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信濃川は，その流域面積が11,900km2で利根川，石狩川につぎ，流路延長は

367 kmで最長，年間総流出量は156億 m3で最大という，わが国を代表する大

河である。長野，山梨，埼玉 3県の県境が接する甲武信岳（標高2,482m）に

その源を発し，長野，新潟両県を流下して新潟港で日本海に注ぐ。主要な支川

は長野市で合流する犀Jll （流域面積3,038km2）と新潟県小千谷市付近で合流
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する魚野川（流域面積1,503km2）である。

信濃川の治水計画I）では，基準地点小千谷（新潟県小千谷市，大河津分水路

分派点から上流約35km，流域面積9,719km2）で基本高水流量が13,500m3/s 

と定められ，上流ダム群による流量調節を2,500m3/sと計画し，河道には

11,000 m3/sが配分されている。これに基づいて，現在，河川改修が鋭意進め

られてきた。河川改修上特記すべきことは， 1931年に完工した大河津分水路

（新潟県西蒲原郡分水町，旧河口の新潟港から約60km上流の地点）と 1972年

に通水した関屋分水路（新潟市）の 2つの分水路により，洪水を直接日本海に

分派していることである。前者は流域全体の洪水に対応するものであり，後者

は大河津分水路下流の信濃川下流流域の洪水に対応するものである。とりわ

け，治水上，新たに信濃川の流出口を形成する大河津分水路は，信濃川治水計

画の要となる最重要施設であり，蒲原平野を中心とする信濃川下流部が今日の

発展を遂げたことは，本施設なしには考えられなし、。

大河津分水路は，着工当時（1909年），東洋一の大事業といわれた大規模な

自然、改造であったため，その後の自然力による自然、の変化もまた著しく，それ

は特に土砂の流送に伴う諸現象において最も顕著に現われている。河口部とな

った寺泊町の海岸には，広大な海浜が自然力で造成されつつある。この反面，

新河口部海岸に供給された流送土砂量に対応する旧河口部の土砂の減少は，旧

河口部周辺海岸における土砂供給の不均衡を生ぜ、しめることとなった。このこ

とは，港湾維持上では大きな意義を有したが，新潟海岸の侵食に関しては，防

波堤の築造，地下水の大量揚水に起因する地盤沈下とともに，漂砂源の減少と

して海岸侵食の主要因となるに至った210 一方，河道計画上，分派点から河口

までの河道延長を約1/6に短縮したことが，河道の土砂の流送と河道維持との

関連において，分水路の維持管理上大きな課題を残すこととなった3）。完工後

60年を経た今日，分水路施設は老朽化が著しく，また流過能力も，築造後，信

濃川の流量改訂が実施されたことにより，改訂された計画流量に対しては，そ

の約75%程度しか期待できない現状にある。分水路河道維持の課題の顕在化や

上流部の河道改修の進展などを併せ考えると，分水路施設の全面改修を必要と

する時機が到来しているといえる。このようなときに，分水路の経緯から，分

水路河道の維持，分水事業の効果，分水路河口部海岸の変化について，それら

の実態を明らかにして考察することは，大事業による洪水対策の検討のみなら

ず，今後の分水路施設の改修計画を考えていくうえで寄与することになろう。
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2. 分水路計画の概要

享保年間（1715年～1735年）に提唱された本分水構想は，同時代に新発田藩

により実施された松ヶ崎開削（1730年）の影響を多大に受けている九この開

削事業は，遊水池としての機能を果していた紫雲寺潟を干拓するための計画か

ら派生したもので，内水河川を阿賀野川に導き，当時，信濃川とともに新潟港

に流入していた阿賀野川には新たに下流部（現新潟市北部付近，現阿賀野川本

川下流部）で分水路を開削して洪水流過能力を確保するというものであった。

越後平野は海岸砂丘で外海と隔てられた内湾性の低地て‘あり，たびたび洪水が

氾濫したため，湛水する悪水をで、きるだけ速やかに海に放流するため，放水路

はその基本となる考えであった。当時の大河津から下流の蒲原平野は，内湾性

の低地で，水田として利用されていたが，低平で水はけが悪く，湛水田という

状況であった。そのうえ信濃川による洪水氾濫による水害常襲地域であり，享

保年間で、は隔年の割合で大洪水に見舞われていた5）。このような状況の中で，

松ヶ崎開削が実施されたことにより，洪水対策の推進を目標として大河津分水

も必然、的にでてきた構想て、あったといえる。その分水地点は信濃川が北流し日

本海に最も接近して，そこから東方に流向を急転する転換部で，しかも蒲原平

野の最上流端部にあたるので，ここから洪水を分派しようとL、う考えは，ごく

自然な発想といえる。当時分水計画に関して影響を与えた主な論議としては 2

つあり，その 1つは，松ヶ崎開削の結果に対する懸念であり，完成の翌年，融

雪出水のため両岸が崩れ4），当初の河幅（136m）が約2.4倍に拡がり，分派点

下流の阿賀野川本川へほとんど水が流れないという事態が発生したことであ

る。このような事態が大河津分水路の場合に発生すれば，信濃川下流への流水

の供給における異常の発生のみならず，堤防で防護される河道であるため，河

岸崩壊から破堤へと大氾濫災害の発生が想起され このため有堤部となる平地

部の河床勾配をできるだけ緩やかに設定し，流速を抑える配慮がなされたこと

も考えられる。その 2は，分水路工事にあたり山地部の開削に対する技術的，

経済的な可能性である。とくに，分水路河道の河口部にあたる山地部は，軟岩

（頁岩，凝灰岩）といわれた地質であり，計画では，流路の短縮に伴う分水路

河道の不整合をここで一挙に解決を図ったような結果となっている。すなわ

ち，山地部における分水路河道を急勾配にし，緩勾配部から海へ直線的に変化

させる計画とした。これによって，山地部における分水路幅を極力狭め，当時
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の山地部の開削についての技術的，経済的な対応、を可能としたものといえる。

(1) 計画の概要

本分水路は分水町大河津地先から寺泊海岸までの約10kmを掘削して造られ

た人工水路で，分水地点上流（流域面積10,480km2）で生起する信濃川の洪水

のすべてを分水路により日本海に直接流下させるよう計画された。分水地点よ

り下流の信濃川にはかんがし、用水等の取水が行なわれていたため，平水流量

440 m3/s （その後，最大270m3/sに変更）を下流部に放流する必要があった。

このため図 1に示すように，本川部に洗堰（延長171.7m, 27径間，敷高標高

9.12 m）を設けて流量調節を行なうとともに，分水路側にも低水路に可動堰

（延長181.8m, 10径間，敷高標高9.35m），高水敷に固定堰（延長545.4m，堰

頂標高12.25m）を設けて水位調節が図られるよう計画された。分水路の河床

勾配（図 3参照）は，分水地点から下流に，平地部にあたる区間（総延長の

57%）は1/2,000，山地部であるが掘削部分が平地部である区間（総延長の

17%）は1/700，掘削部分も山地となる区間で海に至る間（総延長の26%）は

1/500で計画された。これに対する河幅は流入部となる固定堰の位置で730m,

河口部で218m とし，この聞は漸変させるよう計画された。河道断面は河幅

180 m以上の区間では複断面，低水路幅は180mで一定とした。分水路の計画

流量1)は，当初， 1896年 7月洪水の実績を対象として5,570m3/sと定められ，

本分水事業が実施されたが，完成後の洪水実績により計画流量は9,000m3/sと

改訂され，さらに現在，降雨規模で超過確率1/150に相当する安全度を確保す

ベく， 11,000m3/sに改訂された。この対策として1941年以降洗堰及び可動堰

の嵩上げを実施したが，その流過能力は現在の計画流量に対したかだか75%程

度に留まっている。この結果，本川中流部における改修の進展に伴い，現在，

洪水処理能力に関しては本分水路が治水計画上最大のネックとなってレるとい

ってよい。前述の分水路施設のうち可動堰は，当初，同様の機能を有する自在

堰（延長181.8m, 8径間，敷高標高9.50m）が現可動堰地点から100m下流に

設置されたが，通水後の分水路における急激な河床低下により陥没したため，

その補修工事により現在のものが築造されたのである。この補修工事において

は，この他に分水路河道の安定を図るため，陥没した自在堰の基礎を補強して

第一床固としさらに河口部に第二床回を設けるとともに，第一，第二床固の

聞に 4ヵ所の床留を設けた。この分水路工事は1909年着工， 1922年 8月に通水，
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縮尺 1 : 100. 000 

図1 大河津分水路平面図
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1927年 6月自在堰陥没，同年補修工事着工 1931年補修工事完成と Lづ経緯を

経て完了したが，その後第二床固下流の洗掘が進行したため，その対策として

副堰堤（1973年完成）が設置された。

(2) 河道計画における問題点

分水路河道の計画で特徴的なことは 河口部に向かつて急勾配となってゆく

計画河床の設定である。これによって，技術的，経済的に困難視されていた山

地部における分水路の河幅を極力狭めることができたわけである。それでも，

当初6)270m の河幅を計画したが，工事中におけるたび、重なる地とりの発生に

より河幅を218m （第二床固部180m）まで狭めることを余儀なくされた。こ

のため山地部における河道維持の条件は 一層厳しいものとな ったのである。

現状における本川河道は長年にわたる自然、の営力により形成されたもので，流

水のエネルギーと河床材料がパランスした 1つの平衡河道を表していると考え

てよかろう。建設省信濃川工事事務所で実施してきている河川横断測量成果7)

(1990年）及び河床材料調査成果的（1967～1986年）によって，低水路の平均河

床及び河床材料の平均粒径の変化を図 2に示す。これによれば分派点（本川距

離標 0）より上流 6km付近までは， 河床勾配は1I4,ooo程度で砂河床， 6～13

km付近までの区間では河床勾配は1/2 000程度となり，砂磯河床となり，それ

より上流部は礁河床となっている。分水路河道の平地部において設定された河

床勾配は1/2,000であり，本川における現状河道では砂磯河床の区間に相当す

る。したがって，設定された河道を将来にわたって維持することを前堤とし

て，もし水理条件に著しい差違がなければ，この区間の河道が流水のエネルギ

ーと河床材料とがバランスした河道になるには，開削時河道における砂河床が

砂磯河床に入れ換わらなければならなし、。また，現在，動的平衡河道という考

え方もあるが，それには水理条件と河床材料の特性が，必要な要件を備えてい

なければならな~ ,9）。本Jll6～13 km付近の河道とその下流部では水理条件に

著しい差違がなく，河床材料に大きな差違がある。このような場合に動的平衡

河道を想定することは疑問である。河床材料の分級作用については，さらに詳

細な検討をしなければならないが9)10），これまでの経緯8）では，河床材料の上

下流聞の置換については顕著な変化が見られず，むしろ，分水路河床にみられ

るように水理条件に対し河床が変化することで、パランスを保とうとしている。

このように考えてくると，分水路には，当初から当然に計画河道を維持するた



52 

n
H
V

戸

h
υ

ハけ
V

戸

h

u

A

H

V

F

h

d

n

H

V

3

2

2

1

1

ω

 

低

水

路

平

均

河

床

高

P
い

中
A

5山大河津分水路 信濃川本川

-IO 
5.0 。。

-1.0 
5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

平均河床縦断図
距離様（km)

径。。。

粒

w
m
m

1. 0 

0. 5 

ー． ~ 
- ' ../ ..  噌

／戸
．， 

~ . 
． ． 

ν 

レベ J司 Jベ
・L〈 • 

¥ ）・ ． ． 
大河津分水路 信濃川本川

5.0 。。
-1.0 

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

距離標（km)

10.0 

5.0 

0.1 

平鈎粒径縦断図

図2 平均河床及び河床材料平均粒径の縦断変化



斎藤大河津分水による治水対策（ I) 53 

めの床留などの人工的な河床維持対策を考慮する必要があったと考えられる。

これが 1つの問題である。もう 1つの問題は 分水路河道における上流側の勾

配より下流山地部の勾配を急勾配にしたことである。もし，このように上流側

より下流側を通常河川とは逆に急勾配とするためには，上流側よりさらに移動

しにくい河床材料の存在が前堤となる。この材質及びこれに関連する問題につ

いて，当時阿部6）が次のように述べている。「分水路の河床のうち海岸から上

流約1,000聞の聞は近代層の岩盤であるが，乾湿に耐える力が少ないので，こ

のように速い流速に遭遇しては 将来河底が次第に浸蝕されるのは止むを得な

し、。数十年後には，自在堰下流付近も相当に河床が低下するのは当然である

が，将来長年月の聞には，洪水による搬出土砂のため次第に寺泊海岸を埋出し

て，前述と全く反対の現象を来し，数百年後には分水路の延長はあるいは現川

程に増加するかも知れない。Jすなわち，山地部の河床の侵食は予期されるが，

時間的には余裕があり，その聞に本川の流送土砂により河道自体が海側に延伸

し，分水路の河床勾配そのものが緩和されると考えたようである。この山地部

の軟岩（頁岩，凝灰岩）については，建設省信濃川工事事務所II）で実施した調

査結果によれば，軟岩は水に接すると水溶化して一部はシルト質に変化し，固

結度を失い，支持強度が著しく低下する性質を持つことが分かっている。この

ことは軟岩で形成された河道に高速流が生ずると，水に接して固結度が低下し

ていた部分が容易に侵食されやすいことになり，これが侵食されると，さらに

軟岩に水が浸透するため，固結度の低下をきたしさらに侵食されるという過

程を繰り返して著しく侵食が進行することになるわけで‘ある。その侵食限界流

速については，現状では把握されてし、ないが， Fortierおよび ScobeyI2lによる

粘着性土砂の許容流速によれば，頁岩および硬質地層では 2m/s程度となって

おり，これが軟岩の侵食限界流速を考える 1つの基準となろう。これは分水路

の山地部を流下する洪水の流速が容易に上回る値である。したがって，当初山

地部における分水路河道は移動河床と考えて，分水路全体の河道計画を検討す

るのが妥当であったと考える。特に，下流部が上流部より急勾配となるような

河道は，下流部の河道が計画通り維持されない限り，その影響が上流に及ぶこ

とになるからである。

3. 分水路河道の維持

前述したように，分水路は1922年 8月通水したが，約 5年後の1927年 6月に
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分水路側の自在堰が陥没するとし、う大変な事態が発生した。平地部および山地

部において，当初の想定を大幅に上回る河床変動が短期間に発生したことが

この事態に至った最大の原因て、あった。この補修工事は1931年に完了したが，

このとき設置した第二床固（落差 4m）の下流部における局所洗掘が，その後

の維持管理上の新たな課題となった。洗掘は第二床固設置直後から進行し，

1950年にはその最深部は深さ16mにも達するまでに至った。この間，その対

策として1938～1954年の聞に災害復旧も含めて 7回の第三床聞の補強工事が行

なわれた。その内容は水中擁壁により水叩を補強しさらに蛇龍，フロック等

の沈設であった。しかし，これらの対策では，洗掘の進行を阻止することがで

きず，洗掘はさらに進行して， 1961年には最大洗掘深が約21mに及んだ。補

強工事で設けた施設は，その後の洪水でほとんど消失し維持管理上重大な事

態に至ったため，建設省土木研究所で実施された模型実験による検討を経て，

抜本的な対策として第二床固下流に副堰堤が設けられることとなり， 1966年に

着工し， 1973年に完成した。しかし副堰堤の直下流部における局所洗掘が始

まり， 1983年には最大約 7mに及んだ。洗掘された河床の維持対策としては

ブロックの投入が採用されたが，大規模な出水に際しては河床変動を抑えるこ

とは困難な状況にあった。このため 1988年さらに土木研究所の模型実験によ

る検討の結果により，床固のアーチ形状（平面形）に起因する流れの集中を一

様流れとなるように是正し かっ水叩上で安定な跳水が形成されるように第二

床固水叩上にパッフルピアーが設けられることとなり， 1990年に完工した。こ

のように，分水路は通水以来，短期的に著しい局所洗掘により自在堰陥没が起

こり，さらに長期的には第二床固下流における河床変動が継続して洗掘へと及

び，これらが分水路河道において維持管理上，継続的に大きな課題を残してき

た。ここでは，自在堰陥没，第三床固下流部の洗掘の実態から，今後の分水路

河道改修の方向について考察する。

(1) 自在堰陥没に至る河床の変化

分水路の計画河床と自在堰陥没時における河床の縦断形状の比較を図3に示

す。当初の計画では山地部として急勾配の河床を設定した区間も，現在の第三

床固付近の一部を残して，全面的に著しい河床低下を示しており，さらに注目

すべきことは自在堰上下流における水位差は計画当初3.35mであったものが

7.73 mにも増大している。自在堰陥没の原因に関しては，当時の内務省によ
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るものと思われる原因調査結果が残されており 6），「自在堰下流部（新放水路）

ニ床固工ヲ設ケサリシ為メ，放水毎ニ河床洗掘セラレ其ノ低下著シク，従テ自

在堰上下流ニ於ケル水位ノ差ヲ増大ナラシメ，漸次自在堰基礎ニ河水ノ惨透ヲ

誘致スルニ至レリ 」と述べられている。すなわち，前述したような河道計画の

問題が短期間に顕在化したものと考える。信濃J11は中流域がわが国でも有数の

豪雪地帯であるため， 3月中旬頃から 5月下旬にかけて長期間継続する融雪出

水により，年間総流出量の30～50%がこの間に流出する。その規模はピーク流

量で1,000m3/s～4,000 m3/sである。 分水路通水から自在堰陥没に至る間

(1922年 8月～1927年 6月）の洪水災害記録5）は， 1926年の刈谷田川等の支川

に関連するものだけであり，図 4に示す大河津量水標（図 1参照）の水位記録

からみてもこの聞は顕著な洪水のなかη た期間といえる。したがって，このよ

うな著しい河床変動は大洪水の作用によるものと考えるより，むしろ融雪出水

による長期にわたる掃流力の作用によって比較的短期間のうちに生じたものと

推測される。これをさ らに検討するために，通水時点における河道断面に対し

て，融雪出水の代表として2,000m3/sの流量を流した場合について各断面の平

均流速を不等流計算により求めた結果を図 5に示す。これによると， 5km付

近までが平地部を示すが，そこでは平均流速は2.5m/s～3.5m/sであり， 5

kmから下流の山地部 （河口は9.2kmに対応する）では， 3.5m/s～4.5 m/sに

及ぶことがわかる。一方， Fortierおよび Scobey12）による河床材料と許容平均

流速の関係によれば，平地部では沖積土（非コロイド質）としてその値は l
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図5 当初分水路河道における平均流速（Q=2,000m3/s）の分布
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m/s程度，山地部では前述したように 2m/s程度と想定されるので，融雪出水

として2,000m3/sの流量が流れた場合にはいずれの区間においてもそれらの許

容流速を大きく超過することになる。従って，河床材料の分級作用についてさ

らに検討が必要であるが，少なくとも許容流速の視点からすれば，融雪出水に

よって平地部も山地部も著しい河床変動が進行したものと考えられる。以上の

ように，自在堰陥没に至る著しい河床変化（むしろ局所洗掘）は，平地部に関

しては人工的な河床維持対策の欠如であったというべきであるが，さらに，山

地部に関しては軟岩を固定河床と考えて急勾配河床を設定したことに起因して

いたものといえる。今後根本的な分水路改修を進めるにあたって，特に留意す

べき点であるといえる。現況河道において，河床材料の移動に直接関連する摩

擦速度の分布を流量規模別に計算すると，図 6のようになる。これによれば第

二床固付近において摩擦速度の著しい増大がみられるので，今後の改修の方向

として，第二床固付近における摩擦速度の急激な増大による河床材料の局部的

な洗掘エネルギーの集中を極力緩和するため，分水路河道の河床を下げ，第二

床固の落差を小さくすることが考えられる。しかし，そのためには当然，現状

よりさらに急勾配の河床の設定が必要となり，前述した砂河床に接続する本川

6～13 km付近における砂磯河床の河床勾配 （1/2000）より急勾配となる。こ

のことは 2.(2）で述べたような問題点から分水路の河床維持を一層困難なもの

としよう。河床材料の置換（分級作用）が信濃川のこの地区で実態として将来，

どのように期待できるのか現状では明らかでないが，仮に期待できる場合に

05 
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図6 信濃川及び大河津分水路摩擦速度分布図
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は，分水路河道の河床材料が砂礁に変ることを想定すれば，図 6に示した摩擦

速度の面からみて分水路と本川 6～13km付近は同程度であるので，本ill6～ 

13 km付近の安定した河道を形成してし、る1/2,000程度の河床勾配を分水路に

設定する意義がある。また，置換が期待できないとしても，第二床固の落差を

極力抑えるために設定し得る限度の1/2,000程度の河床勾配が一応の目安とな

ろう。 L、ずれにしても分水路が現状の河床材料である聞は，人工的な河床維持

対策が必要である。しかしこれまでの経緯から考えて，人工的な河床維持対

策への依存は極力軽減すべきであろう。このため，分水路の現状河幅を変更

し水理条件を改善するよう改修することが考えられる。現況の第二床固付近

の河幅は，建設省13）の河道計画の目安として示されている値と対応させると計

画流量2,000m3/s程度に相当する。現在，本川河道は融雪出水 （最大4,000m3 

Is）を低水路で流下させるよう改修が進められてきており， 400m の低水路幅

が確保されている。山地部における河幅の拡大は，地とり地帯であることを考

慮すると技術的・経済的に困難なことかもしれないが，本川における低水路幅

程度の河幅が確保できれば望ましい。また，本川低水路幅を分水路にも通し，

流過断面の主要部である低水路部だけでも一様に流下させるということは，長

期間に及ぶ融雪出水の処理，流水の慣性，変断面部での渦の発生などを考える

と河道計画上意義あることである。このような河幅の拡大は人工的な対策によ

る河床維持をより自然、のバランスによる河床維持へと変え， 一層安定した河床

維持が図られるものと考える。

(2) 第二床固下流の洗掘

第二床固付近における河床の縦断を図 7に示す。第二床固には延長90m の

水叩が設けられ，その下流の河床は水叩面と同じ高さで計画されたが，河道中

央部付近を中心とする局所洗掘により河床は大きく変化している。第二床固よ

り下流約250mの位置には副堰堤があり，これは洗掘部の水位を上げウォータ

ークッションにより流水のエネルギーを消耗させようとしたもので，第二床圏

直下で進行している洗掘の拡大防止対策として設置されたものである。副堰堤

には100mの水叩きが設けられているが，その下流では第二床固直下に比べる

と規模は小さいが局所洗掘が進行している。洗掘状況の経年変化を基準地点小

千谷の年最大流量のそれとの関係で図 8に示す。洗掘防止対策として沈設した

ブロックの影響も河床変化に含まれるので，個々の流量と洗掘との関係を論ず
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図7 第二床固下流縦断図（1986年）

ることはできないが，全体的にみて洗掘は必ずしも大出水によって起っている

わけでなく，むしろ前述したように融雪出水による長期間の継続的な作用によ

るものと考えられる。流況が一様となる副堰堤下流部における流速は水理模型

実験（固定河床， 1966年 1月測量横断図使用）の結果14）によれば，流量3,000

m3/sにおいて断面中央部付近では表面流速5.2m/s，河床面近傍で3.3m/sの

流速分布を示し，平均流速約 5m/sに達するので軟岩の侵食限界流速よりはる

かに大きく融雪出水によって侵食が進むことがわかる。また， 1988年の建設省

土木研究所15）における水理模型実験では，洗掘を支配する現象として，河道中

央部に集中する流れと，これによる第二床固と副堰堤間河岸部に生ずる剥離域

（この領域では逆流する流れが生じている）の発生が指摘されている。いずれ

にしても，第二床固は分水路末端で分水路河床全体を支えるような重要な意味

を持つ施設であるため，早急に抜本的な改修が望まれるところであり，改修に

際しては次の 2点に留意すべきであろう。 1つは図6に示したような流水エネ

ルギーの集中を極力緩和することであり いま 1つは移動河床と考えざるを得

ない軟岩を固定化することである。前者の考え方に対しては，まず落差工の高

さを極力低くすることが考えられるが，前述したように第二床固上流部の河床

勾配とも関連するので自ら限界があるため，流れの一様化は当然として，河幅

の拡大が有効となる。現状の河幅について 計画流量に対する単位幅当りの流

量でみると，分水路流入部では15m3/sであるのに対して，第二床固部では61

m3/sに達し 4倍に及ぶ。第二床園部におけるこの値は，通常ダムの余水吐に
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おいて考えられる値であり 流量1000 m3/s～11 000 m3/sとL寸大規模な洪水

を相当な頻度で流下させなければならない施設としては，河床維持のうえから

適切とはいえないであろう。また このことは前述したように第二床固上流の

分水路河道の維持にも重要な意義を有していると考える。後者の考えに対して

は，ダムの余水吐と同様に考え，人工的に固定化した減勢工を設け跳水により

エネルギーを減殺し，下流河道への流れを常流状態とすることである。特に，

従来は第二床固下流を河川管理上では河口と考えがちであったが，今後の海浜

の自然造成の進展とこれに伴う土地利用を考慮すれば，河道として取扱うべき

ことが妥当であり，減勢工の計画はその下流部河道の安定と一体的に考えなけ

ればならない。
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