
  
  河道計画立案に向けた研究展望

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 末次,忠司

日下部,隆昭
発行元 水利科学研究所
巻/号 47巻3号
掲載ページ p. 1-30
発行年月 2003年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1. はじめに

河道計画立案に向けた研究展望

はじめに

末次忠司

日下部隆昭

目次

2. 雨が降って洪水となる

3 洪水を知ることから始まる

4 安全性を考えて河道計画をたてる

5 環境に配慮して計画をたてる

6 合理的に洪水調節分流を行う

7 河道計画を策定する

8 安全で， しかも経済的に施設を計画する

9 住民に計画を理解してもらう

これまで河道計画の策定や対策・工法の採用にあたっては経験則に基つくこ

とが多かった。経験則は数多くの先人の知恵の結晶であり，貴重なものである。

しかし合意形成や情報公開といった潮流のなかで，調査計画内容を住民に

説明するのに経験則だけでは不十分である。幸い，近年現象のモニタリ ングや

様々なモテ、ル開発を通じて洪水流や土砂流に関する知見が集積され，洪水現象

などがある程度物理的観点から説明可能となってきた。著者はその研究の一端

を担うとともに，数多くの現地調査，河道計画のチェック，技術指導を行って

きたため，河道計画立案に関するノウハウを多少なりとも蓄積してきた。本稿

は行政実務に参考となる河道計画立案のためのノウハウの説明を行うととも

に，現状の課題（限界）に対して，今後研究（検討）されるべき内容を網羅し

て，よりよい河道計画立案を目指すための基礎的な研究資料とするものである。
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内容は水理学や水文学といった技術的な内容に加えて，最近の環境復元・再

生・保全手法，更には社会学的内容（合意形成，地域に与える影響など），行

政上の重要課題であるコスト縮減についても言及している。本稿では抽象論に

陥ることなく，なるべく具体的な数字や事例を用いて，説明 している。

2 雨が降って洪水となる

河道計画では先ず計画降雨量を定めてから計画を策定しているが， 降雨量の

算定に見落としはないであろうか。 極値の確率分布形，地形特性と降雨形態に

着目して見てみよう。代表的な例では，年最大 2日雨量 （61%）をガンベル分

布 （20%）又は岩井法（12%）で確率統計処理して，計画確率（1/100～ ！／

200）に対応した計画降雨量が求められる。（ ）内の数字は直轄河川の工事実

施基本計画で採用された割合で‘ある。確率分布形が極値分布に適合しているか

どうかは SLSC（標準最小二乗規準：適合度）やjackknife法・ bootstrap法（安

定度）によりチェックできる。ただし 確率分布は極値の出現により変化する。

分布形から外挿した極値を上回る極値が発生した場合，その極値を含んだ分布

形は変形するが，これは一定期間中に観測されなかった極値が出現したことに

よるものである。空間的に見た豪雨発生の空白地域もある l）。極値予測の精度

向上には二つの方法があり，一つは地点雨量ではな く， 面積雨量で確率評価す

ること，もう一つは PMP（可能最大降雨量）の採用である。特に，計画に採

用する極値の妥当性確認のためには比湿等から求めた PMPを求めておくべき

である。 PMPは既往最大日雨量，その日の最大比湿，可能最大比湿より求め

るもので，図 1のように全国71地点で200年確率日雨量に対して 1～1.6倍 （全

体の3/4を占める）であったが，稚内では2.0倍， 宮崎では1.9倍という大きな

値となった2）。なお， PMPは既往最大日雨量をパ ラメータとするため， 日雨

量の観測期聞が短い場合は予測精度が落ちる場合がある。

計画対象とする降雨波形は既往最大洪水（水害発生）時の波形が採用される

ことが多い。しかし例えば台風通過時には山地の南東斜面で大量の降雨を降

らせることがあるし，洪水ピーク流量はそれほど大きくないが，洪水継続時聞

が長いために水害危険性が高い場合がある。この意味で PMP等で過去発生し

た豪雨が起こりうる最大の豪雨かどうかを確認しておくとともに，豪雨パター

ンによる洪水特性の違いについて分析しておくことが重要である。国土交通省、

千白川工事事務所では過去災害をもたらした豪雨と洪水の特性分析を行って，
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全体の3/4を占めている
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PMP/200年確率日雨量

図1 PMPと200年確率日雨量との関係

千曲川 庫川の気象3）をとりまとめた。特性分析の結果，過去大きな災害をも

たらした豪雨には台風と秋雨前線が関係し，特に台風の特性は以下のように大

きく 2つに分類できることが分かった。

①台風が流域の西側を速い速度で縦断した場合（例：台風 7号（S34)) 

→尖鋭な降雨・洪水波形となる

②台風が流域の南側を速い速度で通過し，かつ台風からの暖湿気流により

秋雨前線が活発化した場合 （例：台風10号 （S58)) 

→流域全域に大量の降雨が発生し，継続時間の長い洪水となる

他の機関においても，同様の豪雨～洪水特性の分析を是非行っておくべきで

ある。

一方，都市化（ビ、ル・舗装からの放熱，空調 ・自動車・工場からの排熱に伴

うヒートアイランド現象）による地表面温度の上昇に伴って，上昇気流が発生

し，豪雨が発生しやすくなったと言われる。全国約1,300地点のアメダスデー

タを用いて，平成 4年以降の極値（70mm/hr以上）を見てみると，発生件数

は確かに増加傾向にある。しかし過去20年間にさかのぼると，近年より発生

件数が多い年があるり。実際，局地気象評価予測モデル （LOCALS）を用いて

計算したところ，都市化に伴って都心部に人工排熱（50W/m2）が生じたと仮

定しでも，発生する降雨量は高々20～30mm/hrであり，豪雨の発生には至ら
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ないとL、う結果となった5）。モデルの基礎方程式は静力学近似，圧縮方程式系

を採用しており，運動方程式（風，気温，水蒸気），質量保存式，静力学平衡

式，状態、方程式からなるものである。

洪水現象を知るためには，降雨データに基づいて雨水流出計算を行う必要が

ある。現在，大河川流域では貯留関数法（74%），中小河川流域では合理式（59

%：都道府県管理河川で最近計画を策定した281河川が対象 以下同じ）に基

づいて流出解析が行われている。しかし貯留関数法ではその変換過程にフラッ

クボックスが含まれるし，流域面積が50km2以上のよ うな大きな流域にも合理

式が適用されてレる場合がある（合理式36%，貯留関数法44%）。最近，二価

非線形貯留関数法が用いられ，従来に比べて物理過程が加味されるようになっ

てきている。しかし精綴な水循環モデ、ルに比べると，物理過程の取り込みは

不十分であり，今後高水－低水対応、の分布物理型水循環モデルといった洪水時

の流出現象を （河川規模や管理区域にかかわらず）物理的に追跡できるモデル

が開発されることが望まれる。そして，解析にあたって，水路や下水道などの

排水施設については初期流量をゼロや満水にすると，流出量が過小又は過大評

価されるので，計測された平常時流況を初期条件に与える必要がある。このよ

うに降雨そのものが計画の対象となるのではなく ，流域の土地利用や河道特性

により変換された洪水流量が計画値となるものであり，その意味で河川砂防技

術基準 （計画編）では計画降雨ではなく ，対象降雨に用語が変更される予定で

ある。

3 洪水を知ることから始まる

洪水現象はマクロ，ミクロ双方の観点から見る必要がある。マクロに見ると，

河川は上流から下流に流下するに従って，河床勾配が緩くなり，かつ川幅が広

くなるために，洪水波形は扇平になってし、く。しかし途中で大支川が合流す

ると，波形が尖鋭になる場合があるし，狭窄部では特異な水理現象となる。狭

窄部では洪水規模が大きくなるほど，上流部における水面勾配が緩くなり，貯

留効果が現れる（上流部で氾濫する悪影響もある，いや下流の都市を守るため

に上流で氾濫させてL、た）。狭窄部以外にも，広い高水敷や連続した蛇行部が

あれば，河道貯留される流量が多くなる。例えば，岩木川中流部では洪水流量

の 1～3割程度の河道内貯留があり，不定流計算による感度分析の結果，貯留

要因は蛇行，高水敷，（高水敷の）リンゴ園の影響がそれぞれ4割， 3割， 3割
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であった。このように不定流計算手法を用いれば，時間特性を考慮した実際に

近い水理現象を再現できる。現在の施設設計は不等流計算結果により求めた水

位に基づいており，直ちに設計に不定流計算結果を採用することは難しいが，

20～30年後には河道計画策定に不定流計算を用いるのは常識となるであろう。

なお，貯留効果により不定流計算で求めた水位は不等流計算で、求めた水位より

低くなるケースが多い。特に河床勾配が l/1500～ 1/2000より緩い場合はその

差が大きくなる。

一方，洪水をミクロに見ると，木下博士6）が ADCP（超音波ドップラ一流速

計）を用いて洪水流の並列らせん流， 3次元流速分布，縦渦の発生，深掘れ域

における縦渦の消失を明らかにしたように，洪水の流れは複雑である。特に湾

曲部や横断工作物がある区間では局所的に複雑な流れとなるので，その挙動を

実験か解析により明らかUこする研究の必要性がある。また，河道内の樹木は洪

水の阻害要因となる場合があり，洪水疎通能力増大のために，伐採されること

がある。伐採はどの範囲でもよいのではなく，伐採に伴う流れの変化を見なが

らその範囲を定める必要がある。樹木を伐採すると，基本的には堤防法線と平

行な領域で流速が増大する。従って，堤防沿いの樹木を伐採すれば，堤防沿い

の流速が早くなって，堤防にと って危険となるので，伐採は必要最小限とする。

高水敷上の樹木は大きな粗度要素となる場合があるので，適切に評価しなけ

ればならない。現時点では水深 h／樹木高仰と樹木の倒伏状況（直立，たわみ，

倒伏）から高水敷粗度係数を設定することとしている。しかし特に h/hvが

小さい場合は実現象とあわない場合があり，特に h/hv < 1.1の場合は大きな粗

度となるため，死水域に設定するようにしている。今後は粗度係数と相聞が高

い水深 h／倒伏高さ t（倒伏後の植生高さ）に関するデータを数多く蓄積して適

切な粗度係数 nを設定する必要がある。現時点における解析では h/hv < 1.1の
場合，ヨシの倒伏実験データ等より，図 2のように h/tが 2あるいは 3を境界

として，粗度係数を設定する方法を提案している7)。なお，高水敷上の樹林化

は流砂量の減少に伴 う河床低下により高水敷の冠水頻度が減少した磯床河川で

起きることが多い（千曲川，多摩川，渡良瀬川｜，手取川）が，河床低下しなく

ても洪水流量の減少により樹林化している例（片貝川（富山））もある。

樹木が広範囲に密生すると，洪水時の水位上昇量は大きくなるが，通常の場

合樹木による水位上昇は局所的である。橋脚がある場合も水位上昇し， Fr（フ

ルード）数が0.5を超えると若干大きな水位上昇となるが，樹木と同様その影
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図 2 高水敷植生の粗度係数

響は局所的である。水位上昇量はそれほど大きくないが，橋脚による影響が長

区間におよぶ Fr<0.6の場合に，その影響を河道計画に見込むこととする。一

方，砂チIi，湾曲などは樹木や橋脚以上に大きな水位上昇要因となる。砂州によ

る水位上昇は砂州高によるが，特に川幅／水深が大きいほど，また水深／粒径

が小さいほど大きくなる。すなわち，複列ゃうろこ状砂州の急流河川が要注意

となる。砂州が発達して水位上昇が大きいということは，逆に言えば河床洗掘

が起きているということでもある。湾曲部では流速の 2乗に比例，曲率半径に

反比例して外岸側で水位上昇する （堤防法線と低水路法線の位相差がある場合

は内岸側で水位上昇する場合もある）ので，急流河川の急、湾曲区間で大きな水

位差となる。常願寺川や黒部JllCs 44洪水）では砂州等の影響により左右岸水

位差は 2～ 3mの区間もあり，最大で 4mの水位差が生じた。通常は扇状地

河川でも水位差は大きくて 1～1.5m程度である。参考までに図 3にセグメン

ト2-2 （セグメントとは代表粒径のと河床勾配Iによ り決まる河道特性指標

であり， 7. 2節に分類の目安を示した）の河川の30～50k区間における水位

上昇量を示した。この水位上昇量は低水路組度，高水敷粗度， 死水域（樹木，

急拡 ・急縮），境界混合に伴う計画高水流量流下時の洪水位に加えられる水位

である。ただし，湾曲部においては湾曲と砂川｜による水位上昇が同時に生じて

いる可能性が高いため，何れか高い値を採用している（図では高い値で図化し

上昇量の低い湾曲による水位上昇は内書きとしている）。図よりこの河川では，

洪水位は砂州，橋脚，湾曲，支川合流の順番で上昇量が大きくなっている。
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洪水時の防災活動にとって重要となる洪水予測では， 2章で、述べた豪雨～洪

水特性を反映させて予測を行う。また，上記した様な要因を含んだ精微な予測

は困難であるが，少なくとも予測式のパラメータを一定とするのではなく，豪

雨時の特性に対応させた修正パラメータを採用する。既往の調査（項目にもよ

るが約400～500の観測地点調査）によると，図 4のように実績水位等を用いて

オンライン・キャリプレーショ ンによりパラメ ータを自動修正して精度向上を

図ったケースが 2/3もあった九同調査結果によると，洪水予測では気象庁－

気象協会等の予測雨量を活用して流出量を計算し，洪水流量を予測している

図3

｛也

パラメ ヲ修正計算方式

洪水予測手法図4

降雨予測
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ケースが約 6割と多いが，独自の予測雨量を活用しているケースも特に東北・

関東地方整備局で多し、。洪水予測はほとんどの河川で貯留関数法により行われ

ているが，水位相関に基づいて洪水予測を行っている地点も約 I割あり，北陸

地方整備局では（急流河川が多いこともあって）約 1/4の地点で水位相関法を

採用している。

4 安全性を考えて河道計画をたてる

4.1 掘削・樹林等による安全度向上

平成 9年に河川法が改正されて，河川環境の整備と保全が目的として明確に

位置づけられるとともに，従来の工事実施基本計画が河川整備基本方針と河川

整備計画に分けられた。河川整備基本方針では流量配分 （基本高水ピーク流量－

計画高水流量），主要地点の計画高水流量・計画高水位－川幅－維持流量が記

載されている。現在，河川整備基本方針が13水系で，河川整備計画が 7河川で

策定されているが，策定数はまだ多くないヘ

＊河川整備基本方針の策定水系 留萌!II.I:少流川，最上川，米代JI！，多摩川， 荒川

（新潟），狩野JI！， 豊川，由良川，斐伊川，大野川， 白JI！，本明川

河川整備計画の策定河川｜：留萌JI！，沙流JI！，多摩川，豊川，中筋）｜｜ （四万十川水

系），大野川，白川

河川整備基本方針の策定にあたっては，流域内の流量配分を決定する必要が

ある。流域には河道以外に，ダム，遊水地などの施設が考えられるし，河道掘

削を行えば，疎通能力を増大することが可能となる。近年，ダム建設に対する

風当たりが強く，ダムが建設できないなら，河道を掘ればよい（限界河道）と

し、 う安易な考え方が多L、。河道掘削は河床高を低下させ，他区間も含めて護岸

や橋脚の基礎を侵食したり，下流への流砂量が減少して，下流河川の河床低下

も引き起こす。河床が低下すると，周囲の堤内地の地下水位が低下し，水田が

乾田化に向かう場合もある （古来の河道の直線化なとーの河川改修は乾固化のた

めの水位低下も目的であった。すなわち古来の河川事業は治水目的だけではな

かった）。岩河床では掘削自体ができない場合があるしたとえ軟岩であって

も縦侵食を防ぐために保護する必要がある。岩が露出している区間では基岩面

をコ ンクリート基礎設置高とする。磯層の下に砂層が存在する河道を掘削して，
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河床材料が礁から細砂に変わると，大場川（静岡）のように洪水により河床が

一気に低下する危険性もあるので注意する必要がある9）。

また，堰や床止めなどの横断工作物により洪水疎通能力が低下しているため，

天端高を切り下げる場合がある。切り下げによって河床高が低下すると，本）｜｜

における影響が少なくても支川の河床低下におよぼす影響は大きいので，その

影響を事前に予測しておくとともに，必要に応じて合流点付近に床止めを設置

する必要がある。例えば，扇状地河川 （河床勾配 1/250）で床止めを90cm切

り下げると， lkm以上離れた上流区間の河床は変動しないが，1km以内の区

間では最大で lm程度河床低下する。この河床低下は同程度の支川の河床低

下を引き起こす。このように河床変動は河道の安定，構造物・侵食に対する安

全性を考えるうえで重要ではあるが，詳細については文献10）にまとめている

ので，本稿では割愛している。

このような影響を伴った施設対応を行うよりは，水田等を利用して浸水許容

（又は雨水貯留）する方が経済的で，かつ短期間にある程度の安全度を確保で

きる場合がある。水田とは言っても流践に宅地もあるので，許容浸水深は床下

浸水が限度となる。氾濫受忍に関しては文献11）にまとめられている。想定洪

水 （水害発生洪水）に対して，また他河川とのノくランスで十分な安全度（堤防

高）を確保できない場合は，川沿いの堤内地に河畔林を設置して，万一越水し

でも氾濫流量を少なくする方法もある。建物上流の樹林帯は氾濫流による建物

流失危険度を低減させる効果もある。因みに，余笹川水害（H 10）が発生し

た余笹川 （国道294号余笹橋～国道 4号余笹橋の約14km区間）では樹林帯（元

々防風林）があった家屋の流失率は樹林帯がなかった場合の流失率の約半分で

あった12）。樹林帯については，平野ら13）などにより抵抗体としての土砂流出抑

制作用 （滅勢による土砂堆積）に関する研究も行われている。

急流河川では堤防の侵食は破堤を引き起こすことがある。これに対して堤防

前面の樹林帯により破堤災害を減少させる手法も研究されている。坂野14）は水

理模型実験によって，堤外樹林帯の氾濫拡大抑制効果を明らかにした。実験の

結果判明したことは以下の通りである。

－樹林帯により破堤の進行 （破堤幅）が抑制され，氾濫流量が減少する

－樹林諸元 （樹林密度，樹林帯幅）が増加するほど，氾濫拡大抑制効果が

増大する



ハリー

－樹林諸元が同ーの場合，その効果は河道湾曲率によらず，一定である

洪水流が樹林帯裏側へ流れ込んで堤防法面を侵食させないように，樹林

を配置する必要がある（3章で示した「堤防際の樹林を伐採すると，洪

水流により堤防が被災する危険性が高まる」ことと関連する）

4.2 マクロな安全度評価・向上

もう少しマクロに安全度を見ると，治水安全度自体を考え直すとし、う方法も

ある。現在は大河川の安全度を中小河川の安全度より高く，または背後地が都

市域の安全度を農村域より高く設定している。この手法は確かに基本となるが，

都市域がパッチ状に分布する場合，また大河川がなく，中小河川が一面に分布

している場合などは安全度設定を変更することもありうる。現在治水安全度バ

ランスは神田）｜｜，鶴見川，寝屋川を対象に氾濫原特性に対して検討されている

が，今後上記の視点を加えた検討が行われるべきである。都市域では下水道が

網目状に配置されている （H12年度末の雨水対策整備率：東京70%，大阪57

%，愛知53%15））ので，河川｜と下水道との安全度バランスを考える必要もある。

排水先の河川の整備が進まないうちに，下水道整備を進めると，状況によって

は事業による便益がマイナスになる（水害被害額が増える）場合もある。環境

政策の支持により，下水道事業費が伸びている状況を考えると，この傾向は今

後益々顕著になる可能性も考えられる。安全度パランスの設定にあたっては，

河川・下水道内の水の動き，河川・下水道からの氾濫を考慮できる一体型モデ

ルを構築する必要がある。土木研究所16）ではこうした観点より PWRI(Precipi-

tation, Water Routi時 andInundation）モデルを開発するとともに，現地観測

体制を整えてきた。

明治時代の第一期・第二期治水計画では流域平地面積に基づいて対象河川が

選定され，これはとりも直さず，大河川（又は大規模農地の地主）重視の治水

政策であった。現時点における安全度設定の基本となっている河川整備基本方

針の超過確率は，流域面積，洪水想定氾濫区域（想氾区域）の面積・人口・資

産・出荷額とL、う大河川の指標 （5指標）に，想氾区域内の人口／面積，資産

／面積，出荷額／面積といった河川の重要度を加味した指標（3指標）により

決定されており，大河川と都市河川の両者の特性を考慮した安全度設定となっ

てしる。今後は背後地の重要度の評価又は災害時の機能確保の観点より、
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－防災機能 国土交通省工事事務所，県庁，市役所，警察署，消防署他

・都市機能：ライフライン施設，幹線道路，運輸施設，地下街，銀行

・弱者施設：老人ホーム，身障者施設，保育所，幼稚園，小学校，病院他

・その他：危険物貯蔵所，化学工場＊，ゴミ処理場

などの施設・機能を対象としたソフトの評価指標も加えられるべきであるし

できれば（地震対策で指定されたものが多L、）避難所の安全度評価もあわせて

行うべきである。なぜなら，大規模な氾濫が発生すると， 一般家庭，事業所の

被害はもとより，例えば防災機関が浸水して，その機能がマヒすると，防災活

動に支障が生じて被害が助長される場合があるからである。以前関係者が集

まってこの点について議論したが，中途半端で終わってしまい，現在は水害ポ

テンシャル評価という形で研究ベースで考察されつつある。将来的には堤防の

安全度評価と水害ポテンシャル評価を複合した総合評価結果に基づ、いて流域対

策を含めた河川改修が行われるべきであろう。

＊日本においてはりん化石灰と氾濫水との反応に伴う発煙－発火（1961）などの災

害があったが， 事例はそれほど多くない。一方， 2002年ヨー ロッパ水害ではドイ

ツのエノレへ川で，下流の化学工場を浸水被害から守るため，堤防を爆破して氾濫

水を制御した事例がある 17）。

5. 環境に配慮して計画をたてる

最近の環境復元－再生手法を見ると，釧路川－標津川の蛇行復元のように，

以前の河道状況に近づけるように河道平面形や横断形を見直している事例が多

い。確かに，従来の河道形状がその河道本来の特性に対応したものであれば問

題ないが，日本の河道は人間の手が加えられた人工河道が多いため，この点に

注意が必要である。環境について配慮すると，河床高は一定でなく，変わるも

のと解釈されるので，現在では計画河床高とし、う表現は用いられていない。

従来の蛇行河道を再現する場合，河道にとって適切な蛇行形状は河道特性（砂

州形態，川幅 B，水深 H）によ って異なるので，蛇行波長は以下の通りとす

る。なお，単列砂州では砂磯堆の移動が停止する蛇行角があり，砂州、｜の波長／

川幅が10の場合が15度， 5の場合が35度である 18）。
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B/H豆70 →単列砂州 →蛇行i皮長＝（ 5～15）×）｜｜幅

B/H孟140→複列砂州 →蛇行波長＝（ 2～ 6）× JI！幅

B/H孟数百→うろこ状砂州→蛇行波長＝ (1.5～ 4）×）｜｜幅

注）70孟B/H孟140の領域では単列砂州と複711砂州が共存する

災害後又は洪水疎通能力増大のため，蛇行区聞をショートカットする場合が

ある。余笹川水害 （H 10）後，栃木県も同様の計画を立案したが，著者らは

ショートカット区間の河床高を蛇行区間より lm 高くして，かつ蛇行区聞を

残し，平常時は蛇行区間，洪水時はショートカット区間と蛇行区間に洪水を流

下させることを提案した。改修後，山付けの淵は良好に機能したが，ショート

カット区聞に植生が繁茂した。ショートカット区間における河床高の設定につ

いては今後検討が必要である。なお，環境に配慮、した樹林の伐採事例としては，

中津川（盛岡）で野鳥の生息を考えて， 50m間隔で15～20mの植生帯を残し

て伐採した事例，和泉）｜｜ （横浜）で鳥類の営巣を考えて水際で50cm，その他

の場所で20cmを刈り残して伐採した事例などがある。

高水敷幅が狭く，河岸侵食対策工がないと侵食破堤したり，護岸・根固め等

の強固な施設が必要な区間でも，護岸は環境に配慮して広範囲に設置するので

はなく，護岸と一体となった水制群を用いて侵食外力を軽減する。この水制は

根固め水制又は水はね水制で，根固め水制が高さが高くない水制で，護岸前面

の流速を軽減し，洗掘を防止するコング リート異形フ、ロッグ等であるのに対し

て，水はね水制は高さが高く （元付け部分は HWL （計画高水位）程度），重

量のある水制で強固な練積み護岸で保護されたものである。設置間隔は砂州長

の 1/2～1/3以下とするのがよい。水はね水制は水衝部を河岸から離す効果が

ある反面，水制先端や下流部が洗掘される場合があるので，水制周辺に根固め

ブロック等を設置する。水制による流速低減効果は桟型粗度として評価する方

法lへ抗力を評価する方法がある。水制は侵食外力を軽減する他に，例えばセ

グメント 2-2区間では水制聞に土砂を堆積させる効果もあり，ワンド形成な

どの環境増進機能も有している。以下には根固め水制の諸元201及びセグメント

毎に見た水制工種21）について示す。水制長は河岸から深掘れ位置を離すために

は川幅の2割程度まではよいが，流水を阻害しないかどうかを確認しておく。

なお，水制の向きは低水路法線に直角が基本となるが，水制聞の土砂堆積を期

待する場合は若干上向きとする。 下向きにすると，越流水制では越流した洪水
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流が河岸を侵食する場合があるので， 注意する。

水制高→Hw L×（0.2～0.3) 

水制長→川幅×0.1以下

設置間隔→水制長× （2～4)or水制高× （10～30)

注）砂河川では根付け付近で平水位＋0.5～lm程度と

し， j可心に向かつて 1/100～1/20の下り勾配とする

セグメント I →不透過型水市IJ （ポスト型，ピストル型）が基本

セグメント 2 l→不透過型水制 （コンクリートブロック積み，沈床や捨石を併用）が基本

セグメント 2-2→透過型水制（杭出し他）が基本

多自然工法の被災実態を調べると， もっとも多い事例が覆土の流失である。

護岸上の細粒土は小さな掃流力で容易に流失するので，①植生により保護する，

②流失しない材料として礁を用いる（特に水際では石等を用いる），③ジオテ

キスタイルシートで覆う，④流況が厳しい区間では擬石を設置しその間隙を

土砂で覆うなどの方法もある。覆土の厚さは植生の活着，施工性を考えて40

cm程度とする。有機質士は植物の生長には良いが，高含水比のため締固めに

くいので施工性がよくない。また，瀬や淵を確保するためには，河床高の均一

化を避ける必要がある。そのためには河道掘削を行う場合，低水路だけでなく ，

高水敷を掘削する，又は低水路を浅く 一様に掘削すると生態系にとってよい。

瀬 淵まで含めた河川地形の形成を考える場合，河床変動計算は 2次元で行う

必要がある。関連して，中小河川における洪水計算では等流計算（54%）が主流

であり，不等流計算（31%）の実施河川数はそれほど多くない。今後は環境を

考えた地形を的確に予測するために，少なくとも不等流計算を行う必要がある。

多自然型川づくり 22）では柵工，粗柔沈床などの工法を施工する際に木材が使

用される。聖牛や法枠工の木材は強度を必要とするため，径 8～18cmの杉や

松丸太を用いる。柵工はヤナギによる護岸形成を期待しているため，杭木の耐

周年数は 2～ 6年程度を見込めばよく，やや細めの松丸太を用いる。柳枝工，

栗（玉）石粗采工，組柔沈床の場合は柵組采を編み込む支柱として径 4cm程

度の広葉樹（カエデ，ナラ，エゴ等）の小杭を用いる。広葉樹はしなる性質を

持っており，河床変動に追随できる。なお，木材は水面付近で乾湿を繰り返す

と，腐朽して強度が低下しやすい。常時水面下にある木材の劣化は微弱であり，

特にアカマツやカラマツは水中での耐朽性が大きい（腐朽しにくい）。
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植生が生える護岸として，ポーラスコンクリート護岸が採用される場合があ

る。ポーラスコンクリート護岸は25%以上の空隙があると植生の繁茂状況がよ

い（強度を重視する場合は21%以下の空隙とする）。逆に空隙があるため，従

来護岸に比べて強度が低下することが懸念されたが，礁を用いた落下試験の結

果，空隙が衝撃を吸収して，従来護岸以上の耐衝撃性を有していることが分かっ

た23）。ただし凍結融解作用により特に水際部などは破壊する危険性も考えら

れるため，堅硬で粒径の小さい骨材を利用し，耐久性を高めておく 24）。なお，ポ

ーラスコンクリー卜護岸の裏側に裏込め材を入れた り，遮水シートを設置する

と，水の供給が少なくな り，植生が生えにくくなる場合がある ことに注意する。

6. 合理的に洪水調節・ 分流を行う

河道計画における洪水調節に関して，ダム以外の手法（遊水地，放水路， ト

ンネル河川｜）について，その得失を明らかにする。各手法の長所・短所の概要

は表 1の通 りであるが，以下に示すような留意事項が考えられる。

O遊水地の越流堤の計画にあたっては，本間公式が使われることが多い。この

表 1 遊水地，放水路， トンネル河川の長所 ・短所

＼ ＼ ＼＼  長 所 短 所

遊 水 地 －支川合流点，洪水疎通能力不足区 －基本的にピークカットであり，調

間上流でほぼ確実に洪水ピークを 節容量は遊水地規模による （下流

カソトできる に建設すると，大きな調節容量を

－遊水地内の標高を変えて，多目的 必要とする）

化すれば， 平常時に利用しやすく －自然流入の場合， i可床変動によっ

なる て流入量が変動する

放 水 路 ・十分な河積をとれれば，大きな流 －広範囲の用地買収が必要となる

量を調節できる －本川への流砂量が減少して，河床

－維持管理は通常河川と同様でよい 低下を起こす場合がある

－地域分断を起こす場合がある

－排水先の濁水問題が懸念される

トンネルI可！｜｜ －用地買収の必要はない（民地下を －流木，土砂の流入により閉塞する

掘削する場合は補償要） 危険性がある

－環境上の障筈は少ない －排水先の濁水問題が懸念される

－山地部を貫通すれば，施工区間長 －建設コストが高くなる場合がある

は短くできる －維持管理が難しい
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公式は正面越流を対象としているため，越流堤長が短く評価される （短い越

流堤で越流可能）。しかし水理模型実験で越流堤長が不足して，長さを長

くして実験をやり直すとし、 う手戻りが多くあった。特に河床勾配Iが急な河

川では越流堤上で斜め越流となるため，計画越流量Q及び水位hに対して

水理公式集25）に記載されている下記の式により有効越流堤長Bを評価して

おけば，実験及び計画上の手戻りが少なくなり，有利となる。遊水地に用い

る用地に制約がある場合は境川水系の字国川遊水地（横浜市）のように，越

流水の一部を地下貯留槽に誘導するとし、う方法もある。この方式では地下貯

留槽の建設コストを要するとし、う短所がある反面，用地買収が少なくて済む

とし、う長所もある。

1 ）砥流堤高が高い場合（越水に近い形態）

1>1/12000の場合→Q/Qo =COS (155-38×log10 (1/ /)) 

l孟1/12000の場合→Q/Qo=1 

2）舷流堤高が低い場合 （破堤に近い形態）

l>l/1580の場合→Q/Qo = (0.14 + 0.19×log,, (1/ !) ）×cos(48-15×log(!//)) 

1/1580孟1>1/33600の場合→Q/Qo = 0.14 + 0.19×log10 (1//) 

1/33600主主Iの場合→Q/Qo=1 

*Qoは本間公式による越流量で， 越流状態によって以下のようになる。

完全越流の場合 Qo = 0.35Bh1.f宮古ア

もぐり越流の場合 Qo = 0.91 Bh,./ 2 g (h 1 hz) 

ここで，越流部において，敷高から見て高い方の水位がh1，低い方の水f立がわ

O越流堤の設計にあたって，法面勾配が急で天端幅が狭くなるほど，越流効率

があがり（遠心力により流入しやすくなり）， 建設コスト縮減となるが，構

造面からのチェッグや上下流堤防法面とのすり付けをスムーズにすることが

必要である。 また，法面勾配が急な場合又は越流堤高が高い場合，越流流速

が早くなるので，減勢工 （エンドシル，パッフルピア）や減勢池などによる

洗掘対策が必要となる。 一方，法面勾配を緩く すると，越流流速が軽減され，

洗掘は少なくなり，環境保全ブロックの採用が可能となるが，広い敷幅を必

要とする。

0表 2には規模の大きな遊水地の越流堤（越流堤長が100m 以上，かつ越流量

が100m3/s以上）の諸元を川裏勾配順に示した。諸元表には示していない

が，（蕪栗沼遊水地を除いて）越流量が多い越流堤ほど，（4割より緩し、）緩
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勾配の川裏勾配が設定されている。なお，表中の南谷地遊水地は自動扉が

洪水位に応じて転倒して越流水を流入させる仕組みとなっており，自動扉

の支柱121基を含めた総越流堤長は366mである。また，型式の AFはアス

フアルトフェイシング， CFt土コンクリ ート フェイシング， KMf土カ ゴマッ

ト，CBはコンクリ ー トブロック張工を表している。

。アスフアルト等で越流堤を被覆すると， 越流水には強い反面，堤体内の空気

による揚圧力が大きくなって，越流堤を被災させる場合がある。そのため，

空気を排出するために空気抜き管を設置する必要がある。一方，最近の被災

事例より，越流堤高が高 く， 高速の越流となる場合は，越流水により過剰な

揚圧力が発生して越流堤が被災する場合があることが分かつてきた。これに

対しては，設計段階で外力として揚圧力まで含めて検討し被災しないアス

フアルトの厚さ等を設定しておく必要がある。

0植生が生えることを考えて，法面にカゴマットを施工する方法もあるが，洪

水に伴う小流木 （小枝， 草），コミ などが網部にひっかかって，景観上問題

表2 遊水地越流堤等の諸兄 （川裏勾配Ill~ ）

越流堤
河川名 遊水地等名 完成年

堤長 天端幅 川裏勾配 型式

渡良瀬川 渡良瀬貯水池流入堤 1981 2.200m 6.0m 1 . 8 AF 

I，必Om 5.0m ぞ〉 イシ

’， 第 1調節池越流堤 1970 
1,100 m 

利根川 田中遊水地 1960 450m 6.0m 1 : 5 CF 

’， 菅生遊水地 1960 280m 6.0m ク ’， 

由良川 猪崎溢流堤 1956 180m 7.0m ’， ’， 

小 貝 川 母子島遊水地 1991 370m 5.5m 1 : 4 KM 

i中館川 i中館川遊水地 1984 120m 5.0m ’， CF 

最上川 大久保遊水地
3.000m 5.0m 1 : 3 CB 

1996 
法枠2.000m 

鶴田川 品井沼遊水地 860m 4.0m ’， AF 

旧迫川
蕪栗沼遊水地 1987 400m 4.0m ’， ろ〉

小田山川

迫 ！｜｜ 南谷地遊水地 1958 300m 5.7m 1 2 CF 



末次 口F部河道計画立案に向けた研究展望 l 7 

となる場合がある。洪水が流入しなくても法面上にパッチ状に植生が生え，

特に草本類が生えると一帯が植生化される。なお，カゴ‘マ ットが施工されて

も天端面は一部アスフアルトで施工され，小貝川で天端幅5.5m ~·こ対して

1.5 m，鶴見川で天端幅15mに対して13mはアスファノレ卜面となっている。

一体型でない，また屈携性のある環境保全ブロックを用いれば，軟弱地盤へ

の対応上も有利となる。

0放水路を建設すると，大きな洪水流量を確実に分派でき，洪水の疎通能力を

大幅に向上させることが可能となる。しかし洪水分派に伴って大量の土砂

が放水路に流入し，本川への流砂量が減少する結果，本川の河床低下や海岸

侵食を引き起こすことにもなる。例えば，信濃川の大河津分水路（T11通水）

は洪水流量のほぼ全量を分派するため，本川への流砂量が減少し，信濃川本

川の河床が低下傾向にあるとともに，下流の海岸域が侵食された（新潟港に

おける波書装の影響もある）。新潟西港近くの水戸教浜地区では明治22年から

昭和22年の58年間にかけて約350m も海岸線が後退した（昭和22年以降侵食

は平衡状態にあるが，漂砂の下手側は現在も侵食傾向にある）一方，大河津

分水路河口には 3km2以上の新しい土地が生まれた。流砂対策としては，分

派点に分流堰を設置したり，堰下流に沈砂池を設置することが考えられる。

0トンネル河川を開水路方式で、計画する場合，現在“①設計流量を計画高水流

量の 3割増しとする，②①で、設定された断面に対して15%の断面余裕率を設

ける，③断面設計上の粗度係数は0.023（流速チェックは0015で行う）とす

る”という 3つの設計上の余裕が見込まれている。①は流木，塵芥，土砂に

よる疎通障害及び将来流量増を行うことが困難なことに対して設定され，②

は断面上部にスムーズな空気流を確保することに対して設定されてし、る。こ

のように，トンネル河川は流木・土砂による閉塞（スクリーンや堰を設置でき

る場合は危険を軽減できる），将来断面を変更することが難しいといった特

殊な条件を有しているため，通常の施設より高めの安全度を見込むのは当然

であるが，コスト縮減という観点から見れば，改善の余地があると思われる。

O河川砂防技術基準（設計編）の見直しにおいて， トンネル流入口の急縮によ

る水面変動が少ない，また土砂・流木等による水面変動が少ない場合は上記

した②③の条件を考慮、して設計すればよいとし、う緩和規定が設けられる予定

である。この規定の運用により，条件により異なるが，断面縮小により 3割

前後はコスト縮減が可能となる。なお，水理模型実験の結果では，超過洪水・
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土砂堆積に伴い空断面積が少なくなった（空気流の疎通が悪くなった）場合，

またトンネル流入口の断面が急縮して水表面が波打って流木がトンネル上面

に押しつけられた場合に流木が閉塞しやすくなるこ とが分かった。

7. 河道計画を策定する

7. I 河道計画検討の手引き

個別の河道計画については，山海堂から発行されている河道計画検討の手引

き （新手引き）26）に基づいて，計画が策定できるようになっている。新手引き

は基本的な骨格は河道計画策定の手引き（案）を概ね踏襲しているが，見直し

を行った項目もあるので，主要な修正内容を以下に示す。

【境界混合係数】 標準的な境界混合係数fのうち，樹木群が 2つの流れに

挟まれて水没している場合，樹木群に接している部分の係数は従来一律

0.10であったが，新手引きでは樹木群の幅 M 及び高さ hwの関数とした。

I <bw/hw<34.5の場合， j=0.03 (bw/hw)034 

bw/h山＞34.5の場合， j=0.10

樹木群より高い部分の係数は従来I.2であったが，新手引きでは0.17とし

Tこ。

【砂州等による水位上昇量】 水位上昇量は痕跡水位の記録が少ない場合，

河床勾配，川幅／水深（平均年最大流量時）の関係図より求めるが，そ

の関係図を見直した。

【高水敷粗度係数】 低水路粗度係数の検討において，逆算値と推定値に大

きな差が見られる場合，検討の条件（代表粒径とセグメント区分，高水

敷粗度係数，死水域設定）を詳細に検討して，再度低水路組度係数の設

定を行う。このうち，高水敷樹木群の繁茂密度が小さい （樹木群内の流

量を無視できなし、）場合や樹木群の幅が低水路幅以上の場合，樹木群を

死水域として取り扱うと，高水敷の粗度が過大評価になる恐れがあり，

水深，樹高，枝下長さ， 高水敷地表面の粗度係数，透過係数の関数によ

り粗度係数を設定する （3章で‘述べた倒伏高さ，水深の関数を利用する

方法もある）。航空写真で見て樹木が密生しているように見えても，校下

高が高く，樹木聞を洪水が流下することはよくある。
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以下では新手引きの利用にあたっての考え方と留意事項について記述する。

従来は不確定要素を粗度係数に入れ込むこ とによ って計算水位と実績水位の整

合を図っていた （実績洪水が計画洪水に比べて規模が小さい場合があることも

問題であった）が，新手引きでは洪水流及び土砂流に関して集積された知見等

を用いて，物理的な観点を踏まえて計画高水位 （HWL）の評価を行うことと

している。 HWL算定にあたっての基本的な考え方はセグメント毎の相当粗度

と水深又は河床材料の代表粒径から流速係数 （平均流速／摩擦速度）を求めて，

この値と HWL時の水深より粗度係数を求めて，準 2次元不等流計算（低水路

と高水敷聞の相互干渉 （境界混合）を考慮した 1次元不等流計算）より HWL

を計算するものである。すなわち，代表的な粗度係数の算定プロセスは以下の

通りである。粗度係数の算定にあたっては，計画高水流量流下時に無次元掃流

力叫が遷移領域に入る （概ね＇＊ = 1～2）と，粗度係数が小さくなることに

注意する必要がある。

ゐ（代表粒径）→1次元町）下二宮）数）子 n叩数）

H."' 6 n=N  

なお，岩河床，低水路蛇行が著しい場合，横断工作物が連続する場合は上記

手法では評価できないので，洪水時の痕跡水位に基づく逆算粗度係数を用いる。

例えば，荒川（関東）の砂 ・泥岩露出区間で0025～0 030，最上川の岩露出区

間で0.049とし、う逆算組度係数が得られているし，米園地質調査所 （USGS)

では0050～0.079とし、う結果が得られている27）。 なお，痕跡水位の計測にあたっ

ては，河口近くで飛沫を計測して水伎が高めに出る場合があるし， 高水敷の樹

木群の裏側といった水裏部の水位を計測して，水位が低めに出る場合があるの

で，これらの箇所の痕跡調査には注意が必要である。

新手引きに記載された支川合流による水位上昇量は，合流前後の計算対象領

域を広くとると，特に川幅の変化が大きな河川では計算精度が悪くなる。でき

れば，合流点近傍で適切な領域設定を行って，計算すべきである。これら一連

の計算プログラムは河道計画シミュレータに収められているが，コンサルタン

トにと っては自前のプログラムが使いやすいということもあって， 利用率はそ

れほど高くない。計算プログラムが異なる と，基本式が同じであっても，計算
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結果が異なる場合があり，できれば統ーされることが望ましし、。

7.2 土砂・侵食への対応

一方，最近山腹崩壊や土石流の発生により流木や土砂が河道に流入して，橋

脚区間で閉塞したり，河床上昇して越水する災害が数多く発生している。甲突

川 （H5），余笹川 （H 10），高知県南西部豪雨災害 （H 13）などが典型例であ

る。これらの影響を計画上見込むことは難しいが，大規模な山腹崩壊が予測さ

れる場合，閉塞対策上橋脚のスパンを長くとったり，桁下クリアランスに余裕

を設けておくことが考えられる。 6章のトンネル河川と同様の土砂流入による

水位上昇，水面変動による流木の橋桁へのおしつけの他，橋脚のタ

小流木が橋脚にまきつき， 橋脚幅が肥大化）が流木による閉塞原因になること

が多L、。長崎（S57），山形県温海町 Cs62），広島県加計町 Cs63），熊本県一

宮町（H2）等の災害における流木実態調査結果28）によると， 土石流や山腹崩

壊に伴い発生する流木の諸元は，

発生域→大部分が河床勾配8度 (1/7）以上の渓流

樹種→針葉樹 （特に杉）が6～ 7¥!ill 

形態→約 7拘lが幹のみ

流木長→最大 16～19m，平均 7～ 9m 

幹径→最大 25～40cm，平均15～20c皿

であり，流木長は橋梁スパンに比べて，それほど長くなく，複合した要因で、閉

塞が発生することが分かる。なお， 山腹崩壊量 V(m3）に対して，発生する（平

均的な）流木本数は概ね V/8と推定されている29）。流木対策としては，山地部

以外にも北上川にはパイルスグリーンによる流木止めがある。また，大量の土

砂流入が考えられる場合は，白川のように土砂流下断面を予め河積から除いて

考えるとし、う方法もある。白川では西日本水害（S28）時に 8万mg/Q以上の

濁度が発生しており 30），河積の 1割は土砂流下断面に設定されている。

河床低下傾向の河川では十分な洪水疎通能力が見込まれ，量的安全度は確保

されるが，高水位により大きな外力が発生したり，洪水継続時間が長くなる場

合があるので，堤防の質的評価を行う。評価にあたっては，侵食は河川堤防の

構造検討の手引き31）に従って，以下のようにセグメント毎に主流路からの側方

侵食幅を推定し，侵食に対して高水敷幅が十分あるかどうかを照査する。高水
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敷幅が狭い場合は根系強度と外力（摩擦速度，洪水継続時間）との関係より法

面侵食の危険性を判定する。ただし物理的観点に基づく主流路からの侵食評

価はできていないので，今後B/H，低水河岸高， u*（摩擦速度），洪水継続時

聞をパラメ ータとした侵食評価の検討を行う必要がある。

2孟d,, 1/400壬I →セグメントl →侵食帆砂州幅の 1/2キ40m

I 三三d， ~ 3' 1/5000三五I孟1/400→セグメント2ー1 →低水河岸高× 5豆30m

d，孟 1, I孟1/400 →セグメント2-2.3→低水戸I岸高× （2～ 3）孟20m

注）粒径のの単位はcmで，セグメント 3はの孟0.3mm, I孟1/5000の領域となる

河床勾配が扇状地勾配より急な河川では主流が蛇行して，洪水流が法面を侵

食し，最悪破堤を引き起こすことがあるので，洪水流の蛇行に影響する砂州の

位置及び規模について調査しておく必要がある。福島荒川（H 10）では帯工

により流心に向けられた流れが下流側で、再び広がって，砂州の影響もあって主

流が法面に衝突する形で破堤を生じた32）。侵食対策としては，堤防断面を十分

とることを基本に考える。高水敷も侵食 （堤脚保護）対策となるが，扇状地河

川のような急流河川では川幅を狭めて高水敷を造成すると，洪水時の掃流カが

増大し，高水敷は高さが低い場合は流失して，元の河原に戻ってしまう 33）。一

方，流況の厳しい区間，特に水衝部などは護岸により強固に河岸を保護する必

要がある。護岸等の計画 ・設計は護岸の力学設計法34）に従って，流速・洗掘深

を評価し，これに耐えうる護岸・根回め工について検討する。この設計法では

水理模型実験により得られた平均的な抗力係数，揚力係数を用いることとして

いるが，護岸は瞬間的に発生する大きな抗力，揚力により流失することが考え

られるので，今後抗力，揚力の時間変動特性について検討する必要がある。例

えば，（単体より移動しにくし、）群体ブロックの移動限界流速（限界掃流力に

相当する流速）を平均値 μで評価した場合と μ±2σ （標準偏差）で評価した

場合を比較すると， 2～ 3筈lj変化してしまう。

一方，急、流河川で

することが多いカ：，近年この種の床固めの被災が見られる。被災は床固め下流

の洗掘が多い。従って，床固め下流にカコママットのような河床変動に対応でき

る屈撰性の高いものを設置して，剛から柔へ遷移させるようにする。同種のも

のに堰，床止め下流の護床工がある。護床工は周辺の土砂が抜け出して変形す

ることがあるが， J11口らの実験結果35）によれば，
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－護床工下の河床材料は下流端から抜け出すとはかぎらない

－護床工下流で発生した跳水が上流に移動する時，護床工直下流の圧力が

小さくなることにより，護床工下の河床材料の抜け出しゃ護床工の移動

が起きる

－護床工下流の跳水状態の変化により底面に作用する圧力も変動する

ことが分かった。護床工の設計は「床止めの構造設計手引き36）」に従って行う

が，急流河川ではエンド、ンルやノミッフルピアの設置により，跳水区間長を短く

できれば，護床工の下流長さを短くできる。

また，流況がそれほど厳しくない区聞は環境保全型ブロックの採用について

検討を行う。環境保全型ブロ ック，特に突起型ブロ ックや複雑な形状のブロッ

クについては，まだ水理学的評価方法は確立されていないので，今後検討が必

要である。国総研では平成13年度より洪水に対する環境保全型ブロックの水理

学的評価方法に関する研究を開始している。通常の護岸ブロックについては，

（財）土木研究センターのマニュアル別に基づいて，護岸の抗力係数，揚力係

数，横揚力係数を評価して，要求される性能からブロ ックを選択できるように

なっている。これまでの実験結果等を踏まえて，流速の計測手法（流速分布の

確認，計測位置），断面平均流速の出し方，摩擦速度から相当粗度を算定する

場合の抗力作用面積の求め方などについて検討し 今後マニュアルの改訂を

行ってし、く予定である。

7.3 浸透への対応

一方，浸透については簡易手法として，平均動水勾配が 5割以上，高水位継

続時間が24時間以上が相対的に安全性が低い目安となる。正確な安全性照査は

河川堤防の構造検討の手引きに基づいて行う。浸透に対する安全度が低い場合

は， JII表の透水性を低く，川裏の透水性を高くする。裏法尻におけるドレーン

工設置が安全度向上にもっとも効果的である。最近降雨浸透が堤体の湿潤に大

きく影響することが分かってきた。 従って，天端舗装や小段をなく した法面の

1枚のり化も有効となる。因みに東海豪雨（H 12）の際には新川でHWLを超

える水位が11時間 （水場川地点）も継続したが，浸透法崩れに伴う破堤は l箇

所だけであった。しかし洪水前は渇水で，もし洪水前に通常の降雨があった

場合，浸透に対する安全率は 3割減少したとし、う計算結果もある。天端上の降
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雨が縦断的に見た天端の凹地部に集中して流れて法面侵食又は法崩れを起こし

た事例もある。

更に浸透に対する堤防の詳細な質的評価を行うには，堤防の内部構造を把握

できる各種センサーの開発が不可欠である。 コンクリ ー ト厚さが10cm以下の

場合，赤外線温度計を用いて，健全部と欠陥部で温度が異なる ことより背面空

洞を検知した り，サウンド ・アナ ライザーを用いて，打診で背面空洞を検知す

る技術が開発されようとしている。今後，これらのセンサーの精度及び適用性

を更に向上させ，河道管理へ適用で、きるよう にしていく必要がある。そのため

には，セ ンサー メーカーとの共同研究やコンペ形式の技術評価が有効となる。

また，洪水時に浸透による崩壊， 高水敷の洗掘などの変状を光ファイパーでリ

アルタイムに計測できる堤防センサーが開発されている。漏水センサーは阿武

隈川，肱川，利根川，肝属川支川串良川，庄内川支川新川，洗掘センサーは信

濃川支川魚野川に設置されている （表 3）。 これは堤防が浸透 ・洗掘で崩落 し

て錘が沈下して歪む（伸びる）と散乱光の周波数が短い方へシフトするという

光フ ァイパー（情報伝送用の光ファイバーと同 じ）の性質を利用したものであ

る。光ファイパーの中継基地をlOkm以内に設置すれば， mm単位の変状の発

生位置を lm単位で検知できる。 今後は実洪水によ る変状を検知できるかど

うか，またその検知精度を検証していく必要がある。

表3 堤防センサーの設置状況

水系名 i可川名 導入 目的 方 王t 敷設長

阿武隈川 阿武限川 H 12.3 漏水 ライン型＋ V型 1.000 m 

肱 ）｜｜ 肱 Jll H 13.3 ’〉 イシ 280m 

信浪川 魚野川 ’， 洗掘 ライン型 l,850m 

利根川 利根川 H 14.3 漏水 ’， 400m 

肝属川 串良 川 。 今 イシ 320m 

庄内川 新 Jll H 14.5 ’， ／，シ 232m 

注1）フィールド試験実施河川l：梯川，仁淀川，斐伊川，川内川。梯川は洗掘センサー，他
の河川は漏水センサーを設置

注 2）ライン型は低コストで施工性がよい， V型は感度がよい
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8 安全で，しかも経済的に施設を計画する

昨今の公共事業費削減といった経済情勢下では，安全性を向上させるのに多

額の事業費をつぎこめばよいとし寸時代ではなくなった。また， 2025年には維

持 更新投資額が全体の42%に達するとし、う試算結果 （建設投資額の伸びがな

いケース）もあり，ランニ ングコストにも配慮する必要がある。従って，コス

ト縮減を念頭に置いた事業計画を策定する必要性が日増しに高まってきている

と言える。国土交通省では公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針（H

12～）に従って，工事コスト，便益，時間的 ・社会的コストまで含めたコスト

縮減を推進している他，数値目標として， H 15年度から 5年間で H14年度に

対して15%の総合的なコスト縮減を達成する予定である。この15%には従来の

コスト縮減率に加えて，規格の見直し分，事業便益の早期発現コスト，将来の

ランニングコスト縮減を含んでいる。

以下には，コスト縮減の可能性を考えたいくつかの事例を列挙する。なお，

コスト縮減を考えすぎたために，基準を度外視した設計を行った例もあるので，

最低基準を守りながら，コスト縮減を考える必要がある。

8.1 雨水流出抑制

O雨水流出を抑制するために，従前防災調節 （整）池，駐車場・校庭・棟間貯

留，浸透施設（浸透マス トレンチ，透水性舗装）などが建設されてきた。

他には水田を貯留に活用したり，ため池の堰堤嵩上げて、流出抑制する方法が

ある。水田貯留（遊休地の保全・転用防止）については，千葉県市川市や埼

玉県越谷市で実施されてきた。これは現況の水田をそのまま活用するもので

あった。栃木県西那須野町で‘は水田の畦を嵩上げして機能を高めるとともに，

水路と水田をパイ プでつなぐ方式を採用した。嵩上げに伴う労働力や機械経

費代価に対しては水田て・25円／m2・年，水田以外で、20円／m2 年の補償が行

われた。

0防災調節池の計画にあたって，急勾配の地形に建設する場合，堰堤高が高く

なって，建設費が高くなる場合がある。この場合，小規模調節池を複数建設

して，調節池を連結する とコスト縮減が可能となる。

0浸透施設は 1施設毎の効果はそれほど大きくないが，設置数を増やすことで

流出抑制効果を高めることができる。施設設置にあたっては，事業者の設置



末次 日下部和I道計画立案に向けた研究展望 25 

インセンティブが高まる方策を採用する。例えば，常磐新線沿線開発にあたっ

ては，宅地開発の際に浸透施設の設置が検討され，施設によ って減少する流

出量分，下水道（雨水管）の管径を小さくできた。

8.2 河川管理施設

O固定堰などの横断工作物は洪水疎通の妨げとなったり，土砂流下の障害とな

るため，治水・環境上の問題を惹起する場合がある。従来の堰に代わるもの

として，洪水時に倒伏できる起伏堰がある。特に米国で開発され，現在100

件程度の実績がある SR合成起伏堰は堰柱が不要で，洪水時に倒伏した際，

溶接構造用圧延鋼材の扉体が空気袋を覆うため，ゴム引布製起伏堰に比べて

摩耗が少なく，耐久性が高い。コストも鋼製起伏堰の約半分，ゴム引布製起

伏堰の 2～3割減で，管理も容易である。空気袋を 2重構造にすると，扉体

との接触面積を大きく でき，小さな空気袋で高い堰高を確保することもでき

る。米国カリフォルニア州のフライアント・ダムは 2重構造の空気袋で5.4

m の寝高を有している。

0橋梁の設置は河道に影響（水位上昇，局所洗掘他）をおよぼす。従って， 橋

脚が洪水流況に大きな影響をおよぼす場合は，近年橋梁建設技術の向上に

伴って可能となってきた橋脚の l本飛ばし案について検討する。橋梁管理者

にとっても，長い目で見れば，トータルコストの削減につながる場合がある。

O民生安定のためには再度災害の防止が必要であるが， 他河川｜ （｜司規模の河J11, 

下流部の改修状況）とのパランス上，災害復旧の計画確率が制約される場合

がある。そこで，災害時の水位よりも堤防高が低く設定される場合は，万一

越水しでも堤内地の河畔林によ って，その影響を軽減する方法が考えられる。

O排水施設としては，樋門による自然流下方式，ポンプによる強制排水方式な

どが考えられる。樋門などの堤防横断工作物は洪水時の弱点箇所となる場合

があり，特に近接施工したり，堤防の地盤条件が悪い場合などは，要注意で

ある。そこで， 排水流量が小さい場合， 乗越堤方式の水中ポ ンプ活用を採用

すると，弱点解消と ともにコスト縮減も可能となる。阿武隈川では地盤対策

を行った後， 同方式を採用している。この方式の採用にあたっては，景観へ

の配慮が必要となる。また，プレキャスト樋門として分割した躯体を規格化

したり，躯体聞を緊張材とゴムで蝉性接合できれば，出水期における矢板締

切コストが削減でき，大幅なコスト縮減が期待できる。
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0樋門の設置にあたっては，門柱を建設する必要があり，コストや景観上問題

がある。そこで，門柱レスや門柱のユニット化，アームゲートの採用につい

て検討する。 石狩川では軟弱地盤ということもあって，重量負荷が少ない

アームゲートを試験的に採用している。

8.3 流域対策

O氾濫に対しては，堤防により守ることを基本とするが，防御対象地域が狭い

場合は輪中堤や地盤の嵩上げを検討する。ただしこの手法を検討する場合，

集落を分断するとし、う問題，対策の実施に伴って他地域へ影響をおよぼす（周

辺地域の浸水深上昇）といった点について予め検討しておかねばならない。

O人家が連担した市街地が一定範囲に形成されている場合，長い区間にわたっ

て堤防を建設するより， 二線堤により氾濫流を制御する方が効率的な場合が

ある。その際，新規に二線堤を建設するのではなく，既存の道路や鉄道盛土

を嵩上げするなどして， 二線堤化する。二線堤は 「氾濫原勾配が 1/1000よ

り緩く， 二線堤上下流の資産較差が3倍以上」が効用を発揮する目安とな

る38）。二線堤についても輪中堤等と同様の検討が必要である。

9. 住民に計画を理解してもらう

平成9年の河川法改正に伴って，必要に応じて地元住民の意見 （民意）を計

画策定に反映することとなった。これまでのプロジェクト計画において， 十分

な情報がない，また従前からの行政不信などから住民が反対運動を起こすこと

があった。通常，プロジェクト等の計画段階では住民アンケート調査，意見交

換会，説明会などが実施されてきた。しかし重要なのはプロジェクトのこと

を理解してもらう以前に，行政担当者は常日頃から地元住民と頻繁に接したり，

マスコミ （地元新聞社）等と意見交換を行ったり，関連情報の発信を行って，

「この人が言うなら，間違いなし、JとL、う信頼感を得ておくことである。また，

専門的 技術的表現ではな く，住民に分かりやすい言葉で説明しなければなら

ないことは言うまでもなし、。この意味でマイクロモデルや CGなどのプレゼ

ンテーション・ツールは事業説明にとって有力な手法となる。これまで住民の

反対で困難と見られていた事業が動き出したきっかけとして，個人 （多くは都

市計画プラ ンナー）の積極的な地元への働きかけにより信頼感を生んで，功を

奏した例が多くある。
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住民の合意形成を行うには活用実績のある各種ツールを活用するのがよL、。

日本ではあまり馴染みがないが，欧米ではよく使われる手法である。表 4に，

主要な合意形成ツールを列挙するので，参考にされたし、。こうしたツールを用

いた検討業務は現在都市計画プランナーが手掛けることが多いが，今後は河川

に詳しい建設コンサルタント会社社員がノウハウを身につけて対応すべきであ

ると考える。

もちろん，これまで住民参加や合意形成がうまくいった事例は多数ある制。

例えば，静岡県磐田市にある「住みよい磐田をめざす会」が中心となった33番

池ふれアイランド整備計画である。 33番池付近はゴミの不法投棄によって人影

の薄いところになっていたが，めざす会は空き缶回収を行ったり， 地域の憩い

の場とするため，環境整備実施計画をとりまとめた。磐田市はふるさと創生事

業により申請を採択しコンサルタント会社がまとめ役となってワークショッ

プ形式で計画が策定された。その後計画案に沿って住民自らの手によって除草，

整地，木道 ・木橋の設置などが行われるなど，住民参加で計画から施工・維持

管理までが実施された希有な事例である。

表4 主要な合意形成ツールの概要

ツール名 手法の概要

ポリシープロファイリング｜計画・ 事業の内容が公表される前に，計画に利害関係を持つ組

織や団体の利害・主張と関心のレベル，利害対立の構図を調査

することにより，予期しない問題を回避できる

ワークショップ

オープンハウス

フォーカスグループ

特定の課題のために組織された会合で， 20～40人程度の比較

的小さなグループで行われるc より大きな規模の会合の一部

として行われる場合もある

図書館や学校などにパネルや自動スライドを設置して，行政

機関が住民に情報を提供する。住民は自由に立ち寄り，関心

のあるトピックスを見たり，行政担当者に質問したりできる。

声の小さな住民の意見を聞くことができ，住民の意見や関心

を組織的に収集できる利点がある

計画に関連する特定のテーマについて， 5～ 12人を集めて行

われる意見聴取や討議のことで，事業や計画に対する反応を

予想したり，方針を引き出したりすることができる

出典）末次：住民参加の川づくり F
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他に未計画の早い段階で住民参加が行われた浅川・程久保川合流点ワンド整

備工事 （日野市）や相模川計画（相模原市），住民グループ・個人の提案や活

動が契機となった江名子川河道整備事業（高山市）や都賀川河川公園整備（兵

庫県）などの数多くの先進事例がある。ただしあまり早い段階で住民が参加

しでも議論がかみ合わない場合があるので，ある程度原案が明らかになった構

想段階と代替案の検討段階で参加するのがよい。

最後に合意形成にあたって，留意すべき点を以下に列挙しておく。

－住民反対運動は他の運動の影響が波及してくる場合が多いので，他事例

も含めて経緯・動向に関する情報を収集しておく 。影響の波及の仕方と

しては Aダム→ Bダム， c堰→ D堰といった同施設問への波及や支援

団体の参加に関連する波及がある。

－住民が計画策定段階だけに参加すると，無責任な発言をする場合がある

ので，責任を持って計画以外の段階にも参加してもらう。この意味でも

33番池ふれアイランド整備計画は好例である。

－団体代表の意見が地域全体を代表する意見であるとはかぎらない。サイ

レン卜・マジョリティ の意見を吸い上げる必要がある。 （例 l：公聴会

での発言などは声の大きな人の意見が通るので，他の人の意見について

も聞き取るようにする。例 2：農村域の人は意見をあまり言わないので，

積極的に意見聴取を行う ）。 そのためにはポストイ ッ卜により意見を書

き出してもらうという方法もある。

－説明会や公聴会などで地域の利害を代表する住民等（地権者，環境保護

団体，狩猟・漁業・農業に関係する団体）だけを参加させる方法がドイ

ツで実施されている 41）。

謝辞 ：中小河川の計画手法に関しては（財）国土技術研究センターの湧川氏，

堤防センサーに関しては（財）河川情報センターの橋場氏，遊水地の越流堤に

関してはパシフィッグコンサルタンツ（株）の浜口氏より，情報・資料の提供
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