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近年、局所的な豪雨災害が増加している中、樋門の操作遅れのリスクに対応するため、H24年度に既設
樋門の土木構造物を改造することなく、無動力自動開閉を可能とした予備ゲートを中川パンケ樋門に設置
し、試験運用してきた。
H26年度に当予備ゲートの止水性向上の改良を行い、フィールド試験を実施、基本機能の検証を行ったの
でその結果を報告する。また、改良型予備ゲートの本ゲートへの適用を考慮した土木構造と、従来型自動
開閉ゲートとのコスト比較についても検討を行った。
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1. はじめに
近年の既設の樋門を取巻く環境として、操作員の高齢
化と担い手不足、増加する集中豪雨による急激な水位上
昇と操作遅れリスクの増大、樋門施設の老朽化に伴う維
持管理コストの増大などの課題が表面化しつつあり、ハ
ード、ソフトの両面から対策が進められてきている。
これらの対策のひとつとして、一部の樋門に無動力自動
開閉ゲート（以下、自動開閉ゲート）の導入が進められ
つつある。
自動開閉ゲートとしては、構造が比較的単純なフラップ
式が数多く採用されている。
このフラップ式ゲートはゲート下部の止水のため、水路
底部に30cm程度の段差(敷段差)が必要となる。(図-1)
このため、既設の樋門改修で本ゲートまたは予備ゲート
としてフラップ式の自動開閉ゲート(以下、従来型自動
開閉ゲート)を設置するためには、土木構造物の大幅な
改造が必要になり、コスト縮減が課題となっている。

図-1 フラップ式ゲートの例
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このため、名寄河川事務所ではH24年度からコスト縮
減対策として既設樋門の土木構造物を利用したゲートの
自動化に取組み、中川パンケ樋門に急激な水位上昇によ
る操作遅れ防止を目的に、予備ゲートとして敷段差を不
要にした自動開閉ゲートを設置し１）、運用してきた。
(図-2)
運用中の現地観測により、この予備ゲートが内外水位に
より自動開閉を行うことが確認されたものの、下部の水
密構造については、さらなる改良の余地があると判断さ
れた。
そこでH26年度に、この予備ゲートの止水機能の改良を
行い、下方押付けを可能とした改良型予備ゲ－トを設置
し、フィールド実験によりゲート機能の検証を行ったの
でその結果を報告する。また、本ゲートへの適用を考慮
した土木構造及び、従来型自動開閉ゲートとのコスト比
較について検討も行う。

図-2 中川パンケ樋門

2. Ｈ２４年度施工予備ゲ－ト
H24年度に設置した自動開閉式の予備ゲートは、基本
構造はバランスウェイト式フラップゲ－ト２）で、フラ
ップ式ゲ－トにバランスウェイトとフロートを取付け、
内外水位差により自動開閉を行うタイプのゲ－トである。
(図-3)
1項で述べたように通常フラップ式ゲ－トは、下部の
水密確保のため、水路底部に敷段差が必要であるが、こ
の工事ではコスト縮減対策として土木構造物の改修を行
わないこととし、ゲートの下部水密ゴムを可動式とする
ことで敷段差を不要とし、既設土木構造物をそのまま利
用できるゲート構造とした。そこで下部水密ゴムの構造
は、扉体下部にフラップ状に揺動する板状の水密ゴムを
取付け、これを小型のフロートで水位により動作させる
構造を採用した。(図-4)
通常時は排水を阻害しないよう水密ゴムをフロートの自
重で跳ね上げておき、水位が上昇して扉体の下部が水没
すると水密ゴムがフロートにより水路に押付けられ、水
圧により水密を確保する構造で、簡素化のため下部水密
の側面からの逆流は容認することとした。
試験運用の結果、この予備ゲートが内外水位により自動
開閉動作を行うことが確認されたが、下部の水密性につ
いては、逆流が大きく、水密構造の改良が必要と判断さ
れた。(図-5)
そこで、これらの実績を踏まえ、H26年度に予備ゲート
の改良を行った。

図-4 改良前予備ゲートの下部水密構造

図-5 下部水密の逆流

3. H26年度施工改良型予備ゲ－ト
改良型予備ゲ－トの基本構造は改良前と同様、バラン
スウェイト式フラップゲートである。
改良型の特徴はフラップ式ゲートでありながら下方押付
けを可能としたヒンジリンク機構と、低水位時にゲート
下端を開放し通常の排水を阻害しないようにするととも
に、水位上昇時にゲートの自動開閉を行う外部フロート
機構である。(図-6)

図-3 H24年度施工予備ゲート
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図-6 H26年度施工改良型予備ゲート

(1) ヒンジリンク機構
予備ゲ－ト改良の第一の目的は下部の水密性の向上で
ある。そこで改良型では引上げ式ゲ－トと同様、全閉時
に扉体の下方押付け可能な構造とするため、扉体支持ア
ームと扉体中央の結合部にヒンジを設け、扉体の揺動運
動と扉体支持アームの回転運動により全閉時の下方押付
けを可能としたヒンジリンク機構を採用した。(図-7)
ゲートが閉扉動作を行い、扉体下端が戸当りに接すると
(図-7左)、扉体支持アームの回転運動と、ヒンジを中心
とした扉体の揺動運動がリンクとして機能し、扉体下端
は戸当りに沿って鉛直方向に移動する(図-7右)。これに
より扉体の下方押付けを実現している。

図-7 ヒンジリンク機構
図-9 外部フロートの機能(水位上昇時)

図-8 外部フロートの機能(通常時)
また、改良前予備ゲ－トでは水位上昇時、扉体下部水
図-10 外部フロートの機能(排水時)
密ゴムと、下部水密ゴムが接する既設コンクリート面の
不陸により十分な止水が期待できなかったことから、改
4. フィールド実験
良型予備ゲートでは埋込み式の下部戸当金物を採用した。
改良型予備ゲート設置後のH27年6月にフィールド実験
(図-6の写真左下)
を実施し、ゲートの逆流防止機能と排水機能の検証を行
(2) 外部フロート
った。図-11に改良型予備ゲートの側面図を示す。
改良型予備ゲートでは、通常時の排水を阻害しないよ
(1) ゲート仕様
うゲート下端を開放するため、外部フロート機構を採用
予備ゲート設置樋門名：中川パンケ樋門
した。
予備ゲート形式 ：バランスウェイト式フラップゲート
改良型予備ゲートは、ゲート本体はフロートが無い状態
ゲ ートサ イズ ：1.5 ｍ×1.5 ｍ
では自重で全閉するバランスになっている(図-7の右図
開 閉 方 式 ：内外水位差による自動開閉
の状態)。この状態では通常時の排水を阻害したり、水
生生物の往来を妨げることになるので、通常時は扉体を
少し持上げて水路と扉体下部に隙間を作っておく必要が
ある。これを行うのが外部フロートである。外部フロー
トは、翼壁に固定した回転軸にフロートアームを介して
取付けられ、通常の低水位では、フロートの自重により、
扉体を持ち上げて扉体下部と水路の間に隙間を作ってい
る。(図-8)
洪水などで外水位が上昇すると、外部フロートが浮いて、
ゲ－ト本体は自重で下がり、内外水位差がなくても水位
が一定以上（吐口高さの約8割水深）になるとゲ－トは
図-11 改良型予備ゲート側面図
全閉となる。(図-9)
水位上昇によりフロートが上限に達すると、フロートア
ームとゲート本体は完全に分離した状態になり、排水時
にはゲート本体はフロートに関係なく内外水位差(水流)
により自動開閉する。(図-10)
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(2) 逆流防止実験
逆流防止実験では通常時の低水位状態から集中豪雨を
想定した急激な外水位上昇によりゲートが自動的に閉ま
る状況を検証した。
a) 実験方法
予備ゲート前面（外水側）に高さ1.5ｍの土のうを積
み、低水位での逆流状態を作るため予備ゲート後方（内
水側）の既設ローラーゲート戸溝に0.4ｍの高さの堰を
設け外水側から水中ポンプにより注水を行う。
注水量を徐々に上げて内外水位とゲート開度を計測し、
逆流状態におけるゲートの挙動を検証した。(図-12)
またゲート全閉後、外水位を約1.5ｍに維持して内水側
の水を排水し、ゲートの止水状況を目視にて確認した。
b) 実験結果
実験状況を図-13に、計測結果を図-14に示す。計測結
果より、外水側からの注水量の増加にともない、ゲート
が徐々に閉扉動作を行い、水位差約0.05ｍで扉体下部が
戸当りに接した後、扉体と側部戸当の接近により外水位
が上昇し、外水位約0.75ｍでゲート全閉となったことが
わかる。
この結果、急激な水位上昇では吐口高の５割程度の水深
で水流により全閉することが確認された。
また、ゲート全閉後、止水状況を目視で確認した結果、
漏水は認められなかった。(図-15)

図-14 逆流防止実験結果

図-15 止水状況

図-12 逆流防止実験方法

図-13 逆流防止実験状況
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(3) 排水実験
排水実験は洪水時の内水排除を想定した実験である。
このため、外水位が内水位より低下したときのゲートの
排水機能の検証を行った。
a) 実験方法
予備ゲート前面（外水側）に高さ1.5ｍの土のうを積
み、川裏角落しを全閉にして樋管内を満水（約120ton）
にした後、外水側の4本の排水バルブを順次開放し外水
位を下げ、内外水位と排水量、ゲートの開度を計測し、
排水状態におけるゲートの挙動を検証した。(図-16)

図-16 排水実験方法

図-17 排水実験状況
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図-18 排水実験結果
b) 実験結果
図-17に排水状況を、図-18に計測結果を示す。計測結
果より外水側の排水バルブの開放とほぼ同時にゲートが
開き始め、外水位の低下による内外水位差により、ゲー
トが確実に開扉し排水が行われることが確認された。
その後、約0.8ｍまで水位が下がるとフロート自重によ
り扉体が持上げられゲート開度が増加し、最終的に初期
開度に復帰することを確認した。
以上の実験結果から改良型予備ゲートが、当現場におい
て樋門としての基本機能を有することが確認された。

5. 今後の取組みについて
H24年度より取組んできた既設樋門の土木構造物を利
用したゲート自動化の検討は、予備ゲートを前提として
きた。しかし、既設引上げ式ゲートの更新時には予備ゲ
ートを本ゲートとして使用することも考えられることか
ら、ここでは、本ゲートへの使用を考慮した改良型予備
ゲートの既設土木構造への設置例を示し、敷段差を必要
とする従来型自動開閉ゲートとのコスト比較について検
討を行う。
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図-19 予備ゲート施工例
(1) 本ゲートへの使用を考慮した設置例
今回の中川パンケ樋門の予備ゲート設置では、既設土
木構造の変更を最小限に留める方向で検討を行い、予備
ゲートと既設引上げ式ゲートの間の水密を鋼製の水密蓋
により行った。(図-11) しかし、将来、本ゲートとし
て使用することを考えると、水密性、信頼性の点から、
この間の構造体は鉄筋コンクリート構造とするのが望ま
しい。そこで、改良型予備ゲートを既設樋門更新時に本
ゲートとして利用する場合のゲート設置例を図-19に示
す。
図-19の1で初めに翼壁に鉄筋コンクリート構造の天板
を設けるため、翼壁と新規天板の結合部を部分的にハツ
る。その後、戸当金物設置、配筋、型枠、コンクリート
打設、予備ゲート設置の順で施工を行う。門柱側の止水
壁は、既設引上げ式ゲートのメンテナンスを考えて取外
し可能な鋼製の水密壁とした。(図-19の4)

次に、図-20に既設樋門更新時に予備ゲートを本ゲー
トとして使用する場合の施工例を図-20に示す。
翼壁部分の工事は完了しているので、門柱部分の工事の
みとなる。門柱部に天板を打設した後、門柱、管理橋を
撤去して完了となる。
(2) 従来式自動開閉ゲートとのコスト比較
水路に敷段差を必要とする従来式自動開閉ゲートと、
敷段差を要しない改良型予備ゲートでのコスト比較につ
いて検討する。具体的な費用については、樋門の形式や
規模によって大きく変わるので、ここではコスト比較の
目安として新規に必要となる工事範囲を図示することに
した。(図-21)

図-21の左側が敷段差を必要とする従来型自動開閉ゲ
ートで、右が改良型予備ゲートの施工例である。図中、
赤で示しているのが新規にやり替えが必要になる工事範
囲で、青で示しているのがゲート設備である。この図か
ら分かるように敷段差の変更を必要とする従来型自動開
閉ゲートでは、既設の翼壁の底版を撤去するため、工事
範囲は周囲の護岸に及び、図示していないが、これに伴
う掘削や仮締切も必要となる。
一方、改良型予備ゲートの土木工事は、翼壁の部分的
な改造にとどまり、大掛かりな土木工事が不要となるた
め、コスト、工期とも大幅に縮減可能と考えられる。

6. まとめ
当現場においてH24年度より続いた既存の土木構造を
利用したゲ－ト自動化の取組みは、改良型予備ゲートが
フィールド実験により、逆流防止と内水排除の基本機能
を有し、全閉時の止水性を満足することを確認できたこ
とで一つの区切りとなる。今後は、実際の運用の中で維
持管理を含め、改良型予備ゲートの有用性、課題の有無
を検証し、既設樋門更新時の本ゲートとしての適用性に
ついて検証を進める予定である。
また、全国的な既設樋門の老朽化や樋門操作員の高齢化、
豪雨災害の増加といった流れの中で、本研究が自動開閉
式予備ゲート検討の参考になれば幸いである。
図-20 本ゲートに変更時の施工例
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図-21 従来型自動開閉ゲートと改良型予備ゲートの
施工比較
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