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更岸地区開渠工（河口閉塞抑制工）の
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国営造成土地改良施設整備事業「更岸地区」（H24～R1）は、潮見幹線排水路の河口部に位置
する開渠工L=0.2 kmの改修を行うものである。当該開渠工は日本海に突き出る形で造成されて
おり、波浪、塩害など厳しい海象条件下に立地している。本報は、河口閉塞抑制工である開渠
工の型式の選定経緯と水理機能の検証、コンクリート機能診断及び改修、補修について報告し、
今後の技術の参考とするものである。
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1. はじめに
(1) 地区概要
国営造成土地改良施設整備事業「更岸地区」(H24～
R1)は、留萌支庁管内北部の日本海側に位置し、受益面
積1,510haの酪農経営が行われている地域である（図1）。地区の前歴としては、戦前の沼地干拓、戦後すぐ
の国営開墾建設事業(S22～S44)、さらに、直轄明渠排水
事業(S49～S59)による農地の湛水・過湿障害の抑制対策
が実施され、地域の農業生産向上、農業経営の安定化が
図られている。
本地区の排水系統は、主要幹線である潮見幹線排水路
（トコツナイ川)および、それに流入する4条の排水路で
構成されている。流域には緩丘陵地域および低平地に拓
けた農地を含み、流域面積は計30.7km2である。
S49～S59に実施された直轄明渠排水事業では、これら
の排水路の整備を行うとともに、潮見幹線排水路の河口
部の閉塞の解消を目的とした開渠工（河口閉塞抑制工）
（写真-1）が整備されている。
本地区（国造更岸地区H24～R1）では、波浪、塩害な
ど厳しい海象条件に立地している開渠工の改修を実施し
た。
本報では、開渠工の建造当時の選定経緯と水理機能の
検証を報告する。また、本地区におけるコンクリート機
能診断及び改修、補修について報告する。
(2) 地区の地勢と排水路網
図-2のように更岸地区は5条の排水路が樹枝状に整備
されており、地区内の流水は最終的に潮見幹線排水路に
合流し開渠工を通って日本海へ流出する。これらの排水

図-1 更岸地区位置図

写真-1

潮見幹線排水路開渠工
（写真はR1改修完了時）

路は勾配が比較的緩やかであるため、仮に開渠工が閉塞
した場合、地区内の広範囲で排水機能が大きく低下する
ことが懸念される。例えば、河口閉塞により水位が1m上
昇した場合、北更幹線排水路あるいは床津内幹線排水路
の合流点まで背水位の影響が及ぶ。また、それに伴い支
線排水及び暗渠排水機能へも影響を与えることとなる。
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そこで、S49～S59の直轄明渠排水事業では、北海道開
発局土木試験所における模型実験の結果等を踏まえ、堆
砂による河口閉塞を抑制する構造の検討を行い、現在の
構造の開渠工に決定している。
なお、直轄明渠排水事業での整備から現在に至るまで、
当該開渠工での河口閉塞は起きてない。
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図-2 更岸地区の地勢と排水路網(排水路5条と開渠工)

(3) 地域の一般的海象
潮見幹線排水路の河口に最も近い海象観測所は天塩港
である。天塩港における風、波に関しては、後述する北
海道開発局土木試験所における模型実験の際に、S34～
46年のデータに基づき考察が行われている。
風向、風速の調査結果によると、卓越風向はW方向で
あり、次にSW方向、以下E、NWN、SWS、NWである。全体
としては図-3のとおり海風が圧倒的に多い傾向にあり、
これは、西北西方向に流下する潮見幹線排水路に対して
ほぼ真正面からの風である。潮見幹線排水路河口部周辺
では西からの波と沿岸を北上する海流により漂砂が運ば
れており、開渠工（河口閉塞抑制工）が整備される以前
には堆砂による河口閉塞が頻発する状況であった。

(2) 開渠工の特徴的な構造
開渠工は図-4のような構造となっている。流水は上流
排水路から矩形通水断面の水路部を流下し、取付部を介
して４連に分かれた河口部（図-4上段)を通って日本海
に排水される。
海への排水は左右壁に設けた開口部から南北に向けて
行う。これにより、開渠工末端で流向を90°に振ること
で、西からの波の影響を直接受けない構造としている。
また、４連水路の各断面の構造は、一部の水路に堆砂
が生じた場合に、他の断面の流量及び流速が増すことで
掃流力が増え閉塞抑制されるように決定されている。

図-3 風級別（5ｍ以上）風向図

２．開渠工形式の選定経緯と水理機能
(1) 河口部の構造に係る経緯
S22～S44に実施された国営開墾建設事業では、潮見幹
線排水路の河口部に導流堤が整備されている。しかしな
がら、その後も海流や波により運ばれた漂砂が河口に堆
積し、河口閉塞を起こし融雪時、洪水時に湛水被害を起
こしており、その都度、人力やブルドーザーなどで掘削
除去を行っている状況であった。
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図-4 開渠工構造図（平面図、断面図）

(3) 開渠工形式の選定経緯
前項のとおり、本地区の開渠工では堆砂の抑制と堆砂
時の掃流力確保のため４連構造が選定されているが、４
連構造区間の延長等の詳細な構造については、北海道開
発局土木試験所における水理模型実験を踏まえ決定され
ている。
水理模型実験では近接地の天塩港の気象、海象の観測
記録を基に波向、波形を再現するため起波実験装置を製
作し、1/50の４連構造模型により開渠工の構造（汀線か
らの突出長、敷高）と波向、波形の組合せを変えて
13caseの実験が行われている。
実験結果の分析により、最も堆砂が大きくなる波を西
よりの波、沖波波高4m、周期7secと決定している。また、
その波に対する開渠工の汀線からの突出長と堆砂量の関
係をプロットしたものが図-6である。これにより当該開
渠工の汀線からの突出長は30mと決定されている1)。

(4) 開渠工の水理機能の検証
模型実験を踏まえて設計された開渠工であるが、直轄
明渠排水事業が完了したS59年から国営造成施設整備事
業が着工となるH24までの28年間においては、開渠工河
口部近辺では海浜の変形が認められないほか、規模の大
きな堆砂や侵食は進行せず、排水路の水理機能と海浜の
保全機能は良好である。当該開渠工の整備以前は頻繁に
堆砂による河口閉塞が生じていた事実（写真-2）に鑑み
ると、整備以来一度も河口閉塞を発生させていない当該
開渠工は、適切な水理機能を有しているものと判断でき
る。
したがって、本地区（国造更岸地区H24～R1）の改修
では、同様の構造型式を踏襲して、改修及び補修を行う
こととした。

写真-2 開渠工整備以前の河口閉塞状況

実験装置の概要（単位：ｍ）

３．改修前の旧開渠工の機能診断
開渠工は全長186mであり、海に面した河口部及び取付
部(河口部と水路部のトランジション)、さらに水路部
(その最上流側は排水路とのトランジション)からなる
（表-1、図-7）。躯体および基礎の状態を調査・評価す
ると、河口部では波浪流などの外力と飛沫塩水等の化学
的作用を受け鉄筋露出・腐食が進行し、また、基礎保護
工に使用した矢板の腐食・欠損が顕著であるほか、セグ
メント間で不同沈下も認められた。このため、平成20年
度に実施された機能診断調査では河口部～取付部はS-1
と評価されており、本地区において全面改修を行うこと

開渠工の模型

図-5 実験装置の概要図

表-1 区間毎の機能診断結果

Case 6

排水路末端構造

セグメント番号

河口部 ①、②
(63.95m)

Case 13

Case 12

開渠工

取付部

(186.0m)

(23.55m)

図-6 汀線からの突出長と最大堆砂量の関係

直接基礎

⑥

直接基礎

⑭

機能診断

＊

杭基礎

③、④、⑤

水路部 ⑦～⑬
(98.5m)

基礎形式

直接基礎

S-1

S-3(S-4)

上流の排水路構造と接続 ＊「機能保全の手引き」(社)農業土木事業協会
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図-7 機能診断結果平面図

写真-3 旧開渠工河口部の劣化状況

とした（写真-3）。また、水路部はS-3評価となってお
り、表面性状や現状の強度・腐食度、さらに中性化や塩
化物イオン量等による今後の劣化進行を予測し、補修対
策工法の適用により施設の長寿命化を図ることとした。

躯体工：エポキシ樹脂塗装鉄筋

４．河口部及び取付部の改修工法
河口部および取付部（①～⑥）では、開渠工を全面改
修する際に、塩害対策を行うこととした。主な対策は以
下のとおり。
・躯体工では、塩害対策としてエポキシ樹脂塗装鉄筋を
使用（写真-4上段)
・基礎保護工（遮水矢板）にタールエポキシ樹脂塗装
（t=0.4mm）を施した矢板を使用（写真-4中段）
・レディミクストコンクリートの配合は海洋コンクリー
トの配合を適用（表-2）
・杭基礎に使用した鋼管杭は腐食代4mmを見込みt=12mm
とした

遮水矢板：タールエポキシ樹脂塗装矢板

表-2 本体(躯体)コンクリートの配合
記

号

Rc-2-1s(bc)

設計基準強度 セメントの

粗骨材

σck

種類

最大寸法

24N/mm2

BB

40mm

スランプ

8 cm

最大
水セメント比

45%

空気量
5.5%

最小単位

施工状況全景

セメント量
300kg/m3
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写真-4 開渠工改修状況

５．水路部の補修工法
水路部（⑦～⑭）の補修工法は機能診断調査結果に基
づき検討した。
(1) ひび割れ補修工法
水路部で発生しているひび割れには、その形状から乾
燥収縮ひび割れ及び温度ひび割れといった初期ひび割れ
であると推定されている。また、塩化物イオン量は鉄筋
位置で腐食発生限界濃度以下となっており、中性化の進
行も見られないことから、塩害や中性化による鉄筋腐食
に起因するひび割れではないことが確認されている。
本地区では、進行性のひび割れではないことから、ひ
び割れからの劣化因子の浸入を遮断することを目的とし、
ひび割れ注入工法を採用している。
(2) 断面修復工法
補修後の水路の残存予定期間は40年と長い期間の供用
を計画している。そのため、補修後のコンクリートに内
在する塩化物イオンの再拡散について検討を行った。図
-8は外部からの塩化物イオンの供給を遮断した後の躯体
内部の塩化物イオンの拡散予測である。
図-8から、表面被覆工法等により表面からの塩素イオ
ンの浸入を抑制した場合であっても、その内側に塩化物
イオン濃度の高いコンクリートを残すと躯体内部でイオ
ンが拡散し、鉄筋腐食が生じる恐れがあることが分かる。

図-9 表面から20mmを除去した場合の
塩化物イオン濃度の拡散予測

(3) 表面被覆工法
塩害に対する補修工法として、塩化物イオンが外部環
境からコンクリート中に浸入するのを防止する目的で表
面被覆工法を実施した。本地区では、経済性や摩耗に対
する耐久性、躯体との一体性を考慮してポリマーセメン
トモルタルによる表面被覆工法（t=10mm）を採用した。
これにより、躯体表面に新たな保護層を設け、コンクリ
ート内部への劣化因子の浸入を抑制し、耐久性の向上を
図っている。
なお、対象面積が大きいため表面被覆工法の施工には
吹付け工法を採用している。そのため、表面被覆工法の
厚さは、吹付け工法の施工性を考慮し10mmとした。
(4) 補修工法の流れ
以上より、水路部（⑦～⑭）の補修は以下の手順で実
施した。
・鉄筋位置付近への劣化因子（塩化物イオン、水、酸
素）の浸入遮断を目的にひび割れ補修工の実施
・劣化因子の除去を目的とした断面修復工(はつり及び
断面修復t=20mm)の実施
・劣化因子の浸透遮断を目的に表面被覆工（t=10mm）の
実施

図-8 表面被覆後のコンクリート内部の
塩化物イオン濃度予測

また、同様の予測を既設コンクリートの躯体表面から
劣化因子を除去した場合で行うと、躯体表面から20mmの
部分を除去し断面修復することにより、補修後40年経過
時においても鉄筋位置の塩化物イオン濃度が腐食発生限
界塩化物イオン濃度(2.0km/m3)以下となるとの結果が得
られた（図-9）。そのため、本地区でははつり及びポリ
マーセメント吹付による断面修復工法（t=20mm）を採用
することとした。
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図-10 更岸地区の補修工法の概要

６．おわりに

更岸地区では、完了に当たりこれらの知見を収集し技
術誌という形でとりまとめる予定である。本論文及び技
術誌が今後の同種工事の参考になれば幸いである。

今回、厳しい海象条件に置かれる潮見幹線排水路開渠
工の構造の特徴とその選定過程について紹介した。また、
国営造成施設整備事業更岸地区において実施した開渠工
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