うもの

である． 
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1.2. 既往の研究 
 

越水破堤に関する研究は様々な手法で進められており，それらを整理したものが表 1-1 である．

研究手法を大別すると実験・現地調査・数値計算となる． 

表 1-1 越水破堤に関する既往研究事例 
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1.2.1. 模型実験 

実験は規模として実物大規模と縮尺模型のように二分できる．また手法や明らかにしたい現象

に応じて 2 次元的実験（河道流れを考慮しない正面越流とし，越水から法面侵食，天端崩壊まで

が対象）と，3 次元的実験（河道流れを考慮し横越流とし，越水から破堤拡幅プロセスも対象）のよ

うに二分できる． 

（1）実物大規模実験 

実物大規模の 2 次元実験としては土木研究所つくば中央研究所（旧建設省土木研究所）12)に

おいて様々な耐越水工法の比較検討を行っている．これより土堤の越水破堤メカニズムの解明

や，耐越水対策工法の選定方法の提案などを行っている．またラワン合板で作成した固定床堤

体模型を用いた越流実験を行っている．これより堤体に作用する圧力は法尻部分で非常に大きく

なること，せん断力は天端（裏法肩付近除く）と裏法部法肩直下では小さく，裏法面部では下流に

行くほど大きくなることなどを示した． 

一関遊水池近傍の磐井川には新堤背後に旧堤が残存しており，北川ら 13)はこの実堤防を用

いて植生堤防の耐侵食力把握のため越水破堤実験を行っている．これより植生による耐侵食性

の差については根の深さが影響している可能性を示し，またモグラ穴が法肩から近い箇所にある

場合，侵食深の進行が早くなり天端崩壊につながる可能性が高いことなどを示した． 

輿田 14)は実験条件を厳密に管理した堤防高 1m の中型堤防を用いた 2 次元実験により破堤メ

カニズムの検証を行った．これより越流水深，締め固め度，飽和度による崩壊過程の違いを示し

た． 

国土交通省は危機管理型ハード対策 9)について，2020 年度を目処に越水から破堤までの時

間を少しでも引き延ばす堤防構造を工夫する対策を実施しているところである．この実施にあたり，

国土技術政策総合研究所河川研究室 15)では，越水の作用を主因として破堤するまでの時間を

少しでも引き延ばすため，河川堤防の天端・裏法尻を汎用的な資材・施工法による強化法につい

て，実大水路模型実験や水理解析等により検討を行い技術的情報の提供を行った． 

国土交通省北海道開発局と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所は，越水から破

堤拡幅過程までを明らかにすることを目的に実物大規模の十勝川千代田実験水路を用いた越

水破堤拡幅実験を行った 16)．これより越水から 4 つのステップを経て破堤拡幅が進行すること，

堤体崩壊量は破堤開口部周辺の無次元掃流力を用いて掃流砂量式に近い形で表現できること

などを示した． 

 

（2）縮尺模型実験 

木村ら 17)は堤防が越流崩壊する現象を遠心模型実験で再現し，堤体内の間隙水圧・変形挙

動および浸透破壊の様相・過程を観察した．これより堤体が乾燥状態あるいは緩く締め固められ

た場合は，越流により裏法面下流側にガリ浸食が発生すると同時に，法面下部から内部侵食が

発生し，これが時間経過とともに上流側に進展して堤体の全体破壊に至ること．また定常浸透状
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態や密に締め固められた堤体のように越流前に飽和域が形成されている場合は，内部侵食よりも

下流側法面のガリ浸食が上流流側に向かって徐々に進行し，最終的には堤体下部でパイピング

を併発し，堤体破壊が生じることなどを示した． 

森田ら 18)は堤体材料に着目し，GRS 河川堤防の耐越流浸食性に対する堤体材料の影響，及

び各補強条件の関係も合わせて把握することを目的に小型開水路による破堤実験を行った．こ

れより細粒分を堤体内に混合させると耐越流浸食性が大幅に向上すること，ジオテキスタイル補

強土と堤体表面のコンクリート製被覆工を一体化することで粘り強く壊れにくい構造が発現出来る

ことを示した． 

関根ら 19)は粘性土含有率の相違に着目した越水破堤実験を行った．これより堤体の粘土含有

率がある閾値を超えると，下刻浸食が基礎地盤に到達する前に，土塊の崩落を伴う側方浸食が

生じることを示し，この粘土含有率の閾値は 2%と 9%の間にあることを示した． 

藤田ら 20)は現地における拡大過程の観察記録等が少ないため，現象の把握に重点を置き，縮

尺模型を用いた横越流による 3 次元的な越水破堤実験を行った．これより堤防決壊口の拡大過

程は 4 つの段階に区分できることや，開口部における水理特性などを明らかにした． 

国土技術政策研究所河川研究室 21)では，破堤時の被害軽減策を具体化させるための基本情

報獲得を目的に，破堤現象を規定する条件のうち堤防沿いに繁茂する樹林帯を取り上げ，これ

が破堤時に発揮しうる減災効果について主に水路模型実験（2 次元および 3 次元）による検討を

行った．これより樹木群を堤内地に設置することで堤防決壊拡幅を抑制出来ることを示した． 

 

1.2.2. 現地調査 

近年，堤防決壊災害が増加していることもあり，現地調査に関する資料も数多くある．例えば

2016 年 8 月 17 日から 23 日の 1 週間に 3 個の台風が続々と北海道に上陸し，また 8 月 29 日か

らの前線と台風接近による大雨で，石狩川水系，十勝川水系，常呂川水系において複数箇所で

堤防決壊が生じた．いずれも破堤時の状況は確認出来ていないが，土木学会 2016 年 8 月北海

道豪雨災害調査団 22)は痕跡など事後現地調査により破堤に至った要因等を推定している． 

 

1.2.3. 数値計算 

辻本ら 23)は河道，破堤部，堤内地（破堤直後の氾濫域）を含む領域で平面 2 次元の流れと地

形変化を記述出来るよう数値解析モデルを整備した．これより藤田らの室内破堤実験結果 20)を定

量的に説明出来，2000 年東海豪雨災害時の新川破堤の事例とも本質的な一致を見た． 

柿沼ら 24)は実物大規模である千代田実験水路における破堤拡幅実験結果より，堤体崩壊量と

無次元掃流力の間に一定の関係が成り立つことが示されており，その関係式を 2 次元浅水流河

床変動計算モデルに組み入れてモデル改良を行った．これより千代田実験水路における破堤実

験，及び 2012 年 9 月に発生した一級河川矢部川の破堤拡幅進行過程について良好に再現す

ることが出来た． 
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1.3. 本論文の構成 
 

本論文は，十分に解明されていない出水時の河道特性に応じた破堤拡幅現象を明らかにする

とともに，破堤被害軽減のための減災工法の考え方を破堤拡幅現象に応じて提案することを目

的としており，全 8 章から構成されている． 

 

第 1 章は序論とし，本研究の背景・目的について述べるとともに，越水破堤に関する既往研究

についてレビューを行った． 

 

第 2 章は様々な破堤事例を収集し，河道特性のうち川幅と水面勾配に着目し破堤拡幅現象の

特徴を整理した． 

 

第 3 章は縮尺 1/20 の千代田実験水路模型を用いて，川幅と河床勾配が異なる条件での破堤

拡幅現象について比較検討を行った．次に破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」を用いて縮

尺模型実験を対象とした再現性の検証を行った． 

 

第 4 章は北海道内一級河川全ての基準・主要地点における河道形状や堤体形状を収集整理

し，これらを包括する条件下での数値解析により，河道特性に応じた破堤拡幅現象を分類した． 

 

第 5 章は高水敷を有する複断面河道を対象に，縮尺模型を用いた越水破堤実験，及び破堤

拡幅計算モデルを用いて複断面河道を対象とした再現性の検証を行った．次に河道横断形状

の相違に着目し，数値解析による破堤拡幅現象の整理を行った．  

 

第 6 章は背水区間における破堤事例を収集し，数値解析により背水区間における破堤拡幅現

象の特徴を整理した．次に自流区間と背水区間における破堤拡幅現象の相違，ならびに背水区

間において自流量と河道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響について数値解析を行った．  

 

第 7 章は破堤時の被害軽減を念頭に，縮尺模型，及び実物大規模である千代田実験水路に

おいて荒締切を想定した実験を行い，作業開始から完了までに生じる現象，期待出来る減災効

果，並びに実災害時における留意点を示した． 

 

第 8 章は各章の主な研究成果をまとめた． 
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第2章 破堤災害事例 
 

2.1. 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災害の発生リスクが高まっ

てきており，河川堤防の整備が進んでいる今日でも破堤による災害が発生している．破堤被害の

軽減技術の検討にあたっては破堤拡幅現象の理解が重要である． 

本章では様々な破堤災害や実物大規模の堤防を用いた越水破堤実験などの事例を収集し，

河道特性のうち川幅と越水時の水面勾配にほぼ等しいと考えられる計画高水勾配に着目し，破

堤拡幅現象の特徴を整理した． 
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2.2. 近年の破堤災害事例 
 

2.2.1. 石狩川水系空知川における堤破堤災害事例 1) 

石狩川水系空知川では，2017 年 8 月 31 日未明から明け方にかけて大勝橋下流左岸

（KP111.7 付近），太平橋上流左岸（KP116.1 付近）の 2 か所で破堤した（図 2-1）．破堤開口幅は

上流区間で約 300m，下流区間で約 150m であった．空知川幾寅地区の計画高水勾配は 1/210

程度（河床勾配 1/180 程度），川幅は概ね 100～150m である． 

破堤に至った経緯，及び破堤拡幅進行過程については，北海道管理区間からの氾濫により，

河川巡視に危険が及んだため直接的な目視が出来ず不明である．しかしながら，破堤開口部よ

り上流約 100m の範囲で堤防天端及び裏法面に越水痕跡が残っていたことから，破堤開口部上

流付近において河道から堤内地側への越水が発生し，堤防裏法面が侵食したことが破堤原因の

一つと推定されている．また破堤開口部下流側では越水の痕跡は明瞭ではないこと，下流側の

堤体断面が河道から氾濫域側に向かって斜めに侵食されていることから，下流方向に向かって

破堤拡幅が進行したと考えられている． 

 

図 2-1 石狩川水系空知川における破堤事例（上段：全景写真，下段：上流区間の垂直写真） 

（参考文献 1 に加筆） 
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2.2.2. 石狩川における破堤災害事例 

石狩川では 1981 年 8 月 6 日 1 時頃に下新篠津築堤三原 37 線付近で溢水が開始し，2 箇所

370m にわたり破堤した．石狩川下新篠津の計画高水勾配は 1/4000 程度，川幅は 900m 程度で

ある． 

図 2-2 に示す破堤時の映像より，破堤開口部へは上下流から流れ込む状況が確認出来る．ま

た破堤開口部形状は河道側に向かって開くハの字型に侵食し，開口部中央が主流となっており，

正面越流に近い状況で破堤拡幅が進行したことが考えられている． 

 

 

 

  

 

図 2-2 石狩川の破堤事例（上段：全景写真，下段：下流区間）（北海道開発局提供） 
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2.2.3. 十勝川千代田新水路における越水破堤実験事例 2) 

実スケールでの 3 次元越水破堤拡幅メカニズムについて未解明な部分が多いことから，国土

交通省北海道開発局と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所では，十勝川中流部に

ある十勝川千代田新水路 3)の一部を利用した実物大規模である十勝川千代田実験水路（水路延

長 1,300m，水路幅 30m，河床勾配 1/500）（以下，千代田実験水路と称す）を用いて越水破堤実

験を行っている（図 2-3）． 

実験条件は堤防形状が高さ 3m，天端幅 3m，法勾配 1:2.0，堤体材料は砂礫を基本ケースとし

ている．比較ケースとして堤体材料の相違（堤体上層 2m を細粒分，堤体表面 0.5m のみ粘性土），

堤体形状の相違（天端幅 6m）に着目した条件で実験を行っている． 

  

 

図 2-3 千代田実験水路における越水破堤実験状況 

（上段：全景写真，下段：PIV 解析による平面流況） 
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越水後，図 2-4 に示すように 4 つの段階を経て破堤拡幅が進行する．まず Step1 では越水開

始後，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，表法肩が侵食されると破堤拡幅過程

に移行する．次に Step2 以降の破堤拡幅段階では開口部下流側の流速が速く主流が存在し，こ

の流れが堤体に作用することで下流方向へ拡幅進行している． 

なお堤体材料の一部を細粒分や粘性土とした条件、また天端幅を 6m にした条件では，Step1

である越水から破堤拡幅開始までの時間が長くなるものの，いずれも基本ケースと同様のプロセ

スを経て下流方向へ拡幅進行することが明らかにされている． 

 

 

 

  

 

図 2-4 千代田実験水路における破堤拡幅進行過程 
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2.3. 破堤箇所における河道形状の整理 
 

前節では破堤拡幅現象に相違が見られた破堤事例を取り上げたが，全国で発生した破堤災

害事例も含めて，ここでは破堤拡現象に影響を与える要素として河道形状の相違に着目した整

理を行う． 

図 2-5 に全国の破堤事例のうち河川整備基本方針 4)等から計画高水勾配や川幅の記述や読

み取りが可能な事例，及び千代田実験水路における破堤実験の河道条件を示す． 

前節の破堤災害事例を比較すると，空知川の破堤事例と千代田実験水路の破堤実験事例で

は川幅に大きな差があるもののいずれも比較的勾配は急であり，下流方向へ破堤拡幅が進行す

る現象は共通している．一方，石狩川の破堤事例は川幅が広くまた勾配も緩く，破堤拡幅は正面

越流に近い現象であった．  

また破堤原因によらず川幅の広狭，勾配の緩急と様々な河道形状において破堤が生じている

ことがわかる．一方で既往の千代田実験水路における破堤実験では川幅 8m，勾配 1/500 と限ら

れた条件であり，様々な知見を得てはいるものの，破堤拡幅現象の一般化には河道条件を拡張

した検討が重要であると言える． 

 

 

  

 

図 2-5 破堤事例における川幅と計画高水勾配 
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2.4. 結論 
 

本章では様々な破堤事例を収集し，破堤拡幅進行過程の相違，河道特性のうち川幅と水面勾

配に着目し整理を行った．得られた結論は以下の通りである． 

 

・破堤災害事例を収集整理した結果，破堤拡幅現象には下流へ拡幅進行するものや，正面越流

に近い破堤進行過程が存在することを示した． 

 

・破堤発生箇所における河道形状（川幅・計画高水勾配）に着目し整理を行った結果，破堤要因

によらず川幅の広狭，勾配の緩急と様々な河道形状において破堤していることを示した． 

 

・千代田実験水路を用いた越水破堤実験では河道条件は同一とし，堤体断面形状や堤体材料

の相違に着目した実験を行っているが，越水開始から破堤拡幅が始まるまでの時間に相違は確

認されたが，破堤拡幅段階に入るといずれのケースも下流への破堤拡幅現象を示すなど同様の

傾向を示した．これは堤体条件にかかわらず，河道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響が

大きいことを示唆するものである． 

 

・以上より破堤拡幅現象の一般化には河道形状に着目した検討が必要であることを示した． 
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第3章 河道条件を変えた越水破堤水理模型実験と

破堤拡幅計算モデルの再現性検証 
 

3.1. はじめに 
 

破堤災害時における被害軽減技術の検討にあたっては，破堤拡幅メカニズムを明らかにする

必要がある．国土交通省北海道開発局と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所では

2008 年から十勝川千代田実験水路（以下，千代田実験水路と称す）において実物大規模の越

水破堤実験を行っている．これらの実験より，越水から 4 つのステップを経て破堤拡幅が進行す

ること，破堤拡幅進行過程に重要である堤体崩壊量は破堤開口部周辺の無次元掃流力を用い

て，掃流砂量式に近い形で表現出来ることを示すなど様々な知見を得ている 1)． 

千代田実験水路における実験は実物大規模という強みはあるものの，実験施設の制約上，限

られた河道条件，実験ケース数にならざるを得ない．一方，第 2 章で示したように破堤災害事例

を収集した結果，様々な川幅や勾配において破堤していることが明らかとなり，河道形状に応じ

た破堤拡幅現象を理解することが被害軽減技術の検討にとって重要である． 

本章では，はじめに縮尺 1/20 の千代田実験水路の模型を用いた越水破堤実験を行い，川幅

と河床勾配が異なる条件での破堤拡幅現象について比較検討を行う．次に千代田実験水路に

おける破堤実験で得られた知見を元に，柿沼らが開発した破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」

が，様々な河道条件における破堤拡幅現象で適用できるか明らかにすることを目的に，破堤模

型実験を対象とした再現性検証を行う． 
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3.2. 越水破堤水理模型実験 
 

3.2.1. 実験概要 

（1）実験水路の形状 

実験に用いた縮尺 1/20 の千代田実験水路模型を図 3-1 に示す．なお実物大規模である千代

田実験水路の実験結果との比較も念頭に，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． 

実験区間の川幅は 30m，氾濫域幅は 116m，ハッチ部分は深さ 3.8m の移動床としている．破

堤実験区間の堤防部分は延長 140m，高さ 3m，天端幅 3m，裏表法勾配 2 割とし，越水破堤のき

っかけとして切欠（深さ 0.6m・上幅 2.0m・下幅 0.8m）を設けている． 

実験に用いた材料の粒度分布を図 3-2 に示す．実験砂は千代田現地実験の浮遊砂成分であ

る 2.38mm 以下をカットした粒径加積曲線の 1/20 となるようにした混合砂を用いた．なお千代田

現地実験の堤防は細粒分を含んだ若干の粘着性がある材料のため，坂野 2)が用いた手法を参

考に堤体材料の体積に対してベントナイトを 15%配合したものを用いた．また破堤拡幅が始まる

前に河道流れの流水により表法面が浸食することを防ぐことを目的に，堤防表法面に透明ラッカ

ースプレーを吹き付けて乾燥固定させた．  
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図 3-1 実験水路概要（上段：千代田実験水路と縮尺模型，下段：実験水路の概要） 

 

図 3-2 実験で用いた材料の粒度分布 
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（2）実験条件 

表 3-1 に実験ケースを示す．ケース 1 は川幅が狭く（8m），河床勾配が急（1/500）であり，図 2-

3 に示した千代田実験水路における越水破堤実験と同条件である．ケース 2 は川幅が広く（30m）， 

河床勾配が急（1/500）であり，ケース 1 に対して川幅を広くした条件である．ケース 3 は川幅が広

く（30m），河床勾配が緩く（1/5000），ケース 2 に対して勾配を緩くした条件である． 

川幅を狭くするケースでは千代田実験水路では鋼矢板（広幅型Ⅲw）を用いているが，模型実

験では凸凹状況を再現した木製で製作し，図 3-1 に示すように川幅 30m から 8m に変更してい

る．河床勾配を緩くするケースでは河床材料を勾配が 1/5000 となるように整形した． 

また通水流量は等流水位 2.7m になるように水路上流端のゲートから一定流量を通水し，概ね

破堤拡幅が停止するまで通水を行った． 

 

 

  

表 3-1 実験ケース 

 

川幅

(m)
河床勾配

通水流量

(m3/s)
備考

ケース1 8 70 千代田現地実験の再現性確認  

ケース2 315 川幅の相違（ケース1との比較）

ケース3 1/5000 100 勾配の相違（ケース2との比較）

30

1/500
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3.2.2. 実験結果 

（1）流況 

図 3-3 上段に代表的な時間の実験状況（PIV 観測），及び実験後の状況を示す． 

ケース 1 では(a)における氾濫流況は河道から破堤開口部を通過し，氾濫域側へ斜め方向に

流出している．この流れが破堤開口部の堤体下流部に作用し堤体が侵食されることで下流側に

向かって破堤拡幅が進行している．なお破堤開口部上流側では流れが緩やかとなっており，上

流方向への破堤拡幅はほとんど見られない．(b)，(c)においても河道から氾濫域に向かう斜め方

向の氾濫流況，河道全体から破堤開口部へ向かう流れ，下流方向に向かって破堤拡幅が進行

するなど，(a)と同様である．なお氾濫流の主流部は破堤拡幅とともに下流へ移動しており，破堤

開口部の上流部に位置する緩やかな流れの範囲が広くなっている． 

ケース 2 では河道から破堤開口部を通過し，氾濫域側へ斜め方向に流出する氾濫流況や下

流方向への破堤拡幅進行などはケース 1 と同様の傾向である．一方で川幅が広くなったことで，

例えば(b)のように破堤開口幅が 80m 程度まで拡幅した場合でも，河道から破堤開口部へ向かう

流れだけでなく，河道を流下する流れも確認出来る．また破堤開口部を通過する流速も速くなっ

ており，ケース 1 よりも破堤拡幅速度は大きくなるとともに，破堤開口幅も大きくなっている． 

ケース 3 ではケース 1・2 と異なり堤防法線に対して直角方向に氾濫流が流出している．これは

河道内の流れが遅いことで流下方向に向かう流れよりも，堤内外の水位差により氾濫域側に向か

う流れが大きくなっており，また河道全体から破堤開口部に向かう流れも生じている． 

流況比較の結果より，同じ河床勾配で川幅が異なる場合（ケース 1 とケース 2 の比較）では，破

堤拡幅進行過程や氾濫流況等，破堤拡幅現象に共通するものが多いが，同じ川幅で河床勾配

が異なる場合（ケース 2 とケース 3 の比較）ではその傾向が大きく異なることがわかった．これは河

床勾配が急な場合は河道内を流下する流れが速く，さらに破堤拡幅開始後も河道から氾濫域に

向かう流れよりも流下方向への流れが相対的に大きいために，河道から氾濫域に向かう斜め方

向の流れが生じ，この速い流れが破堤開口部下流側の堤体に作用することで，破堤拡幅が進行

するものと考えられる．一方で河床勾配が緩くなると，河道内流下方向への流れが遅くなる．その

結果，河道から氾濫域へ向かう流れが相対的に大きくなり，開口部下流側の堤体付近に作用す

る流れが大きくなりづらいためと考えられる． 

（2）通水後の地形 

図 3-3 下段に実験終了後の状況及び，測量結果より作成した初期河床からの変動量コンター

を示す． 

ケース 1・2 はどちらも氾濫域側に土砂が堆積しているが，流況比較で示したように破堤開口部

から氾濫域側に向かう斜め方向に流出している範囲が相対的に低くなっている．コンター図はケ

ース 1 のみであるが，堤体部周辺の河床低下は-0.12m とほとんど生じておらず，いわゆる明瞭な

落掘の存在は見られない． 

ケース 3 は破堤開口部を中心に河床低下し，その周辺に土砂が堆積しており，ケース 1・2 とは
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傾向が大きく異なる．流況比較で示したように，破堤開口部から氾濫域に向かう堤防法線と直角

方向への流れに応じて，開口部周辺の洗掘およびその周辺の堆積が生じたと考えられる．また

破堤開口幅はケース 1・2 と比べて狭いものの，破堤開口部の落掘は最大-1.6m と深く，これは前

述のように堤体に作用する氾濫流流速が小さく破堤拡幅が進行しづらく，その結果，同じ箇所に

流れが集中することで基盤洗掘が進行したと考えられる． 

実験終了後の地形比較の結果より，流況比較と同様に川幅よりも河床勾配の相違が地形変化

にあたえる影響が大きいと考えられる．これは河道形状（川幅・河床勾配）から破堤拡幅進行過程

や，氾濫域側の堆積・洗掘傾向を事前に推測できる可能性を示唆するものである． 

  

 

図 3-3 実験中における代表的な流況および実験終了後の洗掘・堆積状況 
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（3）時系列変化 

図 3-4 に破堤開口幅，氾濫流量，及び破堤開始時点からの河道水位低下量の時系列変化を

示す． 

ケース 1・2 では破堤開始とともに破堤拡幅が進行し，それに伴い氾濫流量も増加している．そ

の後，破堤拡幅進行速度は徐々に低下し，氾濫流量も概ね一定値に落ち着いている．これは既

往の千代田実験水路での破堤実験 1)や前述の流況比較でも示したように，河道から破堤開口部

を通過し氾濫域に向かう氾濫流は，破堤開口部の下流側の主流部分と上流側の流れが緩やか

な部分が存在すること，また破堤拡幅進行に追従する形で氾濫流の多くを占める主流部分は概

ね一定幅で下流へ移動することから，氾濫流量は一定で推移するものと考えられる．なおケース

2 ではケース 1 より川幅が広く河道内水位が低下しづらいことからも，堤内外の水位差も保たれる

ことで破堤拡幅が継続する時間が長くなることで最終破堤幅は広く，また氾濫流量も大きくなった

と考えられる． 

ケース 3 も時間の経過とともに破堤拡幅の進行に伴い氾濫流量が増加，その後，一定値に落

ちつくが，ケース 2 に比べると河道流量が少ないことかもらも河道水位の低下が早く，そのため一

定値に落ち着くまでの時間は早くなっている． 

 

  

 

図 3-4 破堤開口幅・氾濫流量・河道内水位低下量の時系列変化 
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3.3. 破堤拡幅計算モデルの再現性検証 
 

千代田実験水路における破堤実験で得られた知見をもとに柿沼らが開発した破堤拡幅計算モ

デル「Nays2D Breach3)」の再現性については，千代田実験水路での実物大規模の模破堤実験

結果との比較を行い確認しているが，川幅 8m，河床勾配 1/500 と単一で限られた条件である．こ

こでは前節で行った破堤模型実験を対象に，河道形状を変えた場合の再現性の検証を行う． 

 

3.3.1. 計算モデルの概要 

Nay2D 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 Nays2D4)であ

り，堤防部分の破堤拡幅進行は千代田実験水路での破堤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(1)を組み入れてモデルの改良を行っている． 

 

*)()1(1
***3

50

* c

mBsgddt
dVq                  (1) 

 

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，α*，β*：モデル常数

を示す．τ*は破堤開口部近傍の上流，及び下流の氾濫流の水理量より算出しこれを堤体に作

用する外力とし，堤体崩壊量 dV/dt を算出することで破堤拡幅が進行する． 

ここで河道水位上昇から破堤拡幅開始までの考え方を図 3-5 に示す．河道内のある地点（例

えば破堤開始箇所の近傍等）に破堤開始水位判定セルを設定する．河道水位が上昇し判定セ

ルにおいて指定した水位（例えば堤防天端高や計画高水位等）を超えると堤防が破堤する．なお

本計算モデルでは越水から破堤拡幅開始に至る堤体下刻の侵食課程は表現できない．そのた

め指定水位を超えた時点で設定した決壊セル部分の堤体が基盤高まで瞬時に下刻決壊するも

のとしているが，詳細については Nays2D Breach のマニュアルを参照されたい 3)． 

 

  

 

図 3-5 破堤モデルの模式図 
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3.3.2. 計算条件 

計算領域は図 3-1 に示す通りである．計算格子は 2m×2m，計算時間刻みは 0.05 秒とした．

粒径は堤体・河床ともに図 3-2 を参考に中央粒径である 18mm，マニングの粗度係数は千代田

実験水路の値を参考に 0.023 とした．下流端は河道，氾濫域ともに自由流出とし，河道上流端よ

り表 3-1 に示す流量を定常流として通水している． 

 

3.3.3. 計算結果 

図 3-6 に流況と実験後の形状について，実験および計算結果を比較して示す． 

勾配が急なケース 2 では①河道から破堤開口部の中下流側を主流とし，氾濫域側へ斜め方向

への氾濫流況が存在すること，②その流れが破堤開口部下流側の堤体に作用し堤体が侵食す

ることで下流方向へと破堤拡幅が進行すること，③破堤開口部上流は流れが緩やかであること，

④氾濫主流部の流れが速い範囲における河床が相対的に低く，周辺に土砂が堆積していること

等，特徴的な現象を良好に表現出来ている．  

勾配が緩いケース 3 では⑤河道全体から破堤開口部に向かう流れが生じていること，⑥氾濫

流況は堤防法線に対して直角方向への流れが生じていること，⑦破堤開口部に落掘が形成され，

その周辺に土砂が堆積していること，⑧また落掘最大洗掘深は実験結果の 1.60m に対して計算

では 1.71m と概ね同程度であることなど，勾配が緩い条件においても，特徴的な現象を良好に再

現出来ている． 

図 3-7 に破堤開口幅と氾濫流量の時系列変化を示す．いずれのケースも破堤開始とともに破

堤拡幅が進行し，それに伴い氾濫流量が増加している．また時間の経過とともに破堤拡幅進行

速度は徐々に低下し，氾濫流量も概ね一定値に落ち着くなど，流況や通水後の形状だけでなく，

時系列変化についても良好に再現できている． 

以上より，Nays2D Breach は川幅や河床勾配を変えた条件においても破堤現象を表現できるこ

とが確認された． 
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図 3-6 模型実験と計算結果の流況および実験後の比較 

 

図 3-7 実験結果と計算結果の時系列比較（左：破堤開口幅，右：氾濫流量） 
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3.4. 結論 
 

本章では，はじめに縮尺 1/20 の千代田実験水路模型を用いて，川幅と河床勾配が異なる条

件で越水破堤水理模型実験を行い，破堤拡幅現象について比較検討を行った．次に破堤拡幅

計算モデル「Nays2D Breach」を用いて，縮尺模型実験の再現計算を行った．得られた結論は以

下の通りである． 

 

・河床勾配が急である場合，川幅の広狭によらず縦断下流方向に破堤拡幅が進行するが，基盤

は洗掘されづらいことが明らかとなった．また川幅が広くなると破堤開口幅は大きくなるが，下流

方向への拡幅進行などの傾向は川幅の広狭に関わらず同じであることが明らかとなった． 

 

・河床勾配が緩やかな場合，縦断方向に破堤拡幅は進行しづらいが，基盤の洗掘が顕著となり

落掘が形成されることが明らかとなった． 

 

・これらの結果は，河道形状うち川幅より河床勾配の相違が破堤拡幅現象により大きな影響を与

えることを示唆するものである． 

 

・千代田実験水路における越水破堤実験で得られた知見を元に開発された破堤計算モデル

「Nays2D Breach」は，川幅や河床勾配が異なる条件においても破堤拡幅現象を表現できることが

示された． 
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第4章 破堤拡幅計算モデルを用いた出水時の河道

特性に応じた破堤拡幅現象 
 

4.1. はじめに 
 

第 3 章では越水破堤水理模型実験，及び数値解析を用いた再現検証を行い，破堤拡幅現象

に影響を与える要素として，河床勾配の相違が大きいことを示した．しかしながら川幅は現地換算

で 30m であり，また河床勾配の相違も 2 ケースのみであり，実河川を念頭においた検討が不可欠

である． 

本章では北海道内一級河川全ての基準点・主要地点における河道形状や堤体形状を収集整

理し，それらを包括するような条件下での数値解析を行い，河道特性に応じた破堤拡幅現象を明

らかにする．さらに得られた知見より破堤被害軽減のための緊急対策工法に関する考え方を示す． 
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4.2. 実河川の河道および堤体形状の整理 
 

河道特性が破堤拡幅現象に与える影響を把握することを目的に，実河川の河道形状，及び堤

体形状の整理を行った． 

河道形状について図 4-1 上段に北海道内の一級河川の河川整備基本方針 1)に記載されてい

る基準・主要地点における川幅（現況測量横断）と計画高水勾配（整備計画附図に記載）の関係

を，図 4-1 下段に計画高水勾配と粒径（河川整備基本方針検討で設定した代表粒径）を示す． 

堤体形状について図 4-2 に北海道内の一級河川の河川整備基本方針における堤体形状のう

ち堤防高（現況堤防天端高標高－現況測量横断の平均高水敷高），天端幅・法勾配（計画，及

び暫定計画値）を示すが，ここではいずれも左右岸の平均値を示す． 

以降の数値解析ではこれらの整理した実河川データを元に計算条件の設定を行う． 

 

 
  

 

図 4-1 北海道内一級河川の計画高水勾配と川幅・粒径 
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図 4-2 北海道内一級河川における堤体形状 
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4.3. 計算概要 
 

4.3.1. 計算モデル 

河道条件が破堤拡幅現象に与える影響を把握するにあたり，破堤拡幅計算モデル「Nays2D 

Breach2)」を用いる．なお本モデルは第 3 章において河道形状を変えた越水破堤模型実験の再

現計算を行い，様々な河道条件においても破堤拡幅現象を表現出来ることを確認している． 

  

4.3.2. 計算条件 

検証に用いる河道形状，及び計算ケースを図 4-3 に示す． 

河道形状は図 4-1 を参考に様々な実河川の河道形状を包括するように川幅 4 パターン，河床

勾配 5 パターンの計 20 ケースを選定した．ここでは河道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影

響理解が目的であるため，堤体形状については図 4-2 を参考に最頻値である堤防高 5m，天端

幅 6m，法勾配 2 割を代表値とした． 

 

図 4-3 計算水路形状と計算ケース 
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粒径は河床・堤体ともに図 4-1 を参考に勾配に応じて中央粒径を選定し，粗度係数は

Manning-Strickler の式(1)を用いて粒径に応じて算出した． 

 

g
kn s

66.7

6/1                         (1) 

 

ここで，n：粗度係数，ks：相当粗度であり選定した中央粒径を用いた． 

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の等流水深 4.5m を

満たすように決定した図4-3に示す流量を定常流として与えた．このため破堤開始時の水面勾配

と河床勾配は概ね同じである．氾濫域については下流端と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．計算時間については，氾濫シミュレーションマニュアル

（案）3)で用いられている経験式（以下，既往式と称す）では，破堤開口幅の算出にあたり，破堤開

始から 1 時間で最終破堤幅に到達すると仮定しており，それとの比較も念頭に破堤開始から 5 時

間後まで計算を行った． 

なお Nays2D Breach は越水から破堤拡幅過程に至る堤体が下刻する侵食過程は表現出来な

い．そのため，越水から破堤拡幅に至るこの間の過程を簡略化して，破堤開始箇所の河道水深

が 4.5m（千代田実験水路における破堤実験の実験では破堤のきっかけとして堤防高-0.5m に切

欠を設けた）で流れが安定した後，既往の千代田実験水路での破堤実験 4)も参考に堤防の縦断

方向 8m 区間が基盤高まで瞬時になくなるものとした． 

 

 

4.4. 計算結果 
 

4.4.1. 破堤拡幅進行過程 

図4-4 に破堤開始から 10 分後，1・3・5 時間後の平面流況，及び河床形状を示す．ここでは河

道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響の把握が目的であることからも，川幅が最も狭いケ

ース（50m）と広いケース（400m），勾配が最も急なケース（1/300）と緩いケース（1/4000）を組み合

わせた 4 ケース（以下，カテゴリーI～IV と称す）について示し，以下ではそれぞれのケースの特

徴を述べる．なお全ケースの計算結果については付録 A として巻末に掲載している． 

（1）川幅が狭く勾配が急なケース（カテゴリーI：図 4-4 左上） 

本ケースでは川幅が狭く勾配が急であり，実河川では上流域河川に相当すると考えられる．破

堤開始直後では堤防法線に対して直角方向に氾濫流向が向いているが，これは他のケースでも

同様であり，破堤初期段階においては共通した現象であると考えられる． 

破堤拡幅進行が始まると川幅全体に速い流れが生じており，流線からも河道流れの大半が破

堤開口部に向かい，氾濫域に向かい斜め方向に流出している．また破堤開口部下流側は氾濫
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域に向かい斜め方向に侵食している．今回の条件では破堤開始から 5 時間後の破堤開口幅は

150m 程と川幅の 3 倍程度まで拡幅しているが，開口部周辺における基盤洗掘深は今回の検討

ケースの中では最も小さかった． 

 

図 4-4 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状） 
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（2）川幅が広く勾配が急なケース（カテゴリーII：図 4-4 右上） 

カテゴリーI と同じ勾配が急であり，川幅のみを広くしたケースであるが，河道から破堤開口部を

通過し氾濫域に向かう斜め方向の流出や，破堤開口部下流側が氾濫域に向かい斜め方向に侵

食するなど，カテゴリーI の破堤拡幅現象と同じ傾向である．今回の条件では破堤開始から 5 時

間後の破堤開口幅が約 250m と全ケースの中で最も破堤幅は広くなっているが，基盤洗掘は次

に示すカテゴリーIII（川幅-狭・勾配-緩）よりも小さくなっている．これはカテゴリーI・II のように勾配

が急なケースでは落掘と言われる鉛直方向の河床洗掘よりも，縦断方向への拡幅のほうが卓越し

ているためと考えられる． 

（3）川幅が狭く勾配が緩なケース（カテゴリーIII：図 4-4 左下） 

今回の検討条件では河道流量が最も少なく，破堤開始後もあまり拡幅進行せず，破堤開始か

ら 5 時間後の破堤開口幅は 60m 程度と，カテゴリーI で示した同一川幅で勾配が急なケースと比

べると 1/3 程度であったが，破堤開口部周辺の基盤洗掘深は大きくなっている．また氾濫流向は

堤防法線に対して直角で正面越流に近い流況である．これは勾配が緩い場合，河道から氾濫域

に向かう流速が河道を流下する流速と比べて大きくなるため，氾濫流況は正面越流に近くなると

考えられる．その結果，破堤後も急勾配のように堤体に直接作用する流速が大きくないことからも

破堤拡幅はあまり進まない．一方で破堤拡幅があまり進まないことから，破堤開口部において流

速が速い地点も大きく変わらないため，下刻方向の基盤侵食が大きくなっていると考えられる．  

 

（4）川幅が広く勾配が緩なケース（カテゴリーIV：図 4-4 右下） 

氾濫流は堤防法線に対して直角方向で正面越流に近い流況であり，また破堤開口部の下流

から上流に逆流する流れも確認出来る．カテゴリーI で示した川幅が狭く勾配が急なケースに比

べて川幅は 8 倍であるが，破堤開口幅は約 100m とカテゴリーI の 2/3 程度である．一方で基盤

の洗掘は顕著であり，堤防法法線に対して直角方向に落掘が形成されている．また開口部下流

から上流への逆流が生じていることからも，破堤開口部は川側にハの字形状となっており，第 2 章

破堤災害事例の中で示した勾配が緩い条件であった石狩川の破堤事例（図 2-2）と同様である． 
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4.4.2. 破堤拡幅現象の時系列変化 

 

ここでは破堤拡幅進行過程のうち，破堤開口幅，基盤洗掘，氾濫流量，及び破堤開口部流速

の時系列変化，またそれぞれの結果を直感的に把握できるようにカテゴリーI～IV に応じた概要

も併記する． 

 

（1）破堤開口部形状の時系列変化 

図 4-5 に破堤開口幅（堤防天端中央の縦断測線），図 4-6 に平均基盤洗掘深（破堤開口計測

測線上における基盤高からの洗掘深を平均）の時系列変化を示す． 

川幅が広く，勾配が急になるほど，破堤開口幅・拡幅速度は大きくなる．一方で勾配が緩くなる

ほど，破堤開口幅は拡がりづらくなるものの，開口部における基盤洗掘が顕著となる．これは図4-

4 に示すように川幅が広く勾配が急になると，開口部から氾濫域に向かい堤体に作用する流速が

大きくなることで縦断方向への拡幅が顕著になる一方，勾配が緩くなると氾濫流況は正面越流に

近く，河道から氾濫域に向かう流れは堤防法線に対して直角で，速い流れは堤防近傍ではなく

開口部中央付近に位置することからも堤体に流れが作用しづらく，堤体の拡幅よりも洗掘が顕著

になるためと考えられる． 

今回の計算結果より，川幅や河床勾配に応じて破堤開口幅が異なること，また時間の経過とと

もに破堤拡幅が進行することを示した．一方で現在，行われている氾濫シミュレーションの検討で

は，合流点以外では既往式（2）を用いて破堤開口幅を推定している 3)． 

 

                      （2） 

 

ここで L：最終破堤開口幅，B：川幅を示す．既往式では破堤開口幅は川幅のみに依存するとして

いる．また拡幅速度については，破堤開始直後に最終破堤幅の半分が破堤し，そこから 1 時間

後に最終破堤幅に到達するとし，この破堤幅・拡幅速度を用いて氾濫流量を算出し，浸水範囲

等の推定を行っている． 

ここで既往式（2）を用いて算出した破堤開口幅を図 4-5 の右側に併記する．これより破堤開始

から 1 時間後を比較すると，今回のケースではいずれも既往式を用いて求めた破堤幅と同程度

か狭くなっており，破堤初期段階において既往式は安全側であると考えられる．一方で時間の経

過とともに既往式で求めた破堤開口幅よりも拡がり，特に川幅が広く勾配が急になるに従い，その

差は大きくなっている．また氾濫シミュレーションの検討では基盤洗掘は生じないと仮定している． 

これらは今後の気候変動等により降雨傾向が変わり，河道水位の高い状態が継続するような

洪水が増加した場合，既往式を用いた破堤開口幅の推定結果が過小評価となる懸念があるとと

もに，基盤洗掘についても考慮する必要があることを示唆している． 
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図 4-5 破堤開口幅の時系列変化 
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図 4-6 破堤開口部における平均基盤洗掘深の時系列変化 
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（2）氾濫流量の時系列変化 

図 4-7 に氾濫流量，図 4-8 に氾濫流出率（氾濫流量／河道流量）の時系列変化を示す．概ね

破堤開口幅と同様の傾向を示す．川幅が広く河床勾配が急なほど氾濫流量は多くなり，実災害

でも浸水面積が広範囲になることなどが考えられ，このような河道形状条件では減災工法を行うこ

とで被害軽減効果が期待出来る可能性がある． 

一方で川幅が狭い場合ではいずれの勾配において破堤開始から 1 時間後には河道内流量の

4 割近くが流出していることからも，川幅が狭い条件では破堤被害軽減のための対策を行うにあ

たり，早急に対応出来なければ被害軽減効果が小さくなる可能性がある． 
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図 4-7 氾濫流量の時系列変化 
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図 4-8 氾濫流出率（＝氾濫流量／河道流量）の時系列変化 



第 4章 破堤拡幅計算モデルを用いた出水時の河道特性に応じた破堤拡幅現象 

 

 41 

（3）破堤開口部形状と氾濫流量の関係 

図 4-9 に氾濫流量と破堤開口幅の関係を示す．いずれのケースにおいても破堤拡幅進行に

応じて氾濫流量が増加しているため，欠口止め工による破堤拡幅停止や拡幅進行速度の低下，

あるいは荒締切工により破堤開口部を狭めることで氾濫流量を低減出来れば，被害軽減につな

がることが期待出来る． 

同一勾配では同じ破堤開口幅であっても，川幅が狭くなるに従い氾濫流量は小さくなる．これ

は川幅が狭いと河道流量は少ないため，図 4-8 の氾濫流出率（＝氾濫流量／河道流量）でも示

したように，破堤開始から早い段階で氾濫流出率が高くなり，その結果，氾濫流量の増え方が緩

やかになるためと考えられる．これは川幅が狭い河川では，破堤開始から早期に，且つ破堤箇所

から可能な限り近い地点で破堤拡幅進行を抑制出来なければ，被害軽減効果が小さくなる可能

性がある． 

ここで図 4-9 のうち，破線の丸で囲った区間では下に凸形状と氾濫流量が急増しており，特に

勾配が緩くなるほどその傾向は顕著である．ここで図 4-10 に破堤開口部における平均基盤洗掘

深と破堤開口幅の関係を示す．これによると勾配が急なケース（勾配 1/300 や 1/500）では破堤開

口幅が 50～100m 程度になると基盤洗掘が生じており，勾配が緩い場合ではいずれのケースも

破堤開口幅 50m 程度になると平均基盤洗掘深が最も大きくなっている．前項でも述べたように勾

配が緩い場合，破堤拡幅進行はしづらいものの，基盤洗掘が顕著となる傾向が見られる． 

図 4-10 には基盤洗掘開始から概ね最大洗掘が生じる時間帯にかけて破線の丸で囲っている

が，これは図 4-9 に示す氾濫流量と破堤開口幅のグラフで破線の丸で囲った時間帯とほぼ同じ

である．これより破堤拡幅とともに基盤洗掘が生じることで破堤開口部の断面積が大きくなり，その

結果、氾濫流量が増加するため，図 4-9 に示すように氾濫流量と破堤開口幅の関係が下に凸の

形状になったと考えられる．これは氾濫流量の推定には破堤幅だけでなく，特に勾配が緩い条件

においては基盤洗掘の考慮が重要であることを示唆するものである． 
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図 4-9 氾濫流量と破堤開口幅の関係 
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図 4-10 平均基盤洗掘深と破堤開口幅の関係 
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（4）破堤拡幅速度と累積氾濫流量 

図 4-11 に破堤開口幅（1 時間毎の積分値）を示す．同一川幅の場合は勾配が急になるほど，

同一勾配の場合は川幅が広くなるほど，破堤開口幅は大きくなる．またいずれのケースも 1 時間

毎の破堤拡幅変化量が最も大きくなっているのは破堤開始から最初の 1 時間であり，今回の条

件では 1 時間で最大 100m 近く破堤拡幅が進行しており，破堤直後に被害軽減対応を行うことは

きわめて困難となることが考えられる． 

図4-12に累積氾濫流量（1 時間毎の積分値）を示す．累積氾濫流量についてはケース毎に河

道流量が異なるため，単純な比較は難しいが，破堤開口幅と同様に勾配が急に，川幅が広くなる

に従い大きくなる．一方で破堤開口幅の変化量は破堤開始後，最初の 1 時間が最大であったが，

累積氾濫流量では時間の経過とともに 1 時間の変化量が大きくなっている．このため破堤開始か

ら一定時間が経過した場合であっても，累積氾濫流量を軽減させることを目的に，破堤拡幅進行

の抑制や氾濫流量を低減させるような技術の開発も重要であり，このような対応を行うことで，災

害時における被害軽減だけでなく，災害後の早期復旧（例えば排水ポンプ車による排水時間の

短縮）につながることが期待出来る． 
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図 4-11 破堤開口幅（1 時間毎の積分値） 

 

図 4-12 累積氾濫流量（1 時間毎の積分値） 
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（5）破堤開口部における氾濫流速の時系列変化 

図 4-13 に破堤開口部における平均氾濫流速（破堤開口計測測線上における各時間の平均

値），図4-14 に最大氾濫流速（破堤開口計測測線上における各時間の最大値）の時系列変化を

示す． 

破堤初期段階において川幅が異なるが同一勾配の場合，氾濫流速は概ね同程度である．こ

れは図 4-4 の破堤開始 10 分後に示す流況のように破堤開口幅が狭いため，河道内流速が氾濫

流速に与える影響は小さく，氾濫流速は河道と氾濫域の水位差により流速が決まるためである． 

一方で破堤拡幅が進むにつれ，特に勾配が急なケースでは氾濫流速の上昇が見られる．これ

は堤内外の水位差によって生じる流速に加えて河道内流速が大きく，これらが合わさることで勾

配が急になるに従い氾濫流速が大きくなるためと考えられる．なお勾配が緩い場合には破堤拡

幅進行に従う流速の大きな上昇は見られない．これは急勾配と異なり，河道内流速が小さく，氾

濫流速に与える影響が小さいためと考えられる．また川幅が広くなると流速はやや大きくなるもの

の，勾配の相違に比べると大きな影響は見られない．  

ここで破堤時における被害軽減のための緊急対策工法として，破堤拡幅の進行を抑制する欠

口止め工や，破堤開口幅を狭くし氾濫流量の低減を期待する荒締切工などがある 5)．これらは破

堤開口部やその周辺に水防資材であるブロック等を投入することが一般的であるため，投入した

ブロックが転動流出せずにその場にとどまることが重要である．計算を行った期間の時間平均を

見ると，最も氾濫流速が大きいカテゴリー2（図 4-4 右上）では平均流速で 5.6m/s，最大流速で

7.4m/s，最も氾濫流速が小さいカテゴリー3（図 4-4 左下）でも平均流速で 2.7m/s，最大流速で

5.3m/s である． 

参考として十勝川千代田実験水路等で実施された流水中に水防資材である立体ブロックであ

るトラスフット 2t 型を投入し，流速に応じた挙動把握を目的とした実験及び結果の概要を図 4-11

に示す 6)．なおトラスフット 2t 型は北海道開発局が水防備蓄資材として最も多く所有しているもの

である．これによるとトラスフット単体を流水中に投入した場合，流速が 2.4m/s を超えると停止率が

大幅に低下するとされている．一方でブロックを 2 個連結して投入することで停止率は向上するが

それでも流速が 3.5m/s を超えると停止率が低下している． 

今回の計算ではピーク流量を継続して通水した最も厳しい条件での計算であるため，実洪水

では河道内流量の低下とともに氾濫流速が低下することも期待出来るが，管理する河川が万が

一，破堤した場合の最大氾濫流速を事前に把握しておくことで，所有する水防資材でどこまで対

応可能であるかも理解が出来，その結果，堤防決壊シミュレーションもより現実に即したものにな

ると考えられる．さらに所有する資材だけで対応が困難であれば，例えばブロック転動流出を防

止する補助工法 7)の開発検討なども必要となる． 
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図 4-13 破堤開口部における平均氾濫流速の時系列変化 
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図 4-14 破堤開口部における最大氾濫流速の時系列変化 
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図 4-15 （参考）流水中に投入したブロックの挙動特性把握実験 6) 
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4.4.3. 河道特性に応じた破堤拡幅現象の分類 

 

ここまでの数値解析の整理により，勾配が急な場合は縦断方向への破堤拡幅が，勾配が緩く

なるに従い正面越流に近く基盤洗掘が顕著となり，破堤形状に応じて氾濫流量や氾濫流速が異

なることなどを示した．また破堤拡幅現象は図 4-4 の破堤進行過程でも示したように氾濫流向と

関係があることが示唆される．ここでは氾濫流向の整理を通じて，河道特性と破堤拡幅現象の関

係について整理を行う． 

（1）破堤開口部における氾濫流向の時系列変化 

図 4-16 に破堤開口部における氾濫流向の時系列変化を示す．ここで氾濫流向は破堤開口部

を求めた堤防天端中央の縦断測線上を対象に，流速を加味した加重平均により算出している．

また左のグラフ（川幅の相違）には同一勾配で全川幅・全時間を平均した流向を，右のグラフ（勾

配の相違）には勾配毎・川幅毎に全時間を平均した流向を併記する． 

同一勾配では川幅が異なる場合も氾濫流向は概ね同じである．破堤開口幅・破堤拡幅速度が

大きくなるような勾配が急なケースでは氾濫流向は下流側を向いており，正面越流に近く基盤洗

掘が顕著となるような勾配が緩なケースでは氾濫流向は 90 度付近へと変化している． 

また破堤初期では図4-4（破堤開始 10 分後）で示したようにいずれのケースも正面越流に近い

形態であるため，90 度付近であるが，破堤拡幅が進行するとともに，勾配に応じて概ね一定の流

向に落ち着いている．なお勾配が 1/4000 と緩いケースのうち，川幅が狭いケースでは正面越流

である 90 度付近から徐々に流下斜め方向への流出と変化している．これは図 4-8（氾濫流出率

＝氾濫流量／河道内流量）に示したように，川幅が狭い場合は破堤初期段階で河道内流量の多

くが氾濫域に流れており，その結果，河道内水位が低下し堤内外の水位差が小さくなることで，

正面越流の氾濫形態から流下方向の成分が卓越した斜め方向への流出に変わったためと考え

られる． 

これらは破堤開口部の氾濫流向と破堤拡幅現象を関連づけが出来る可能性を示唆するもので

ある． 
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図 4-16 破堤開口部における氾濫流向の時系列変化 
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（2）氾濫流向と計画高水勾配の関係 

図 4-17 に破堤開口部の氾濫流向と破堤開始時における河道縦断水面勾配を示す．これより

水面勾配が急になるに従い開口部の氾濫流向は流下方向側（0度）へ，水面勾配が緩くなるに従

い氾濫流向が堤防法線に対して直角方向側（90 度）へと変化していくことが確認出来る．また同

一勾配の場合には川幅が広くなるに従い，直角方向側へと変化している． 

ここで第 2 章に示した破堤事例（空知川，石狩川，千代田実験水路破堤実験）について計画

高水勾配と痕跡等より推定した破堤氾濫流向を図 4-17 に併記する．限られた破堤事例ではある

ものの，数値解析で求めた関係と概ね一致しており，数値解析より得られた水面勾配と氾濫流向

の関係は妥当であると言える． 

以上より，河川管理者は管理する河川の計画高水勾配を把握することで，破堤時の氾濫流向

を推定し，その関係より破堤拡幅現象（縦断下流方向への拡幅進行や正面越流形態等）が想定

出来ることを示唆するものである．これは全国の河川系事務所が毎年実施している堤防決壊時の

緊急対策シミュレーションを実施する際にも参考とすることで，既往式 3)による川幅を用いて破堤

開口幅のみを推定していた手法に比べて，より実態に近い破堤拡幅現象を理解出来るとともに，

破堤時の被害軽減につながるための技術開発につながることが期待出来る． 

 

  

 

図 4-17 破堤開口部における氾濫流向と計画高水勾配の関係 
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4.4.4. 破堤被害軽減に向けた考察 

 

破堤拡幅現象の理解において最も重要なのは現地調査や実験，今回のような数値解析を通じ

て，次の出水で破堤の危険性が生じた，また破堤に至った場合に，如何に現場で対応し被害規

模の軽減・最小化を図る技術に繋げることが出来るかである．今回の破堤拡幅現象整理の結果

から被害軽減に向けたいくつかの考察を行う．  

カテゴリーI（川幅：狭・勾配：急）では川幅が狭く，短時間のうちに破堤開口幅が川幅以上とな

ることで，河道内流量の大半が氾濫流として流出することになる．そのため欠口止め工により破堤

拡幅抑制を行う場合，破堤開始地点から相当近くで抑制しなければ，被害軽減効果が小さくなる

可能性がある．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減災工法に取り掛かることができるか，資材運搬等も含めた検討がきわ

めて重要である． 

カテゴリーII（川幅：広・勾配：急）では，洪水継続時間が長くなる場合，破堤拡幅が継続しそれ

に伴い氾濫流量の増加も考えらえるため，破堤拡幅を抑制することで減災効果が期待できる．一

方で破堤開口部の流速が特に大きくなるため，例えば水防資材である根固ブロックを用いた工法

の場合，転動流出しないような工夫が必要と考えられる．また破堤拡幅進行が抑制できた場合も，

その周辺の流れによって河床洗掘が促進されないよう注意することが必要である． 

カテゴリーIII（川幅：狭・勾配：緩）ではもっとも破堤拡幅が進まないが河床の洗掘は勾配が急

な河川より進行する可能性があるため，基盤洗掘に起因する氾濫流量の増加や，また投入すべ

き水防資材が不足しないように事前に投入想定数などの計画を立てた上で作業を進める必要が

ある．  

カテゴリーIV（川幅：広・勾配：緩）では正面越流に近い形態であり，また氾濫流量の主流が破

堤開口部の中心付近に位置する．カテゴリーI・II のように堤体に激しい流れが直接，作用しなが

ら破堤拡幅が進行はしないため，破堤拡幅抑制工による効果は急勾配河川に比べると小さくなる

可能性がある．また落掘が相当，深くなっていることも考えらえるためカテゴリーIII 同様に資材準

備に十分な検討が必要であり，また破堤開口部中央付近に流速が高い状況であることからも，破

堤開口部両側から荒締切を進めた場合も開口部の高流速が継続していると考えられ，開口幅が

狭くなることで更なる河床洗掘を助長させる懸念もあるため注意が必要であり，とくに最後の締切

る段階，いわゆるせめ工の実施が困難となることが予想される．  

以上，減災工法についてカテゴリー別に述べてきたが，川幅や計画高水勾配を用いて事前に

破堤拡幅現象の分類を行うことで，カテゴリーに応じてより高い効果が期待出来る減災工法につ

いて検討をしていくことが重要である． 
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4.5. 結論 
 

本章では北海道内一級河川全ての基準・主要地点における河道および堤体形状を収集整理

し，これらを包括する条件下で数値解析による破堤拡幅現象の整理を行った．得られた結論は以

下の通りである． 

 

・河道特性のうち川幅と計画高水勾配に応じて 4 つのカテゴリーに破堤拡幅現象を分類し，それ

ぞれの特徴を考慮した上で被害軽減工法を実施する必要性，及びその考え方を示した．  

 

・勾配が急な条件では，縦断方向下流への破堤拡幅進行が卓越する．そのため，破堤開口部下

流側での破堤拡幅抑制が効果的である．一方，破堤開口部は流速が大きくなるため投入したブ

ロック転動流出に留意が必要である． 

 

・勾配が緩い条件では，氾濫流は破堤開口部中央付近に集中し，破堤拡幅よりも基盤洗掘，い

わゆる落掘形成が顕著となる．そのため，破堤開口幅は狭いが落掘を考慮し，多くの締め切り資

材が必要である． 

 

・川幅が狭い条件では，水位低下が早く破堤開口幅も狭くなる．そのため，被害軽減効果を発現

するには特に早期に着手が必要である． 

 

・川幅が広い条件では，水位低下が遅く破堤開口幅も広くなる．そのため，破堤拡幅時間，氾濫

継続時間が長時間にわたるため，破堤拡幅進行の抑制効果が発現しやすい． 
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第5章 河道横断形状が破堤拡幅現象に与える影響 
 

5.1. はじめに 
 

日本国内における河川の中下流部では一般に低水路と高水敷からなる複断面形状であるが，

第 4 章では高水敷を有しない単断面を対象とし破堤拡幅現象の分類を行った．特に資産が集中

しているのは中下流部であることからも，河道横断形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響を理

解することは重要である． 

本章では，はじめに縮尺模型を用いた複断面河道における越水破堤拡幅実験，及び破堤拡

幅計算モデル「Nays2D Breach」が複断面河道における破堤拡幅現象で適用出来るかを明らか

にすることを目的に再現性検証を行う．次に河道横断形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響

を把握することを目的に，単断面と複断面，高水敷幅の広狭，河床勾配の緩急に着目して実河

川規模を想定した数値解析を行う．  
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5.2. 複断面河道における越水破堤水理模型実験と破堤拡幅計算モデル

の再現性検証 
 

5.2.1. 河道横断形状特性の整理 

河道横断形状が破堤拡幅現象に与える影響を把握することを目的に，実河川の河道横断形

状の整理を行った． 

図 5-1 上段に北海道内の一級河川の河川整備方針 1)に記載されている基準・主要地点にお

ける川幅（現況測量横断）と低水路幅（左右岸に設定している低水路・高水敷境界間の距離）の

関係を，図 5-1 中段に高水敷幅（川幅と低水路幅の差を 2 で除した値）を，図 5-1 下段に低水路

深（平均高水敷高と平均河床高との差）を示す． 

併せて越水破堤模型実験時の河道条件，及び後述する一般河道を想定した数値解析の河道

条件も併記する．  

 

 

  



第 5 章 河道横断形状が破堤拡幅現象に与える影響 

 

 58 

 

 

  

 

図 5-1 北海道内一級河川の横断形状と模型実験及び計算対象 1) 
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5.2.2. 模型実験概要 

実験に用いた水路は第 3 章と同様に縮尺 1/20 の千代田実験水路模型であるが，川幅は現地

換算で 30m と複断面形状とすることが困難であったため，縮尺 1/60 として実験を行った．ここで

縮尺の変更については渡邊らの検討 2)により，縮尺 1/70 までであれば破堤拡幅現象を再現でき

ることを確認している．なお実物大規模である千代田実験水路等との実験結果との比較も念頭に，

以下に示す水路諸元，水理量，時間はフルード掃除則で全て現地規模に換算している． 

図5-2 に実験水路形状を示す．川幅は 90m，氾濫域幅は 232m，ハッチ部分は深さ 4.2m 以上

の移動床としている．破堤実験区間の堤防部分は延長 360m，高さ 3m，天端幅 3m，裏表法勾配

2 割とし，破堤のきっかけとし切欠（深さ 0.6m・上幅 2.0m・下幅 0.8m）を設けている． 

実験に用いた実験砂は現地換算で d50=10.8mm (珪砂 7 号)とし，第 3 章と同様に堤体にはベ

ントナイトを 15%配合した．また破堤拡幅が始まる前に河道流れの流水により表裏面が浸食する

ことを防ぐことを目的に，表裏面に透明ラッカースプレーを吹き付けて乾燥固定させた．なお低水

路河床部については d50=21.6mm (珪砂 6 号)を用いている． 

実験ケースは図4-1 で整理した河道形状，及び図5-1 で整理した河道横断形状を参考に，河

床勾配は 1/1000 （ケース A）と 1/5000 (ケース B)，低水路幅 60m，高水敷幅 30m，低水路深 3m

とした．また供給流量は一定流量を等流水深となるように通水し，おおむね破堤拡幅が停止する

まで行った． 

  

 

図 5-2 模型実験水路および実験条件 



第 5章 河道横断形状が破堤拡幅現象に与える影響 

 

 60 

5.2.3. 数値計算条件 

河道横断形状が破堤拡幅現象に与える影響を把握するにあたり，数値解析には破堤拡幅計

算モデル「Nays2D Breach3)」を用いるが，はじめに低水路と高水敷を設けた破堤模型実験を対象

に，複断面形状とした場合の再現性の検証を行う． 

計算領域は図 5-2 に示す通りである．計算格子は 2m×2m，計算時間刻みは 0.05 秒とし，マニ

ングの粗度係数は千代田実験水路の値を参考に 0.023 とした．下流端は河道，氾濫域ともに自

由流出とし，上流端より図 5-2 に示す流量を通水している．また低水路河床部については実験観

察から大きな河床変動が生じていないこと，本計算モデルでは河床部のみ粒径を変えることが出

来ないため，固定床として計算を行っている． 

 

5.2.4. 実験結果と計算結果の比較 

図 5-3 に代表的な実験流況とそれに対応する数値計算の結果を，図 5-4 に堤防天端の中央

における破堤開口幅と氾濫流量の時系列を示す． 

ケース A（勾配 1/1000）では，①破堤開口部から氾濫域に向かい斜め方向へ流出し，下流方

向へ破堤拡幅が進行しており，②基盤の洗掘量は後述のケース B に比較して小さくなっている．

また③分岐流線（破堤開口部に向かう流線のうち，破堤の影響を受けない上流における河道横

断方向の幅）の位置は概ね高水敷幅程度であった． 

ケース B（勾配 1/5000）では，④破堤開口部から氾濫域に向かって堤防法線と直角方向に氾

濫流出している．⑤破堤開口部の基盤洗掘についても堤防法線と直角方向に生じており，実験

後に計測した最深部は開口部中央付近に基盤から 4m 程度であり計算結果とも一致している．ま

た⑥分岐流線位置については高水敷幅より拡がり，低水路から破堤開口部に向かう流れも確認

出来る． 

いずれのケースも特徴的な現象，また破堤開口幅の拡がりにともなう氾濫流量の増加，破堤拡

幅速度の低減など，時系列変化についても良好に再現できており，Nays2D Breach は複断面河

道形状においても破堤現象を表現出来ることが確認された． 

なおこれらの破堤拡幅現象について，河床勾配が急な場合は破堤開口部から氾濫域に向か

い斜め方向へ流出し縦断方向に破堤拡幅が進行，緩勾配の正面越流に近い氾濫流況となり，

開口部の落掘が顕著になるなど，第 3・4 章で行った単断面河道で行った特性と比べて大きな相

違は見られなかった．一方で分岐流線幅が高水敷幅以上となるなど，模型施設の限界もあるため，

次項では実河川規模を想定し河道横断形状の内，単断面と複断面の比較，高水敷幅の相違が

破堤拡幅現象に与える影響について数値解析による検討を行う． 
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図 5-4 実験結果と計算結果の時系列変化の比較（左：破堤開口幅，右：氾濫流量） 

 

図 5-3 模型実験と計算結果の流況および形状の比較 

（左：実験流況，右：計算結果） 
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5.3. 河道横断形状に応じた破堤拡幅現象 
 

前節では複断面河道における破堤模型実験を行うとともに，Nays2D Breach は複断面河道に

おいても破堤拡幅現象を表現出来ることを示した．一方で川幅は 90m，低水路幅 60m，高水敷

幅 30m と模型施設の限界もあるため，本節では実河川規模を想定し，単断面と複断面（高水敷

の広狭）の相違が破堤拡幅現象に与える影響について数値解析による検討を行う． 

 

5.3.1. 計算条件 

検証に用いる河道形状，及び計算ケースを図 5-5 に示す．横断形状の選定にあたっては，図

4-1 を参考に川幅は概ね中央値である 200m，河床勾配は緩急での比較を行うため 1/500（河床

材料粒径 30mm・粗度係数 0.023）と 1/4000（河床材料粒径 5mm・粗度係数 0.017）とした．複断

面の横断形状について低水路幅は図5-1を参考に 80m とした．高水敷幅については，低水路を

河道横断面の中央に配置することで高水敷幅は 60m とし，また高水敷幅の相違が破堤拡幅現象

に与える影響理解のため，高水敷幅 60m の 2 倍となる 120m，同 60m の半分となる 30m の 3 パ

ターンとするが，通水流量を複断面形状で全て同一とするため，低水路の横断位置を変えて設

定した． 

堤体形状については第 4 章と同様に図 4-2 を参考に最頻値である堤防高 5m，天端幅 6m，

法勾配 2 割とし，堤体材料については河床材料と同様とした．また破堤開始のタイミングは破堤

箇所近傍の河道水深が 4.5m（千代田実験水路における破堤実験では破堤のきっかけとして堤

防高-0.5m に切欠を設けた）で流れが安定した後，堤防の縦断方向 8m 区間が基盤高まで瞬時

になくなるものとした． 

境界条件は第 4 章と同様に，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の

等流水深 4.5m を満たすように決定した図 5-5 に示す流量を定常流として与えた．氾濫域につい

ては下流端と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，計算時間

は破堤開始から 5 時間後までとした． 

なお実河川では低水路の河床材料は高水敷より粒径が粗い場合が多いが，本計算モデルで

は河床部のみを粒径を変えることが出来ないこと，また前節の模型実験より低水路河床部につい

て大きな河床低下が生じていなかったことから，ここでは低水路河床部について固定床とした．ま

た実河川では低水護岸の存在や高水敷上の粗度係数の相違等もあるが，ここでは河道横断形

状の相違のみに着目することからも，河床材料および粗度係数は計算領域において全て同一と

している． 
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図 5-5 計算水路横断形状と計算ケース 
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5.3.2. 計算結果 

破堤開始から 10 分後，30 分後，2 時間後，4 時間後の平面流況，及び河床形状を図 5-6（河

床勾配 1/500），図 5-7（河床勾配 1/4000）に示す．また図 5-8 に各時系列変化として，破堤開口

幅（堤防天端中央の縦断測線），平均基盤洗掘深（破堤開口計測測線上における基盤高からの

洗掘深の平均），氾濫流量，分岐流線幅（破堤開口部に向かう流線のうち，破堤の影響を受けな

い上流部における河道横断方向の幅），破堤開口部における平均流速，破堤開口部における氾

濫流向を示す． 

（1）河床勾配 1/500 

図 5-6 に示すコンター図より，河道から氾濫域へ斜め方向に流出している流況，また破堤開口

部下流側が氾濫域に向かい斜め方向に侵食され，河床についても流れの速い箇所を中心として

洗掘が生じているなど，これらの傾向は単断面および複断面のいずれのケースにおいても同様

である．また図 5-8 に示す時系列変化についても，いずれのケースも概ね同様の傾向であり，単

断面と複断面，また高水敷幅の広狭による破堤拡幅現象の明瞭な相違は見られない． 

（2）河床勾配 1/400 

図 5-7 に示すコンター図より，堤防法線に対して直角方向に氾濫流が生じている流況，また堤

防法線に対して直角方向に落掘が形成されており，これらの形状は単断面および複断面のいず

れのケースにおいても同様である．また図 5-8 に示す時系列変化についても，いずれのケースに

おいても概ね同じ傾向を示しており，河床勾配 1/500 と同様に単断面と複断面，また高水敷の広

狭による破堤拡幅現象の明瞭な相違は見られない． 

（3）河道横断形状と破堤拡幅現象の関係 

河道形状のうち，単断面河道と複断面河道，複断面河道では高水敷幅の広狭，河床勾配の

緩急を組み合わせた数値解析を行った結果，第 4 章で述べたように勾配が急である場合は氾濫

流況や河床洗掘は氾濫域に向かって斜め方向となること，勾配が緩い場合は氾濫流況や河床

洗掘は堤防法線に対して直角方向となることなど，破堤拡幅進行現象について，同一の勾配で

あれば河道横断形状によらず共通する現象が多く見られた．これは第 4 章で示した単断面を対

象とした，出水時の河道特性に応じた破堤拡幅現象の分類が複断面河道であっても適用できる

ことを示すものである． 
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図 5-6 河道横断形状に応じた破堤拡幅進行過程（河床勾配 1/500）（上：流況，下：河床形状） 
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図 5-7 河道横断形状に応じた破堤拡幅進行過程（河床勾配 1/4000）（上：流況，下：河床形状） 
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図 5-8 河道横断形状に応じた各時系列変化 
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5.4. 結論 
 

本章では，河道横断形状が異なる条件を対象とし，千代田実験水路の縮尺模型を用いた越水

破堤実験，および破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」を用いた再現計算により，破堤拡幅現

象の比較検討を行った．次に実河川規模を想定し，河道横断形状の相違に着目し，数値解析に

よる破堤拡幅現象の整理を行った．得られた結論は以下の通りである． 

 

・単断面における破堤実験で得られた知見を元に開発された破堤計算モデル「Nays2D Breach」

は，高水敷を有する複断面河道においても破堤拡幅現象を表現出来ることが示された． 

 

・単断面河道と複断面河道（高水敷幅の広狭），勾配の緩急を組み合わせた数値解析を行った

結果，破堤拡幅現象に河道横断形状が与える影響は小さいことが明らかなとなった． 

 

・破堤拡幅現象に影響を与える要素について，複断面河道においても勾配の相違が大きいこと

が明らかとなった． 

 

・これは第 4 章で示した単断面河道を対象とした，出水時の河道特性に応じた破堤拡幅現象の

分類が，複断面河道であっても適用出来ることを示すものである．  
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第6章 背水影響が破堤拡幅現象に与える影響 
 

6.1. はじめに 
 

2018 年 7 月の西日本豪雨では，高梁川水系小田川において破堤被害が生じたが，これは背

水区間において本川水位の影響により水位が上昇したことが要因の一つと言われている．また

2016 年北海道豪雨でも常呂川水系においても，背水影響により複数の支川が破堤したと考えら

れている．前章までの自流のみによる破堤拡幅現象との共通点・相違点の有無について不明で

あることからも破堤後の緊急対策工事の考え方も明らかとなっていない． 

本章では背水影響を受けた破堤事例の収集整理を行い，数値解析により背水区間における

破堤拡幅現象の特徴を整理した．次に自流区間と背水区間における破堤拡幅現象の相違点，

ならびに背水区間において自流量と河道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響について数

値解析を行う．  
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6.2. 背水区間における破堤災害事例 
 

6.2.1. 常呂川水系柴山沢川における破堤災害事例 1) 

常呂川水系柴山沢川では，2016 年 8 月 20 日深夜から早朝にかけて堤防が約 100m に渡って

破堤した（聞き取り調査等より破堤したと想定される時間帯は 20 日 22:00～21 日 6:00）．柴山沢

川は常呂川 KP21.0 付近で合流しており，破堤箇所は合流地点から約 1km 上流の左岸である．

柴山沢川の破堤箇所は常呂川の背水区間にあたるため計画高水勾配は LEVEL であり，川幅は

20m 程度である． 

柴山沢川の自流量ピーク時（20 日 15:00 頃）には越水が確認されていなかったこと，図 6-1 に

示すように堤内側における土砂堆積が下流から上流へ伸びており，氾濫流向は柴山沢川の下流

から上流に向かっていたこと，破堤開口部の上流側は氾濫域に向かい斜め方向に侵食していた

ことからも，柴山沢川の合流先である常呂川（水位ピークは 21 日 1:00 頃）からの背水影響を受け

たことで，柴山沢川を逆流し水位が上昇，その結果、越水により破堤したと推定されている． 

 

 

 

 

  

 

図 6-1 常呂川水系柴山沢川の破堤事例 1) （参考資料に加筆） 
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6.2.2. 東亜川における破堤災害事例 2), 3), 4) 

北海道管理区間である常呂川水系東亜川では，破堤日時は不明であるが 2016 年 8 月 22 日，

堤防が約 30m（堤体断面の一部欠損を含むと約 50m）に渡って破堤しているのが確認された．東

亜川は常呂川 KP19.5 付近で合流しており，破堤箇所は合流地点から約 400m 上流の右岸ある．

東亜川の破堤箇所は常呂川の背水区間にあたるため計画高水勾配は LEVEL であり，川幅は

40m 程度である． 

破堤要因は明らかにされていないが，破堤箇所周辺の堤防天端には越水した痕跡が確認され

ており，また破堤箇所が常呂川の背水区間であることからも，柴山沢川と同様に背水による水位

上昇で越水し堤防決壊したと推定される． 

図 6-2 に破堤災害状況を示す．河道内にはオオイタドリが生えており，破堤開口部より上流で

はほとんど倒伏していないが，下流では破堤開口部に向かい上流側へ倒伏していたこと，氾濫域

の痕跡は堤防法線に対して直角方向からやや上流方向であり，また痕跡延長が 300m と長いこと

からも，常呂川から東亜川を逆流し，勢いよく破堤開口部から氾濫域側へ氾濫流出したものと推

察される． 

 

 

 

 

  

 

図 6-2 常呂川水系東亜川の破堤事例 

（出典：国土地理院撮影の空中写真（2016 年撮影）に加筆） 
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6.2.3. 小貝川における破堤災害事例 5) 

利根川川水系小貝川では，1981 年 8 月 24 日午前 2 時 15 分に破堤しているのが確認された．

同日 16 時には破堤開口幅は最大となり川表側で 110m，川裏側で 60m であった．破堤箇所は利

根川の背水区間であり，川幅は 190m 程度と先の 2 事例より広くなっている． 

図 6-3 の左上に破堤氾濫状況を示すが，破堤開口部に向かい上流から小貝川自流の流れが，

下流からは利根川から濁度の高い水が逆流しており，破堤開口部付近で流れがぶつかった後，

破堤開口部から氾濫流出している様子がわかる．図 6-3 の左下は氾濫域の落掘の状況であるが

堤防法線に対して概ね直角方向に形成されている．また洪水中に表面流速を計測した貴重な事

例であり，図 6-3 の右に表面流況を示す．破堤開口部から氾濫域に向かい流速 3～5m/s と流れ

が生じており，河道から開口部へは自流・逆流ともに 0.5～1m/s 程度，また上下流の流れがぶつ

かり破堤開口部の対岸付近では 0.2m/s 程度と遅くなっている． 

なお破堤時の水位について，本川は氾濫注意水位以上と高く，また破堤箇所近傍の支川水

位は背水影響を受けており氾濫注意水位以上であった．なお破堤箇所より上流で背水影響を受

けていない区間については水防団待機水位以上であった． 

 

  

 

図 6-3 小貝川の破堤事例 5)（参考資料に加筆） 

（左上：堤防決壊時，左下：堤防復旧時，右：平面流況） 
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6.2.4. 背水区間の破堤箇所における河道形状の整理 

第 2 章 2.3 では自流区間における破堤箇所での河道形状の整理を行ったが，ここでも同様に

背水影響を受けた破堤箇所における河道形状の整理を行う． 

図 6-4 に背水影響を受けた破堤事例のうち河川整備基本方針 6)等から水面勾配や川幅の記

述が読み取り可能な事例の河道条件を示す．参考として図 2-5 で示した自流区間における破堤

事例についてもグレー色で併記する． 

川幅については自流区間の破堤事例と比較して狭いものが多くなるものの，様々な川幅が存

在している．一方で計画高水勾配については背水区間であることからも，LEVEL あるいはきわめ

て勾配が緩いことがわかる．そのため背水区間における破堤拡幅現象の理解については，自流

区間の破堤とは異なり水面勾配以外の要素を考える必要があると言える． 

 

6.3. 背水区間を対象とした破堤拡幅計算モデルの再現性検証 
 

背水区間における破堤拡幅現象の理解にあたり，自流区間の破堤拡幅現象の整理と同様に

破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」を用いた検討を行う．しかしながら Nays2D Breach は自流

区間を対象とした破堤現象については様々な河道条件であっても再現性があることを確認してい

るが，背水区間における破堤拡幅現象については不明である． 

そこで前節の柴山沢川，および東亜川の破堤事例を対象に，背水影響を受けた破堤拡幅現

象の再現性検証を行う． 

 

図 6-4 破堤事例（背水区間）における川幅と計画高水勾配 
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6.3.1. 計算条件 

図 6-5 の左に常呂川本川と柴山沢川，及び東亜川の位置図を，図 6-5 の右に計算領域を示

す．計算に用いた地形データは LP データと横断測量データ，計算格子は 2m×2m，計算時間

刻みは 0.04 秒とした．堤体材料，及び河床材料は柴山沢川では現地土質試験結果 1)があること

から，それぞれ 1.5mm と 4.8mm とした．なお東亜川は北海道管理区間でありデータはないが，柴

山沢川近傍に位置することから，ここでは柴山沢川と同じ値を与えた．粗度係数は 0.0.35 とした． 

境界条件について，河道上流端からは図 6-6 に示す支川流量 1)を各河川に与えた.  

ここで Nays2D Breach は本川と支川が合流する条件での数値解析が出来ない．そのため図 6-

5 の右に示すように計算領域を合流点付近から上流の支川のみを対象とし，支川河道の下流端

に本川水位を与えることで，背水影響を表現した．本川水位については図 6-6 に示す常呂川本

 

図 6-6 常呂川水位（太茶苗観測所）と柴山沢川及び東亜川の流量 1) 

 

図 6-5 常呂川と柴山沢川・東亜川の位置図，及び計算領域 
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川の太茶苗水位観測所（KP18.9）のデータを用いて，柴山沢川および東亜川と常呂川合流地点

（常呂川 KP20.6 および KP19.4）の水位を常呂川の計画高水勾配 1/1280 を用いることで推定し

て与えた． 

なお破堤開始時刻は観測されておらず不明であるため，破堤箇所近傍における河道水位が

堤防天端高を超えた後，第 4 章でも述べたように堤防の縦断方向 8m 区間が基盤高まで瞬時に

なくなるものとした．  

 

6.3.2. 計算結果 

図 6-7 に支川自流量ピーク以降の時系列流況時変化を示す． 

両支川とも 20 日 15:00 頃に支川流量のピークを迎えているが越水はしておらず，調査委員会

1)でも示されているように，今回の出水では自流のみでは越水していなかったと考えられる． 

常呂川本川の水位上昇が始まると，背水の影響により支川下流から徐々に流下方向の流速が

低下を始めている．東亜川では同日 22:00 頃には破堤箇所付近まで背水影響が到達しているこ

とを確認出来るが，柴山沢川ではその 1 時間以上後にその影響を確認することが出来る．これは

合流点から破堤箇所までの距離が東亜川は 300m 程度、柴山沢川は 1000m 程度と異なることが

要因の一つと考えられ，背水影響を受ける区間が本川からどの程度の範囲まで存在するかによ

り，それぞれの現象が生じるまでの時間に相違があることを示唆するものである． 

破堤開始直後は両ケースとも河道から氾濫域側に向かう速い流れが生じており，氾濫流向は

どちらも堤防法線に対して直角方向である．これは第 4 章で述べたように破堤直後は破堤開口

幅が狭く，河道流れが氾濫流況に与える影響が小さいことから，堤内外の水位差のみで氾濫流

れが生じているためと考えられる． 

その後、破堤拡幅が進行する中，柴山沢川では氾濫流向が徐々に上流へと変化しており，流

下方向に対して最大で 120 度程度（支川自流の流下方向を 0 度）となっている．これは図 6-1 の

事例で示したように，柴山沢川では痕跡より支川を逆流し氾濫域上流に向かって氾濫したと推定

されていたが，本計算によりその推測が妥当であることが示された． 

一方で東亜川は時間が経過しても氾濫流向が上流へ向くことはなく，流下方向に対して概ね

100 度程度である．また破堤開口部に向かう河道下流からの速い逆流が生じており，これは図 6-

2 の事例で示した河道内のオオイタドリが上流側に向かって倒伏していた傾向と一致している．さ

らに氾濫流速が相対的に速い範囲と氾濫域の痕跡も概ね一致しており，破堤氾濫流況を再現す

ることが出来ていると考えられる． 

以上より，Nays2D Breach は本川と支川が合流する条件での数値解析は出来ないものの，支

川河道の下流端に本川水位を与えることで背水区間における破堤拡幅現象を表現出来ることが

確認された． 
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図 6-7 破堤氾濫流況の時系列変化（左：柴山沢川，右：東亜川） 
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6.3.3. 自流量が背水区間の破堤拡幅現象に与える影響 

柴山沢川と東亜川を対象とした数値解析により，Nays2D Breach は下流端水位の境界条件を

工夫することで，背水区間における破堤拡幅現象を表現出来ること示したが，氾濫流向の相違な

ど破堤拡幅現象が異なる要因は不明である．自流区間の破堤拡幅現象では，第 4 章で述べたよ

う川幅と水面勾配を用いることで，破堤拡幅現象の分類が可能であることを示した．しかしながら

図 6-4 の堤防決壊時事例における河道特性で示したように背水区間における水面勾配は概ね

LEVEL であることから，現象分類の指標とはならない． 

ここで図 6-6 の本川水位及び支川流量の時系列変化で示したが，東亜川のピーク流量は柴

山沢川より大きいことがわかる．そして支川の流量波形は本川の水位変動に比べるとシャープで

あり，また今回の事例では支川流量のピークから 10 時間後に本川水位のピークが現れている．

このように支川流量規模や流量波形の形状，また支川と本川のピーク出現時刻等は，雨の降り方

等により大きく異なることが考えられる． 

ここでは，背水区間における破堤拡幅現象の理解に向けて，支川の自流量の相違が破堤拡

幅現象に与える影響について検討を行う．検討にあたっては柴山沢川の再現計算を行った計算

条件のうち，自流量のみをピーク流量で継続して流し続け，再現計算との現象比較を行う． 

破堤開始からの時系列流況変化について，図 6-8 の左には図 6-7 で示した再現計算の結果

を再掲し，図 6-8 の右に自流量をピーク流量で継続通水した結果を示す． 

破堤開始時間は再現計算より早くなっているが，これは自流量が増えることで河道水位が上昇

しやすくなるためと考えられる．また破堤直後の氾濫流況は堤防法線に対して直角と，再現計算

で見られた現象と同様であるが，自流量が大きくなったことで破堤開口部より上流の河道内流速

が速くなっている． 

次に再現計算で開口部を流れる流速が最も速くなった時間帯で比較すると，自流量が大きくな

ることで破堤開口部近傍の河道内では，自流と逆流してきた流れとぶつかるような現象が見られ，

また氾濫流況はほぼ直角方向から変化していない．そして本川水位が低下を始めると，再び自

流量の影響がより大きくなることで，河道上流から開口部に向かう流れも増えている．なお氾濫流

向についてはこの時点においても概ね直角方向である． 

これらの結果は背水区間における破堤拡幅現象にとって，自流量の与える影響が大きいことを

示唆するものである． 
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図 6-8 破堤氾濫流況の時系列変化 

（左：柴山沢川の再現計算，右：柴山沢川の自流をピーク流量で継続） 
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6.4. 背水影響を受ける破堤拡幅現象 
 

破堤被害軽減技術の検討には，破堤拡幅現象の理解が重要である．ここまでの整理を元に，

背水区間において，川幅及び自流量の相違が破堤拡幅現象に与える影響について数値解析に

よる検討を行う．  

 

6.4.1. 計算条件 

検証に用いる河道形状，及び計算ケースを図 6-9 に示す．ここで川幅は図 6-4 で整理した背

水区間における破堤事例を参考に 3 パターンを選定した．堤体形状について東亜川や柴山沢

川 1)を参考に決定した．また背水区間での破堤現象を対象としているため，河床勾配によらず水

面勾配は Level となる．そのため，本検討では北海道内の河川整備方針 6)を元に整理した図 4-

1 を参考に河床勾配は中央値付近の 1/1000，粒径は 15mm，粗度係数は Manning-Srickler の

式より粒径に応じて 0.021 とした．また破堤開始のタイミングは破堤箇所近傍の河道水深が 2.5m

（千代田実験水路における破堤実験では破堤のきっかけとして堤防高-0.5m に切欠を設けた）で

流れが安定した後，堤防の縦断方向 8m 区間が基盤高まで瞬時になくなるものとした．  

境界条件は自流のみによる破堤では，上流端から図 6-9 に示す流量を河道内の等流水深

2.5m を満たすように決定し定常流として与え，河道下流端は自由流出とした． 

背水区間における破堤では，上流端から図 6-9 に示す流量を河道内の等流水深 1.75m（自

流破堤時の等流水深 2.5m の 70%），1.25m（同 50%），0.25m（同 10%）を満たすように決定した

流量を定常流として与えた．ここで上流からの流量のみでは破堤開始水位 2.5m に到達しないた

め，本川水位として 2.5m を河道下流端に与えることで背水影響を表現した．なお本件等では川

幅，及び自流量の相違が破堤拡幅現象に与える影響の理解を目的としていることから，上流端

流量と下流端水位は一定値とした． 

氾濫域は下流端と側方を自由流出とし，計算格子は 2m×2m，計算時間刻みは 0.05 秒とし

た．計算時間については前節で示したように支川での水位が高い状態は本川より短いことから，

ここでは破堤開始から 3 時間後まで計算を行った． 
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6.4.2. 計算結果（破堤進行過程概要） 

図 6-10 に破堤開始から 10 分後，1 時間後，3 時間後（自流のみによる破堤は 3 時間後）の平

面流況，及び河床形状を示す．ここでは川幅と自流量の相違が背水区間における破堤拡幅現象

に与える影響把握が目的であるため，川幅が最も狭いケース（20m）と広いケース（80m），上流流

量が最も多いケースと少ないケースを組み合わせた 4 ケースについて示す．なお全ケースの結

果については付録 B として巻末に掲載している． 

（1）自流のみによる破堤 

自流のみによる破堤については，河道から氾濫域に向かう斜め方向の流出や，破堤開口部下

流側が氾濫域に向かい斜め方向に浸食されるなど，第 4 章で述べた傾向と同様である．また氾

濫流向は 3 時間の平均で 50 度程度であった．これは図 4-17 に示した水面勾配と氾濫流向と関

係図で示した傾向と一致しており，堤体形状や河道水深が異なる場合でもこの関係図が適用可

能であることを改めて確認するものである． 

（2）背水区間の破堤（川幅が狭・自流量が小：図 6-10 左下） 

破堤開始 10 分後には下流から開口部に向かう逆流が生じており，氾濫流は堤防法線に対し

て直角である．1 時間後には逆流の流速が大きくなっており，氾濫流向が上流へと向き始めてい

る．3 時間後には氾濫流向が上流へと向いており，開口部から氾濫域に向かう基盤洗掘も上流へ

と向いている．この速い流れが開口部上流側の堤体に作用することで，裏法面が氾濫域に向か

 

図 6-9 計算水路形状と計算ケース 
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い斜め方向に浸食し，破堤拡幅も上流側へと進んでいる．これは図 6-10 の自流のみによる破堤

拡幅現象と，ちょうど上下流方向が逆向きであり，また破堤形状からも前述の柴山沢川の破堤事

例とも特徴が似ている．  

（3）背水区間の破堤（川幅が狭・自流量が大：図 6-10 左上） 

破堤開始 10 分後では氾濫流量より自流量が多いこともあり，下流からの逆流は見られず，また

氾濫流向は堤防法線に対して直角であり，自流のみの破堤と同様の傾向である．1 時間後では

破堤拡幅が進行し氾濫流量も増えたことから，逆流が生じ下流から氾濫域に向かう流れが確認

出来る．また 3 時間後も同様であるが，(2)と比べると自流量が大きいことから，自流と逆流が破堤

開口部付近でぶつかるような流況となっており，氾濫流向は堤防法線に直角，また開口部形状は

河道側に向かいハの字形状である．これは自流のみの破堤現象の内，河床勾配が緩く正面越流

による破堤現象に近い傾向である．また(2)と比較し，異なるのは自流量のみであるが，破堤開口

幅や氾濫流量，氾濫流向などが大きく異なっている．これは実災害においても本川と支川の流況

に応じて，同一箇所であっても破堤拡幅現象に違いが生じるため，被害形態や災害対応も異な

ることを示唆するものである． 

（3）背水区間の破堤（川幅が広・自流量が小：図 6-10 右下） 

破堤開始 10 分後では河道内流速は小さく，また逆流は生じておらず，河道全体から破堤開

口部に向かう流れが生じている．これは(2)と同様に自流量は小さいが川幅が広いことで，より広

い範囲から開口部に向かう流れが生じるためと考えられる．時間の経過とともに氾濫流量は増加

するが自流量は小さいことから，その多くは下流からの逆流によるものである．また川幅が広いこ

とから逆流が開口部上流から下流へ戻るような流況も確認出来，これは自流のみによる破堤現象

の内，川幅が広く勾配が緩いケースと，ちょうど上下流方向が逆向きのような傾向である． 

（4）背水区間の破堤（川幅が広自流量が大：図 6-10 右上） 

破堤開始 10 分では河道内全体が流下方向に流れており，自流のみの現象と同様である．1

時間後には氾濫流量と自流量が同程度となることで，開口部より下流ではほとんど流れがなくな

り，その後、下流からの逆流が生じている．なお自流量が大きいため，自流と逆流の流れがぶつ

かり破堤開口部から氾濫域に向けて速い流れが生じる一方，破堤開口部対岸側では緩やかな流

況となっている．また開口部形状は河道側にハの字形状であり，氾濫域に向かい直角方向に基

盤洗掘しており，前述の小貝川の破堤事例と特徴が似ている 
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図 6-10 川幅と自流量に応じた背水区間における破堤進行過程 

（各枠内で左：流況，右：河床形状） 
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6.4.3. 計算結果（破堤開口幅・氾濫流量の時系列変化） 

（1）破堤開口幅および上下流の拡幅割合 

図 6-11 に破堤開口幅，及び破堤開口幅の上下流割合の時系列変化を示す．ここで破堤開

口幅割合とは，破堤開口幅のうち破堤開始地点から下流へ拡幅した割合，および上流へ拡幅し

た割合とする． 

自流のみによる破堤については第 4 章と同様に下流への拡幅が 9 割ほどと多くを占める． 

左下（川幅-狭・自流-小）では，1 時間を過ぎたあたりから上流への拡幅割合が増え始め，3 時

間後には破堤開口幅 50m の内，6 割以上が上流への拡幅であった．これは図 6-10 で示したよう

に，時間の経過とともに下流からの逆流が増え，氾濫流向が上流を向き，この速い流れが破堤開

口部の上流側に作用することで上流への拡幅進行が増えたためと考えられる． 

これに比べて，同じ川幅であり自流量が大きい条件（左上）では，開口幅は同程度であるが，

下流への拡幅が 6 割程度であった．これは図 6-10 で示したように開口部の上下流から開口部に

流れこみ，正面越流に近い形態になるためと考えられる． 

右下（川幅-狭・自流-小）では図 6-10 で示したように，自流量が少ないことで，下流からの逆流

が多くを占め正面越流に近い形態になっていることからも，下流への拡幅が 6 割程度であった． 

右上（川幅-広・自流-大）では川幅も広く上流からの自流量も多くなるため，逆流の生じない最

初の 1 時間ほどは下流への拡幅割合が増えているが，下流からの逆流が始まると下流拡幅の増

加は少なく概ね一定で推移をしている． 
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図 6-11 破堤開口および開口幅の上下流割合の時系列変化 
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（2）氾濫流向と開口幅割合の関係 

図 6-11 より上下流への拡幅割合は下流からの逆流の有無，それに伴う開口部の氾濫流向に

よると考えられる．ここで図 6-12 に破堤開口部における氾濫流向の時系列変化を示す（流下方

向が 0 度，堤防法線に直角方向が 90 度）．これより自流のみによる破堤では図 4-16 の通り，氾

濫流向は下流方向である．これに対し背水区間における破堤では，特に川幅が狭く自流量が小

さくなると，氾濫流向が上流向きとなっている．ここで図 6-13 に破堤開口幅の上流割合と氾濫流

向の関係を示す．これより川幅が狭く，自流量が小さくなるほど，氾濫流向は上流に向き，その結

果，上流への拡幅割合が大きくなることがわかる．これは同一川幅であっても本川と支川の流況

により破堤拡幅現象に相違があることを意味する． 

  

 

図 6-12 破堤開口部における氾濫流向の時系列変化 
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図 6-13 破堤開口上流割合と氾濫流向の関係 



第 6 章 背水影響が破堤拡幅現象に与える影響 

 

 88 

（3）氾濫流量 

破堤拡幅現象の理解に加え，被害軽減を考える上で氾濫流量の把握は重要である．図 6-14

に氾濫流量の時系列変化を示す．いずれケースにおいても時間の経過とともに氾濫流量は増加

しているが，同一の川幅であっても背水区間における破堤では，自流量の相違により氾濫流量が

異なっている． 

例えば川幅 80m の自流破堤と背水区間のうち自流量が大きいケース（右上）を比べると，背水

区間における破堤氾濫流量は 2 倍以上となっている．これは背水区間においては，自流のみに

よる破堤現象で氾濫流量を算出すると被害規模を過小に見積もる可能性があることを示唆する． 

 

  

 

図 6-14 氾濫流量の時系列変化 
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6.5. 結論 
 

本章で背水区間における破堤事例を収集し，河道特性のうち川幅と自流量の相違に着目し，

背水区間における破堤拡幅現象の整理を行った．得られた結論は以下の通りである． 

 

・自流による破堤現象をもとに開発された破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」は，本川と支

川が合流する条件での数値解析は出来ないものの，支川河道の下流端に本川水位を与えること

で背水区間における破堤拡幅現象を表現出来ることが確認された． 

 

・背水影響を受ける破堤拡幅現象では，川幅のほか自流量の相違が現象に与える影響が大きい

ことを示した． 

 

・川幅が狭く自流量が小さい場合，自流より河道を逆流する流れが卓越し，氾濫流向は上流を向

き，破堤拡幅は上流割合が増えることを示した．これは自流のみの破堤拡幅現象の内，下流方向

へ破堤拡幅が進行する形態と，ちょうど上下流が逆向きである． 

 

・川幅が狭く自流量が大きい場合，破堤開口部に向かい上下流からの流れが生じ正面越流に近

い破堤現象であることを示した． 

 

・川幅が広く自流量が小さい場合では，河道逆流が卓越するが川幅が広いため破堤開口部に向

かい上流から回り込むような流れも生じる．これは，自流のみの破堤拡幅現象のうち，川幅が広く

勾配が緩いケースと，ちょうど上下流方向が逆向きである． 

 

・川幅が広く自流量が大きい場合，破堤初期では自流のみの破堤拡幅現象に近い形態を，時間

の経過とともに背水影響が大きくなり正面越流に近い形態となる． 

 

・これらは同一の河道形状・地点であっても背水影響を受ける区間では，本川と支川の流況の関

係により，大きく現象が異なるため，被害形態や被害軽減に向けた対応方法も異なることを示唆

するものである． 
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第7章 破堤被害軽減技術に関する検討 
 

7.1. 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，大規模な水害発生のリスクが高ま

ってきており，堤防整備途上区間はもちろんのこと，整備が完了した区間であっても破堤による甚

大な被害が発生する危険性が高まることが予想されている 1)． 

このような中，国土交通省は 2020 年度を目処に粘り強い構造の堤防（堤防の天端保護や裏法

尻補強により，越水から決壊までの時間を少しでも引き延ばす）など，危機管理型ハード対策を

全国で実施するとしている 2)． 

一方で破堤に至った場合，破堤開口部を締め切るなどの緊急対策工事 3)が必要となる．近年

では 2015 年 10 月の台風 23 号に伴う降雨により北海道オホーツク管内で破堤が生じた際，破堤

開口部からの氾濫流がある中で荒締切作業が行われた事例 4)などもあるが，水理条件を基に緊

急対策工法について検討した事例は少ない．飛田ら 5)は過去の実災害時の緊急復旧対策事例

や研究事例などについてレビューを行っている．これによると荒締切工に関する技術的事項や留

意事項について体系的に取りまとめたマニュアル 3)はあるが，荒締切に伴う地形や水理条件，及

びこれらの時系列変化，また荒締切実施による減災効果について述べたものはほとんどなく，破

堤氾濫中に安全で効率的・効果的に締め切ることが出来る可能性も含め，今後の検討が必要で

あると言える． 

本章では破堤被害軽減技術に関する検討を行うにあたり，破堤後の河道水位が高く，氾濫域

側への氾濫流が継続して流入しているような条件下で，破堤氾濫流量の低減を目的に荒締切工

3)を想定し複数の工法による荒締切模型実験を行い，作業開始から完了までどのような現象が生

じ，どの程度の減災効果が期待出来るかなどを示した．次に実災害時での対応を念頭に，十勝

川千代田実験水路（以下，千代田実験水路と称す）6)において重機を用いてブロックを投入する

荒締切工実験を行い，荒締切工の進捗に応じて生じる流況変化や災害時には不可視部分となる

荒締切区間における河床の時系列変化などについて観測を行い，実災害対応時における留意

点を示した． 
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7.2. 破堤開口部の荒締切工法に関する模型実験 
 

7.2.1. 実験概要 

（1）実験水路 

破堤後の緊急対策工事の実施には重機オペレーションも含めた検討が不可欠である．そのた

め実物大規模実験の実施も念頭に，第 3 章の越水破堤水理模型実験でも用いた千代田実験水

路の縮尺 1/20 模型を用いて実験を行った．実験に用いた縮尺模型，及び観測概要を図 7-1 に

示す．なお実物大規模実験との比較も見越して，水路諸元や水理量，時間などはフルード相似

則とし，実験結果も含めて全て現地規模に換算した値を示す． 

実験区間の川幅は 30m，氾濫域幅は 116m，河床勾配は 1/500 であり，ハッチ部分は深さ 3.8m

の移動床としている．破堤実験区間の堤防部分は延長 140m，高さ 3m，天端幅 3m，裏表法勾配

2 割とし，破堤のきっかけとして切欠（深さ 0.6m・上幅 2.0m・下幅 0.8m）を設けている． 

実験に用いた材料についても第 3 章の越水破堤水路模型実験で用いたものと同じであり，粒

度分布は図 3-2 に示す通りである．実験砂は千代田現地実験の浮遊成分である 2.38mm 以下を

カットした粒径加積曲線の 1/20 となるようにした混合砂を用いた．現地実験の堤防は細粒分を含

んだ若干の粘着性がある材料のため，坂野 7)が用いた手法を参考に堤体材料の体積に対してベ

ントナイトを 15%配合したものを用いた．また破堤拡幅が始まる前に河道流れの流水により表裏面

が侵食することを防ぐことを目的に，堤防表法面に透明ラッカースプレーを吹き付けて乾燥固定さ

せた．  

  

 

図 7-1 実験水路・観測概要 
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（2）越水破堤～破堤拡幅抑制まで 

通水前にブロックを用いて，欠口止め工の一種である破堤拡幅抑制工を設置した．設置位置

は飛田らの工法 8)を参考に，図 7-1，図 7-2 に示すように越水破堤のきっかけである切欠部から

下流へ 20m 離した地点から裏法尻を中心に 1 断面あたり 3 個を設置した．用いたブロックは北

海道開発局が最も多く水防資材として備蓄している根固ブロックを用いた（図 7-3 の左）． 

通水は上流ゲートから供給流量 315m3/s の定常流とした．なお実洪水では河道流量のハイド

ロ等を考慮する必要があるが，今回の実験では河道水位が高い状態で早急に締め切ることを念

頭においていることからも，通水開始から破堤拡幅抑制工，荒締切工の実施と実験中はピーク流

量を継続とした． 

 

 

  

 

図 7-2 破堤拡幅抑制工 8) 

 

図 7-3 実験に用いた水防資材ブロックの諸元 
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ここで越水開始から破堤拡幅抑制工により破堤拡幅進行が停止するまでの状況を図 7-4 に示

す． 

切欠部からの越水により堤体が下刻し（①），破堤拡幅開始以降（②）は破堤拡幅抑制工であ

るブロック設置地点までは第 3 章で示した破堤拡幅模型実験と同様の進行過程である． 

ブロック設置地点に到達すると設置したブロックは氾濫域側に流出するものの，徐々に拡幅速

度が低減している（③）．今回の破堤開口幅は，切欠からブロック未設置区間の 20m，設置済み

ブロックが流出した 25m 区間，そして設置箇所にブロックがとどまった 35m 区間の計 80m 程度ま

で破堤拡幅が進行した後に停止しており（④），この条件より荒締切工実験を開始している． 

また図 7-5 に破堤開口幅と氾濫流量の時系列変化を，図 7-6 に破堤開口幅と氾濫流量の関

係を示す．これより破堤拡幅抑制工により破堤拡幅進行速度の低下と破堤開口幅の縮小，それ

に伴う氾濫流量の低減効果を確認することが出来るが，これらの詳細については飛田らの文献 8)

を参考にされたい． 

 

 

 

 

 

  

 

図 7-4 越水から破堤拡幅抑制までの状況 
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図 7-6 氾濫流量と破堤開口幅の関係 

 

図 7-5 破堤開口幅・氾濫流量の時系列変化 
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（3）緊急対策工事（荒締切工）の実施手順 

破堤拡幅抑制工により破堤拡幅進行の停止を確認した後，荒締切作業を開始した．想定した

荒締切工法は既存技術を参考に図 7-7 に示す 3 ケースで実験を行った．  

ケース 1 は破堤開口部の上下流から同時に重機進入が困難である場合などを想定し，破堤開

口部下流の片側から荒締切を進めた．ブロック投入はクレーンの作業半径を考慮して重機前方

5m 程度の範囲における水面からブロックが出るまで行った．次にダンプトラック・ブルドーザーを

想定した砕石投入により間詰めを行い，概ね重機が前進するための足場が出来たと判断した後

に再度ブロック投入を行い，これを繰り返しながら破堤開口部の荒締切を進めた．ブロックは図7-

3 に示した 2t 根固ブロックと 2t 消波根固ブロックを併用し，3 分おきに 1 個ずつ投入した．間詰材

は割栗石を想定し砕石粒径 d60=130mm とし，ダンプで 2 分に 1 回（5.5m3）のペースで作業を進

めた． 

ケース 2 は破堤開口部の上下流から重機の進入が可能である場合を想定し，破堤開口部上

下流の両側から同時に荒締切を進めた．さらにブロック連結により 2 個ずつ投入可能であると想

定した．これよりブロック投入ペースはケース 1 の 4 倍（2 個/回×上下流 2 箇所）にあたる．これは

既存のクレーン等の重機を用いた締切方法では最速の方法の一つであると考えられる． 

ケース 3 は破堤開口部に重機が近づけない条件を想定し，ヘリコプター等による空中からのブ

ロック投入 9)により荒締切を進めた．投入方法・位置の違いによる現象把握を目的に，ケース 1・2

のように破堤開口部周辺の際から進めるのではなく，破堤開口部全体を面的に底から積み上げ

るように 3 分に 1 個ずつ投入を行った．ただし空中からの間詰めは困難であると考えて砕石投入

は行っていない． 

  

 

図 7-7 荒締切工法の想定イメージ 3), 9) 
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7.2.2. 実験結果 

上空から撮影した実験状況のうち代表的な時間帯を図 7-8 に，各観測結果の時系列変化を図

7-9 に示す．図 7-9 の上段は破堤開口幅と上下流別の荒締切が進んだ距離を，中段は氾濫流

量とその累積値を示す．併せて荒締切工実施による減災効果把握のため，荒締切を行わなかっ

た場合の累積氾濫流量について氾濫流量ピークが継続すると仮定して推定している．下段は上

下流別の投入ブロック個数と採石投入回数，及び最終投入量を示す． 

 

（1）ケース 1（下流より片側締切） 

①は破堤開口幅 75m，氾濫流量 180m3/s 程度である．緑色の色素の状況より氾濫流は破堤開

口部全体を均一に流れずに主流部が存在していることが確認出来る．これは第 3 章で述べた越

水破堤水理模型実験と同様の傾向である．なお破堤拡幅抑制工が存在しない場合，この主流部

は破堤開口部下流側の堤体に作用することで破堤拡幅が進行していくが，堤体下流側にブロッ

クが存在することで，堤体に作用する流速が低減し破堤拡幅進行が抑制されている 8)．また破堤

開口部の上流側は流れが緩やかであり，主流部は破堤開口部中央付近から下流側に位置して

いる． 

②は破堤開口幅 35m と荒締切を半分程度まで進めているが，氾濫流量は 130m3/s 程度とピー

 

図 7-8 荒締切実験状況 
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ク時に対して 3 割弱程度の低減である．色素の状況より主流部は荒締切が進むにつれ，その幅

を大きくは変えずに上流側に移動しているようである．また破堤開口部下流側の荒締切部の先端

が先太りしている様子が確認出来るが，これは荒締切部の先端に流れが作用し，その周辺の河

床洗掘が生じた結果，資材投入量が増加しているためと考えられる． 

なお破堤開口幅が 20m 程度になった時点で，下流から上流へ移動していた主流部が破堤開

口部上流側にまで到達し，上流部堤体の侵食が確認されたため，上流部堤体保護を目的に上

流側からの荒締切も行っている． 

③は破堤開口幅 7m，氾濫流量は 60m3/s 程度である．砕石による間詰は行っているが土砂な

どの投入をしていないことからも，完成した荒締切部からの漏水が確認出来る． 

荒締切完了時点における累積氾濫流量は，荒締切を行わなかった場合と比べると 3 割程度の

低減効果があったが，荒締切に要したブロック個数は 1107 個，砕石投入回数は 333 回，所要時

間は投入開始から 60 時間程度であり，効率的に作業を進めるための工夫が必要である． 

（2）ケース 2（上下流より両側締切） 

①は破堤開口幅 66m，氾濫流量は 180m3/s 程度であり，ケース 1①と同様に破堤開口部の中

央付近に氾濫流の主流部が位置している．上流及び下流から進んだ荒締切距離を比較すると，

 

図 7-9 各観測結果の時系列変化（上段：破堤開口幅と荒締切が進んだ距離，中段：氾濫流量と

累積氾濫流量，下段：ブロック及び砕石投入回数） 
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下流からの締切距離が少し長いが，これは下流側には破堤拡幅抑制工として設置済みのブロッ

クが荒締切の進捗に寄与しているためと考えられる． 

②は破堤開口幅 25m と荒締切を 2/3 程度まで進めているが，氾濫流量は 120m3/s 程度とピー

クに対して 3 割強の低減である．またこの時点で氾濫流は破堤開口幅全体を流れているようであ

る． 

③は概ね荒締切は完了しているが 55m3/s 程度が氾濫域側に流出している． 

荒締切完了時点における累積氾濫流量は，荒締切を行わなかった場合に比べて 3 割程度の

低減効果があったが，ブロック投入個数は計 970 個，砕石投入回数は 215 回，投入開始からの

所用時間は 17 時間程度であった． 

またブロックは上下流から概ね半数ずつを投入しているが，荒締切の仕上がり延長は上流 45m

と比較して下流は 34m と短く，仕上がり幅も厚くなっている．これは上流に比べて下流側では氾

濫流の流れが作用し河床洗掘が生じたことで投入量が増加し，効率的に荒締切を進めることが

困難であったためと考えられる．これは氾濫流況に応じた投入方法の工夫により，効率的に荒締

切を進めることが出来ることを示唆している． 

（3）ケース 3（底上締切） 

①は始めに 100 個を投入した時点であるが，流況を見つつ氾濫流量の多くを占めると考えられ

る主流部分にブロックを投入することで効率的な氾濫流量の低減を狙っている．氾濫流量は

170m3/s 程度とわずかではあるが低減していることからも，ブロック投入位置によらず，投入個数に

応じて氾濫流量の低減が期待出来る可能性を示唆する． 

②はブロック投入が 300 個であり，氾濫流量は 140m3/s 程度とケース 1②と概ね同程度である

が氾濫流況が異なる．ケース 1②では荒締切が未実施である破堤開口幅 35m を中心に流れてい

るが，ケース 3②では荒締切のブロックを投入しているにも関わらず初期破堤開口幅 80m 全体を

流れている．これは破堤開口部全体にブロックを面的に投入することで流れが一部に集中してい

ないこと，また砕石による間詰めを行っていないためと考えられる． 

③はブロック投入が 549 個であるが破堤開口部全区間において概ねブロックが水面から出た

ため実験を終了している．最終的な氾濫流量は 100m3/s 程度で他ケースに比べて多いが，これ

は砕石投入による間詰を行っていないためと考えられる．一方でブロック投入個数は他ケースに

比べると半数程度である．これはヘリコプターによる投入を想定しているため，荒締切の上で重機

が作業するために必要な天端幅を確保する必要がなかったことや，前述のように氾濫流の流れを

一部に集中させなかったことで，河床低下が低減出来たためと考えられる． 

なお投入ペースは後半になるほど速くなっているが，これは屋外実験であり天候等を考慮し複

数日に渡った実施が困難であったためである．実験概要で述べたように 1 個 3 分での投入ペー

スを続けていれは概ね 26 時間程度の時間を要していたと考えられる． 
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7.2.3. 氾濫流量が低減しづらい要因の考察 

破堤開口部の荒締切を進めることで氾濫流量の低減を確認出来たが，図 7-9 のケース 1②，

ケース 2②でも示したように荒締切が半分程度進んだ状況でも，氾濫流量の低減量は 3 割程度と

荒締切を進めた割合に比べると少なかった．この要因を明らかにすることが出来れば効率的な荒

締切工の工夫につながることが期待出来ると考えられため，本項ではこの要因について検討を行

う． 

（1）荒締切部からの漏水影響 

図 7-9 よりケース 1・2 のように間詰めを行った場合でも荒締切完了後，50m3/s 程度の漏水が

確認できる．荒締切の途中段階も含め，どの程度の漏水があり，それが氾濫流量低減に与える影

響を把握することを目的に，図 7-10 に示すようにコンクリートブロックとコンパネを用いて荒締切

部からの漏水を可能な限り許さないようにして荒締切を行う実験としてケース 4 を行った．代表的

な破堤開口幅における流況を示すが，破堤開口幅 0m の時点でも多少の漏水は確認されたもの

の，ケース 1・2 と比較するとその量は少なかった． 

図 7-11 に破堤開口幅と氾濫流量の関係を示す．これより，どのような方法で荒締切を進めた

場合でも破堤開口幅と氾濫流量の関係は概ね一定であった．これは荒締切部からの漏水が多少，

存在しても破堤開口部を狭くすることを優先的に進めることが氾濫流量の低減には効果的である

ことを示唆するものである． 

またケース 1・2 の破堤拡幅進行時と荒締切により破堤開口幅を狭くする場合を比較すると，同

じ破堤開口幅であっても，破堤拡幅進行時よりも荒締切施工時における氾濫流量が多いことがわ

かる．これは見た目の破堤開口幅が同じであっても，破堤拡幅進行時と荒締切施工時では河床

低下等により，破堤開口部断面形状に相違があることが考えられる． 
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図 7-10 荒締切部の漏水を軽減した実験（ケース 4） 

 

図 7-11 破堤開口幅と氾濫流量 
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（2）荒締切時における破堤開口部の形状変化 

ケース 1・2 では破堤拡幅が停止した時点，また荒締切中に数回，通水を止めながら破堤開口

部の河床形状を計測している．図 7-12 に破堤開口部の河床縦断形状（堤防天端中央の縦断測

線上）と破堤開口部計測時の河道左岸の縦断水位を示す． 

両ケースともに破堤拡幅停止時点で基盤洗掘はほとんど見られない．一方で荒締切を進める

場合，下流から荒締切を進めたケース 1 では荒締切の前面が河床洗掘しており，最大で 2m 程

の河床低下が確認出来る．これは前述のように完成した荒締切部に流れが作用しているためと考

えられる．また上下流から荒締切を進めるケース 2 も同様に，破堤開口部の河床低下が生じてい

たことがわかる． 

図7-12 の右下に破堤開口幅と破堤開口部の通水断面積（河床形状と水面形より推定）を比較

したものを示す．破堤開口幅が狭くなるにも関わらず，河床低下及び水位上昇により，特に荒締

切作業の前半部分では通水断面積がほとんど変化しておらず，これが図 7-11 で示したように破

堤開口幅を狭くした割合に対して氾濫流量が低減しづらかった要因の一つと考えられる． 

これより破堤開口部の河床低下を抑制しながら作業を行うことが出来れば（例えばケース 1・2 と

ケース 3 の併用など），氾濫流量を効率的に低減出来る可能性を示すものである．しかし副作用

として狭くなった破堤開口部が高流速となることも考えられるため，その場合，投入したブロックが

転動流出するなど，荒締切を進めることが困難となる可能性もある． 

  

 

図 7-12 荒締切開口部の形状変化と破堤開口幅と通水断面積の関係 
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（3）ブロック投入個数に応じた氾濫流量の低減 

ここまででは氾濫流量が低減しづらい要因について考察を行ったが，少しでも被害軽減に寄

与できる荒締切方法について考えることは重要である．図7-13にブロック投入個数と氾濫流量低

減率（＝氾濫流量／荒締切開始時のピーク流量）の関係を示す．これよりブロック投入位置に関

わらず投入個数に応じて氾濫流量が低減していることが確認出来る．これは災害現場の状況に

より，ブロックを投入可能な地点・方法で早期に行うことが，被害軽減につながる可能性を示すも

のである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 7-13 ブロック投入個数と氾濫流量低減率 
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7.3. 千代田実験水路における荒締切工法に関する実物大規模実験 
 

災害時における荒締切工ではクレーン等重機を用いて破堤開口部に水防資材であるブロック

などを投入することが考えられるが，資材投入により破堤開口部を流れる流況や破堤開口部の基

盤形状がどのように変化するか等を観察した事例はほとんどない．また重機を用いて多くのブロッ

クを効率的に投入出来るかなど不明な点も多い． 

本節では実物大規模である千代田実験水路において重機を用いてブロックを投入する荒締切

工実験を行い，荒締切作業時の流況変化や，災害時には不可視部分となる荒締切区間におけ

る河床洗掘の時系列変化などについて観測を行い，荒締切工の実施時における留意点を示す． 

 

7.3.1. 実験概要 

（1）実験水路・観測概要 

図 7-14 に実験水路形状，及び観測概要を示す．災害時には破堤開口部を締め切るが，実験

ではブロック投入に伴う流況や河床変化などの把握を目的としていることから，千代田実験水路

（川幅 30m・河床勾配 1/500）に鋼矢板を用いて水路幅 8m と狭くした状態とし，この河道部分を

破堤開口部に見立ててブロックを投入し荒締切実験を行った．通水は水路上流端ゲートからの

供給流量を概ね 20m3/s を一定流量とした． 

 

図 7-14 実験水路・観測概要 
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（2）荒締切実験の概要 

実験の進め方を図 7-15 に示す．用いた水防資材は河岸保護のため投入資材としても実績が

高い根固ブロックのうち，北海道開発局が水防資材として最も多く備蓄している根固ブロック（図

7-3・左）を用いることとした． 

また今回の実験では実際の洪水が起こった際に人命や資産等を守るための実践的な訓練の

意味合いもあり，破堤時における緊急対策工の技術を習得することを目的として，“一般社団法

人帯広建設業協会”が実験に必要な資材や施工機械の操作員などの確保に協力をして頂いた． 

（3）ブロック投入方法の概要 

ブロック投入は図7-16に示すように一般的なオートフックのほか，効果的で効率的な荒締切方

法の検討も念頭に，投入場所を自由に選択できる空中切り離し装置を用いた投入も行った． 

オートフックによる投入では，ブロック重量 2137kg のうちクレーンにかかる荷重が 500kg 以下に

なるとワイヤーが外れる仕組みになっているため，吊り上げたブロックを投入済のブロックなどに

着底させる必要がある．そのため水面より上にブロックが出ている場所にしか投入は出来ず，また

着底時にはブロックが流されないように注意する必要がある． 

 

図 7-15 実験手順 

 

図 7-16 ブロック投入実験状況 
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空中切り離し装置による投入は，空中ではブロックを切り離す際の反動によりクレーンが横転

する懸念があるため，実験では国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所が開発した異形ブ

ロック投入安全装置（以下，空中切り離し装置と称す）の貸与を受けて実験を行った． 

なお空中切り離し装置のマニュアルによるとブームやクレーン本体の疲労の観点から，クレー

ン一台で投入可能な累積最大回数の目安が決められており，また投入作業中に異常な振動や

異音がした場合には作業を中断し機器点検の必要があるとしていることからも，投入地点の状況

に応じてオートフックと空中切り離し装置の使い分けが必要である． 

 

7.3.2. 実験結果 

（1）実験概況 

図 7-17（上段）時系列の水位変化とブロック投入状況を，図 7-18（左）に上空から撮影した実

験状況を示す． 

(a)～(b)のうち，（ア）では水面より上にブロックが出ていないため，オートフックを用いた投入が

困難であり，空中切り離し装置を用いて投入を行った時間帯である．（イ）に示すように投入に伴

い，上流の水位が徐々に上昇していることがわかる． 

(b)～(c)のうち，（ウ）に示すように投入間隔が空き，水位上昇が止まっているが，これは水面より

上にブロックが出てきたためオートフックでの投入が可能と判断し，空中切り離し装置から切り替

 

図 7-17 （上段）水位変化とブロック投入個数，（下段）破堤開口幅と破堤開口部の最大流速 
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えを行ったためである．装置の切り換えに要した時間は 15 分程度であったことからも，実災害時

においても許容できる範囲と考えられる． 

(d)～(f)のうち（エ）はオートフックによる投入である．（オ）では投入間隔が空いているが，これは

着底させたブロックが水中に転がり落ちた際，投入済みのブロックとの間にワイヤーが挟まり，そ

 

図 7-18 （左）締切開口幅，（中央）流況，（右）河道中央の水位・河床変化縦断図 
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の対応に要した時間である．オートフックは投入済みのブロックに着底させる必要があることからも，

実災害時の流れがある中での投入には細心の注意が必要であり，投入が危険と考えら得る場合

には，早めに空中切り離し装置に切り換えるなどの対応が必要であると考えられる． 

(f)～(h)のうち（カ）では着底可能なブロック周辺の水位・流速上昇等により，オートフックを用い

た投入がこれ以上は危険と判断をしたため，空中切り離し装置に切り換えて，（キ）のように最後ま

で実験を行った． 

今回は流れのある中に多くのブロックを投入する初めての実験ということでもあり，より安全に考

慮して投入作業は慎重に行ったが，ブロック 1 等あたり 3～4 分程度のペースで投入が可能であ

った．これは 1 時間に 20 投程度の投入が可能ということであり，今後の効率的な締切工法検討の

基礎的な知見になると言える． 

（2）締切に伴う流況変化 

図 7-18（左）に荒締切に伴う破堤開口幅，図 7-18（中央）に PIV 観測による平面流況を示す．

開口部中央付近の流速は締め切りに伴い流速が上昇している．図 7-17（下段）に破堤開口幅と

破堤開口部の最大流速の時系列変化を示すが，最も破堤開口部が狭くなった(g)では最大

3.0m/s まで流速が上昇していたことがわかる．これは実災害時の締切作業においても破堤開口

幅を狭くするに従い，流速の上昇が想定されることで，例えば投入したブロックの転動流出なども

念頭においた締切底順の検討や，ブロックが流されづらくなるような工夫の必要性を示唆してい

る． 

（3）締切に伴う河床変化 

災害時には荒締切部の水面下は不可視であるが，効率的な締め切り方法を検討するためにも，

締め切りを進める際の河床洗掘過程を把握することは重要である．そこで図 7-14 に示すようにブ

ロック投入箇所の河床に加速度センサーを埋設し，時系列での河床洗掘状況の観測を行った． 

図 7-18（右）は加速度センサーの記録より判読したセンサー流出のタイミングであり，各時刻に

おけるセンサー流出はその時刻に少なくともセンサー流出深までは河床洗掘が生じていたことを

意味する． 

ブロック投入開始から河床洗掘が生じており，投入数に応じて徐々に洗掘が進んでいる．(c)～

(f)の間ではセンサーの流出は確認出来ないが，図 7-17（下段）に示すように破堤開口部の最大

流速は 2.7m/s 程度の一定で推移していた時間帯であり，最大流速が再度上昇を始めた(g)で，

再びセンサーの流出が確認出来ることからも，ブロック間の複雑な流れなどはあるが流速の上昇

に伴い，河床洗掘が進行した可能性があると考えられる． 
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図 7-19 に通水前後に計測した横断図，及び粒度分布を示す．荒締切部より上流（実河川で

は河道側）では河床はほとんど低下しておらず，また粒度分布も変化していないことから，荒締切

を行うことによる河道側への影響は大きくなかったと考えられる．一方で荒締切箇所（縦断位置-

2m）では全体にわたって最大で 2.5m 程度の河床低下が確認出来る．これは図 7-18 の河床縦

断変化図で示したようにブロックの投入に伴い河床が低下していたと考えられる．なお粒度分布

は大きく変化していないことからも，荒締切に伴う流速上昇等により粒径の大きなものも含め多く

の土砂が下流（氾濫域側）に流出していたと考えられる．また荒締切部より下流（氾濫域側）では，

荒締切箇所ほどではないが河床低下が確認出来る．これは荒締部から氾濫域に向かう氾濫流に

より洗掘したものと考えられる． 

  

 

図 7-19 荒締切箇所周辺の横断図・粒度分布 
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（4）荒締切完成形状 

図7-20に荒締切完成後の形状を示す．完成した荒締切高は 2.5m 程度であり，河床の最大洗

掘深と同程度であった．また投入したブロック 56 個に対して河床より上に存在したブロックは 30

個程度，河床以下には 26 個程度であった．今回の実験では投入した個数の半分程度は締切高

に寄与せずに埋没していたと考えられ，荒締切実施に必要なブロック数量を備蓄するにあたって

はこのようなロス率も見込んだ計画準備を立てる重要性を示唆するものである．また投入地点の

河床低下を抑制しつつ荒締切を進めることが出来れば，効率的な荒締切につながる可能性があ

る． 

  

 

図 7-20 荒締切完成後の形状 
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図 7-21 に完成した荒締切の近影を示すが，今回の実験では砕石等による間詰めを行ってい

ないが，ブロック通しがかみ合うことで高さの確保が出来ている．荒締切の空堆積 100m3 程度に

対して河床より上にあるブロックは 30 個程度と，空隙が目立っている（空隙率 70%程度）．実災害

時にはブロックを投入した後に，砕石や土砂を用いて間詰めを行い，その上を重機が前進して荒

締切を進めて行くが，荒締切部に重機がのって安全に作業することが可能かなど，オペレーショ

ンも念頭においた検討が不可欠である． 

  

 

図 7-21 完成した荒締切の近影 
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7.4. 結論 
 

本章では，破堤後の緊急対策工事の内，荒締切工を想定した縮尺模型，および実物大規模

である千代田実験水路において荒締切を想定した実験を行い，作業開始から完了までに生じる

現象，期待出来る減災効果，並びに実災害時における重機作業等の留意点を示した．得られた

結論は以下の通りである． 

 

・河道水位が高い状況においても荒締切工を行うことにより破堤開口幅を狭くすることで氾濫流

量を低減出来る可能性を示した． 

 

・荒締切を進めるにつれ破堤開口部の河床低下が大きくなり，これを抑制することで効率的に氾

濫流量を低減出来る可能性を示した． 

 

・ブロック投入位置によらず投入個数に応じて氾濫流量が低減することからも，被災現場の状況

に応じてブロックを投入可能な地点・方法で行うことで，完全に破堤開口部を締め切ることが出来

なくとも，被害軽減につながる可能性を示した． 

 

・一方で現行の施工方法では完全に締め切るには相当な時間がかかることが予想され，現場で

活用するためにはオペレーションの手順・安全性も含めた工夫が必要である． 

 

・また実重機，ブロックを用いた実物大規模の実験水路を活用した検討により，重機の作業足場

の条件が良く，またブロックが計画通りに被災箇所周辺まで運搬が出来れば 3～4 分毎にブロック

を投入することが可能である． 

 

・模型実験同様にブロックを投入し荒締切が進むにつれ破堤開口部が狭まり，その結果，破堤開

口部の流速上昇が生じたことから，状況や流況に応じたブロック投入位置の選定やブロック転動

などにも留意が必要である． 

 

・ブロック投入の初期段階から河床低下が生じ，最終的には荒締切の仕上がり形状高と同程度の

河床洗掘が確認された．これは荒締切に必要となる水防資材の備蓄には，河床への埋没などの

ロス率も見込んだ計画準備を立てることが重要であることを意味する．また河床洗掘を抑制しなが

ら荒締切を進めるような工夫が出来れば，効率的で効果的な荒締切につながる可能性を示唆す

るものである． 
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第8章 結論 
 

8.1. 各章の総括 
 

本研究により得られた結論を以下に述べる． 

 

第 1 章 

第 1 章では，越水破堤の既往研究について，実験・現地調査・数値計算という視点からレビュ

ーを行い，現状と課題を明らかにするとともに，本論文で行った研究の位置付けを示した． 

 
 
第 2 章 

第 2 章では，様々な破堤事例を収集し，破堤拡幅進行過程の相違，河道特性のうち川幅と水

面勾配に着目して整理を行った． 

破堤事例を収集した結果，破堤拡幅現象には縦断下流方向へ拡幅進行するものや，正面越

流に近い破堤拡幅進行過程が存在することを示した．また破堤発生箇所における河道特性（川

幅・越水時の水面勾配にほぼ等しいと考えられる計画高水勾配）に着目して整理を行った結果，

破堤原因（越水・侵食・浸透）によらず，川幅の広狭や勾配の緩急など様々な条件の河道におい

て破堤していることが明らかとなった． 

また実物大規模の十勝川千代田実験水路では，河道条件は同一（川幅・河床勾配）とし，堤体

断面形状や堤体材料の相違に着目した越水破堤実験を行っているが，越水開始から破堤拡幅

が始まるまでの時間の長短は確認されたが，破堤拡幅段階になると縦断下流方向へ拡幅進行す

るなど，いずれのケースも同様の傾向を示した．これより破堤拡幅現象については，堤体条件より

も河道形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響が大きいことを示唆するものである． 

以上より，破堤拡幅現象の一般化に向けては，河道特性（川幅・勾配）に着目した検討が重要

であることを示した． 

 

 

第 3 章 

第 3 章では，十勝川千代田実験水路の縮尺模型を用いて，川幅と河床勾配が異なる条件で

越水破堤水理模型実験を行い，破堤拡幅現象の比較を行った．また十勝川千代田実験水路に

おける越水破堤実験で得られた知見を元に開発された破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」が

様々な河道条件を対象とした破堤拡幅現象でも適用出来るかを明らかにすることを目的に，模型

実験を対象とした再現性検証を行った． 
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模型実験の結果，河床勾配が急である場合，川幅の広狭に関わらず縦断下流方向に破堤拡

幅が進行するが，基盤は洗掘されづらいことが明らかとなった．また河床勾配が緩やかな場合，

縦断方向に破堤拡幅が進行しづらいが，基盤の洗掘が顕著となることが明らかとなった．これらの

結果は，河道形状のうち川幅より河床勾配の相違が破堤拡幅現象により大きな影響を与えること

を示唆するものである． 

また破堤拡幅計算モデル「Nays2D Breach」は川幅や河床勾配が異なる条件においても破堤

拡幅現象を表現出来ることが示された． 

 

 

第 4 章 

第 4 章では，北海道内一級河川の基準・主要地点における河道および堤体形状を収集整理

し，これらを包括する条件下で数値解析による破堤拡幅現象の整理を行った． 

河道特性のうち川幅（広狭）と勾配（緩急）に応じて４つのカテゴリーに破堤拡幅現象を分類し，

それぞれの特徴を考慮した上で，効果的な緊急対策工法の考え方を示した． 

勾配が急な条件では，縦断方向下流への破堤拡幅進行が卓越する．そのため，破堤開口部

下流側での破堤拡幅抑制工が効果的である．一方，破堤開口部の流速が大きくなるため投入し

たブロック等の転動流出に留意が必要である．勾配が緩い条件では，氾濫流は破堤開口部中央

付近に集中し，破堤拡幅よりも基盤洗掘，いわゆる落掘形成が顕著となる．そのため，破堤開口

幅は狭いが落掘を考慮し，多くの締切資材が必要となる． 

川幅が狭い条件では，破堤後の河道水位低下が早く，破堤開口幅も狭くなる．そのため，被害

軽減効果を発現するには特に早期着手が重要となる．川幅が広い条件では，破堤後の河道水

位低下が遅く，破堤開口幅も広くなる．そのため，破堤拡幅時間，氾濫継続時間が長時間にわた

るため，破堤拡幅進行の抑制効果が発現しやすい．  

これらの知見を踏まえ，河川管理者は管理する河川の計画高水勾配を把握することで，破堤

時の氾濫流向を推定し，その関係より破堤拡幅現象が想定出来ることを示唆するものである．こ

れは全国の河川系事務所が毎年実施している「堤防決壊時の緊急対策シミュレーション」を実施

する際にも参考とすることで，既往式による川幅を用いて破堤開口幅のみを推定していた手法に

比べて，より実態に近い破堤拡幅現象を理解出来るとともに，破堤時の被害軽減につながるため

の技術開発につながることも期待出来る．  

 

 

第 5 章 

第 5 章では，河道横断形状の相違（単断面-複断面，高水敷幅の広狭）に着目し，縮尺模型を

用いた越水破堤実験，および数値解析による破堤拡幅現象の整理を行った． 

単断面河道と複断面河道（高水敷幅の広狭），また河床勾配の緩急を組み合わせた数値解析
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を行った結果，河道横断形状の相違が破堤拡幅現象に与える影響が小さいことが明らかとなっ

た．また破堤拡幅現象に影響を与える要素については，複断面河道においても勾配の相違が大

きいことが明らかとなった． 

これは第 4章で得られた単断面を対象とした出水時の河道特性に応じた破堤拡幅現象の分類

が，複断面河道であっても適用出来ることを示すものである． 

 

 

第 6 章 

第 6 章では，背水区間における破堤事例を収集および数値解析を行い，河道特性のうち川幅

と自流流量の相違に着目し背水区間における破堤拡幅現象の整理を行った． 

背水影響を受ける破堤拡幅現象に影響を与えるのは川幅のほか自流流量の相違が大きいこと

を示した． 

川幅が狭く自流流量が小さい場合，自流より河道を逆流する流れが卓越し，氾濫流向は上流

を向き，破堤拡幅は上流割合が増えることを示した．これは自流区間破堤の内，下流方向へ破堤

拡幅が進行する形態と，ちょうど上下流が逆向きである．川幅が狭く自流流量が大きい場合，開

口部に向かい上下流からの流れが生じ正面越流に近い破堤現象であることを示した． 

川幅が広く自流流量が小さい場合では，河道逆流が卓越するが川幅が広いため破堤開口部

に向かい上流から回り込むような流れも生じる．これは，自流のみの破堤拡幅現象のうち，川幅が

広く勾配が緩いケースと，ちょうど上下流方向が逆向きである．川幅が広く自流流量が大きい場

合，破堤初期では自流のみの破堤拡幅現象に近い形態を，時間の経過とともに背水影響が大き

くなり正面越流に近い形態となることを示した． 

以上より同一の河道形状・地点であっても背水影響を受ける区間では，本川と支川の流況の

関係により，大きく現象が異なるため，被害形態や被害軽減に向けた対応方法も異なることを示

唆するものである． 

 

 

第 7 章 

第 7 章では，荒締切技術を想定した縮尺模型，および千代田実験水路において荒締切を想

定した実験を行い，作業開始から完了までに生じる現象，期待出来る減災効果，並びに実災害

時における留意点を示した．  

縮尺模型実験より，河道水位が高い状況においても荒締切により開口幅を狭くすることで氾濫

流量を低減出来る可能性を示すとともに，荒締切を進めるにつれ破堤開口部の河床低下が大き

くなるため，これを抑制することで効率的に氾濫流量を低減出来る可能性を示した．またブロック

投入位置によらず投入個数に応じて氾濫流量が低減することからも，被災現場の状況に応じて

ブロックを投入可能な地点・方法で行うことで，完全に破堤開口部を締め切ることが出来なくとも，
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被害軽減につながることが期待出来る．一方で現行の施工方法では完全に締め切るには相当な

時間がかかることが予想され，現場で活用するためにはオペレーションの手順・安全性も含めた

工夫が必要である． 

千代田実験水路における実験では，実際の重機やブロックを用いた検討により，重機の作業

足場の条件が良く，またブロックが計画通りに被災箇所周辺まで運搬が出来れば 3～4 分毎にブ

ロックを投入することが可能であることを示した．また模型実験同様にブロックを投入し荒締切が

進むにつれ，開口部の流速上昇が生じたことから，状況や流況に応じたブロック投入位置の選定

やブロック転動などにも留意が必要である．なおブロック投入の初期段階から河床低下が生じ，

最終的には荒締切の仕上がり形状高と同程度の河床洗掘が確認された．これは荒締切に必要と

なる水防資材の備蓄には，河床への埋没などのロス率も見込んだ計画準備を立てることが重要

であることを意味する．一方で河床洗掘を抑制しながら荒締切を進めるような工夫が出来れば，

効率的で効果的な荒締切につながる可能性を示唆するものである． 
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付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 
 

第 4 章のうち 4.4.1 で示した河道特性に応じた破堤拡幅進行過程について，代表的な川幅，

勾配，および時間帯を示した．しかしながら各現場での活用を念頭に得られたデータを示すこと

は重要であると考えられる．そこで付録 A では全 20 ケースについて，破堤開始 10 分後から 30

分後，1 時間後，2 時間後，3 時間後，4 時間後，5 時間後の進行過程（流況，河床形状）につい

て示す． 

 

  



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 

 

 122 
  

 

図 A-1 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 10 分後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 
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図 A-2 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 30 分後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 
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図 A-3 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 1 時間後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 
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図 A-4 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 2 時間後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 

 

 126 
  

 

図 A-5 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 3 時間後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 

 

 127 
  

 

図 A-6 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 4 時間後） 



付録 A 出水時の河道特性に応じた破堤拡幅進行過程 
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図 A-7 河道形状に応じた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 5 時間後） 



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
 

第 6 章のうち 6.4.2 では自流量と川幅に応じた背水影響を受ける破堤拡幅進行過程について，

代表的なケースを示した．しかしながら各現場での活用を念頭に得られたデータを示すことは重

要であると考えられる．そこで付録 B では全 12 ケース（内，比較のための自流のみによる破堤 3

ケース含む）について，破堤開始 10 分後から 30 分後，1 時間後，2 時間後，3 時間後の進行過

程（流況，河床形状）について示す． 

 

  



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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図 B-1 背水影響を受けた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 10 分後） 



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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図 B-2 背水影響を受けた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 30 分後） 



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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図 B-3 背水影響を受けた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 1 時間後） 



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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図 B-4 背水影響を受けた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 2 時間後） 



付録 B 背水影響を受ける破堤拡幅進行過程 
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図 B-5 背水影響を受けた破堤進行過程（左：流況，右：河床形状）（破堤開始 3 時間後） 
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様々なご助言・ご指導を頂いた．ここに感謝の意を表します． 

 

国土交通省北海道開発局建設部河川計画課・河川工事課，帯広開発建設部治水課，帯広河

川事務所の関係者の皆様には十勝川千代田実験水路における現地実験の準備・計画・実施・と

りまとめに際して様々な貢献を頂いた．深く御礼申し上げます． 

 

株式会社建設技術研究所の方々には，越水破堤及び被害軽減技術に関する模型実験にご

協力を頂いた．特に同社 伊藤幸義氏には越水破堤実験に関する豊富な経験に基づき議論を

重ねて頂いた．深く御礼申し上げます． 

 

北見工業大学 学生 深澤アダム翔君には背水区間における破堤拡幅現象に関して，多くの

ご協力を頂いた．深く御礼申し上げます． 

 

土木研究所寒地土木研究所 所長 柳原優登氏，同研究所寒地水圏グループ グループ長 

平井康幸氏，同研究所同グループ寒地河川チーム 上席研究員 矢部浩規氏，さらに北見工業

大学博士後期課程入学当時の元土木研究所寒地土木研究所 所長 鎌田照章氏，元同研究所
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寒地水圏グループ グループ長 船木淳悟氏には，博士後期課程入学のご理解と，在職のまま

在学することを認めて頂き，多大なご支援，励ましを頂いた．ここに厚く御礼申し上げます．寒地

河川チーム，水環境保全チームの皆様を始め，寒地土木研究所の皆様には，多大なご協力を頂

いた．深く御礼申し上げます． 

 

最後に，これまで応援してくれた家族，帰宅がおそくなってもあたたかく迎えてくれた妻 久美，

いつも明るく元気な笑顔で和ませてくれた息子 憲太郎，娘 琴乃に心から感謝します． 


