第63回(2019年度)

北海道開発技術研究発表会論文

集水埋渠方式による取水施設の補修工法の検討
―雄信内地区における取水施設の取水改善対策―
留萌開発建設部 土地改良情報対策官

○野田 克裕
堀米
聡
山口 江利

国営かんがい排水事業雄信内地区の取水施設は、河床部に集水管を埋設した集水埋渠方式に
より取水している。本取水施設は供用開始から15年が経過し、上流側からの土砂供給が多く、
河床に設置したふとんカゴ中詰め材とフィルター材との間に、細粒分の土砂が堆積して計画取
水量を取水ができない場合がある。本稿では、取水施設の改善を検討するものである。
キーワード：取水施設、補修工法、ストックマネジメント

1. はじめに
国営かんがい排水事業雄信内地区は、酪農を主体とし
た土地利用型の経営を展開しているが、かんがい施設は
未整備なため、本事業により天塩川水系雄信内川支流第
30 号川に集水埋渠方式による取水施設を設置し、かん
がい用水の確保を行っている。
取水施設は供用開始後約 15 年が経過しているが、計
画取水量を確保できない場合がある。特に融雪後及び大
雨時には取水施設の上流側から土砂が流入し、堆積した
土砂を除去するための維持管理にも苦慮しているところ
である。

また、集水管の上部には、フィルター材の隙間に入り
込むシルト・砂などを飛散する目的で、逆洗管（25㎜、
孔2㎜）を設置し、エアーコンプレッサーを用いて、空
気を圧送させてることにより、土砂を噴出させている。
図-2に取水施設断面図、写真-1に取水施設の河床部分
を示しており、河床部に設置したふとんカゴ及びフィル
ター材を浸透して集水している。さらに図-3に取水施設
平面図を示した。
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図-2 取水施設断面図
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2. 対象施設の概要
取水型式は、集水埋渠方式によるもので、河床に設置
したふとんカゴ、フィルター材（玉石）を浸透させて集
水を行い、集水管により取水する方式である。
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写真-1 取水施設河床部
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図-3 取水施設平面図

度に実施した機能診断業務の結果から、計画取水量を取
水できない原因を推定した。

3. 取水施設の管理状況
(1) 逆洗浄作業の頻度
施設造成後の逆洗浄作業の状況は、取水管理日報等か
ら推定した。
逆洗浄作業の開始時は、①逆洗浄実施時は取水を停止
している、②逆洗浄実施前後では取水量が増加している
以上の２つの条件に合致するところとした。
さらに、逆洗浄作業を実施していたと思われるのは週
日であると想定されるので、日曜日、早朝及び深夜の取
水開始は除外して管理作業と整合するような選択を行っ
た。
さらに、推定した逆洗浄作業の時期について、施設管
理者に確認したところ、概ね作業を行った時期と一致し
ている回答であった。
その結果、施設供用開始直後は年に数回程度であった
が、その後平成24年度は10回、平成30年度は21回と急激
に増加した結果となった。
年度ごとの逆洗浄作業回数の推移を図-4に示した。
（回）25

融雪後、大雨後のエアージェットによる排砂作業

a)平成16～17年度
河床に設置しているふとんカゴの設置後から、流下す
る土砂を捕捉し始め、取水区間で沈降していた。この頃
は一度逆洗浄作業を行うと、取水量は２か月程度で維持
されていた。
b)平成18～20年度
ふとんカゴに土砂の捕捉を継続しているもの、この時
期は取水に大きな影響はないものと想定される。
c)平成21～23年度
経年によりふとんカゴの目詰まりが常態化するように
なった。取水のために逆洗浄作業を行っても取水量が低
下するようになっていた。この期間に行った機能診断業
務の現地調査において、ふとんカゴ表面及び一層目のフ
ィルター表面は目詰まり状態であったことを確認してい
る。
d)平成24～25年度
頻繁に逆洗浄作業を行ったことから、取水量は維持す
るようになった。作業後の取水量は、平成21～23年と比
較すると向上したが、逆洗浄作業後の取水量は一次的に
回復しても、継続しない状況にあった。さらに、現地調
査において、ふとんカゴ表面が目詰まりしている状態に
あることを確認した。
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図-4

逆洗浄作業の年度ごとの回数

つぎに、取水管理日報の取水量の状況、逆洗浄作業を
もとに、取水施設の経年変化を、現地調査結果及び過年

e)平成26年度以降
逆洗浄作業だけでは取水回復効果が期待できないため、
併せて、エアージェットによる排砂作業も実施した。
エアージェットによる排砂の作業状況を、写真-2に示
す。特に、融雪後と大雨後に取水施設上流から土砂の流
入が多くみられており、エアージェットによる排砂作業
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いた。

を行っていた。

4. 取水が低下する要因

写真-2 エアージェットによる排砂作業
ふとんカゴの重点的な排砂作業により、逆洗浄作業後
の取水量が１か月程度継続するようになり、逆洗浄回数
は減少するようになったが、平成30年度は取水施設上流
の河川に堆積した土砂が流出し、河床の土砂流下量が増
加したことで、頻繁な逆洗浄作業及び排砂作業を行って

(1) 河床部の目詰まり物質について
河床の目詰まり物質を確認する前に、逆洗浄装置で空
気を送り、河床からの気泡発生状況から目詰まりの状況
を確認した。
逆洗浄作業開始直後の取水施設の状況を、写真-3に取
水施設上流側及び下流側の写真を示している。図-5に写
真を撮影した位置を示した。逆洗浄作業開始直後の下流
側の流水は、濃い茶色であるが、これに対して、上流側
の流水はあまり濁っていなかった。
上流側より下流側に向かうほど、上流の逆洗浄により
排出した土砂が沈降するため、逆洗浄作業直後の濁度が
大きくなっているものと想定される。

約５０㎝

写真-3 逆洗浄作業開始直後の取水施設の状況(左：上流側、右：下流側)

河床中央部は、表層から10㎝ごとに50㎝まで採取する。

下流右岸部

上流右岸部
河床中央部
上流中央部

下流中央部

逆洗浄作業開始直後
（下流側）写真撮影範囲

逆洗浄作業開始直後
（上流側）写真撮影範囲
逆洗浄の及ぶ範囲

図-5 取水施設における採取材料箇所及び逆洗浄作業開始直後写真撮影範囲
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(2) 粒度試験による目詰まり要因の検証

なっている。

a) 取水施設各地点における粒度試験による検証
取水区間の上流部、下流部の逆洗浄装置の設置区間と
非設置区間、中央部の合計５カ所におけるふとんカゴの
中詰め材と、その下のフィルター材を含む土砂を採取し
た。位置を図-5に示す。
取水区間の上流部及び下流部の河床からの採取材料に
ついては、JIS A1204(沈降分析含む)による粒度試験を
行った。図-6に各採取場所による粒度分布について示し
ている。

b) 河床中央部による深度別の粒度試験による検証
取水区間の中央部においてふとんカゴ下のフィルター
材層を10㎝ごとに50㎝の深さまで掘削を行った。粒径
0.075㎜以上はふるい分析を行い、粒径0.075㎜以下は詳
細な粒度分布状況を把握するために、レーザーカウンタ
ー法による分析を行った。
レーザーカウンター法とは、測定機器の中に試験水を
循環させ、レーザー光線を照射した際に粒子の存在によ
りレーザー光が回折することで、試験水中の粒度分布を
測定するものである。図-7及び図-8に河床中央部の深度
別における粒度分布について示している。
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図-6 各地点で採取した試料の粒度分布
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2.0㎜粒度をみると下流右岸では43%、上流右岸15%を
占めるのに対し、上流中央では4%、下流中央でも4%と
少ない。上下流の逆洗浄が及ばない部分での細粒分は多
くなっていることから、逆洗浄作業が一定の効果を有し
ていることを示している。
2.0㎜から9.5㎜では粒径加積曲線は急上昇しており、
上下流の中央でその傾向が大きい。2.0㎜から9.5㎜の径
の占める割合が30%程度占めており、ふとんカゴ下のフ
ィルター径が10～25㎜であることから、2.0㎜から9.5㎜
の径はすべて上流から流下した細粒分である細砂及び小
礫に区分され、これらは逆洗浄作業を行ったが噴出でき
なかったものと判断できる。
ふるい分析から、10～25mmフィルター材の空隙を閉
塞し、通水性を阻害しているのは、10mm以下のシルト、
砂、中礫である。また、逆洗浄作業によって排除される
のは、粒径加積曲線が上昇する５mm以下のシルト、砂、
細礫であるが、逆洗浄作業後からある程度の期間が経過
すると新たにシルト、砂、細礫が堆積して通水性を阻害
し始め、逆洗浄作業による効果が継続していないものと
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図-7 河床中央部による深度別の粒度分布
（0.074㎜以上）
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図-8 河床中央部による深度別の粒度分布
（レーザーカウンター法による,0.074㎜以下）

河床中央部による深度別の粒度分布は、各深さにおい
ても、ほぼ同一の粒径加積曲線になっていた。
フィルター材に付着するシルト分は表層から50㎝まで
は同等であることを示していると考えられる。

フィルター材（10～25㎜）

ふとんカゴ（t=20㎝）

ふとんカゴ中詰め材（150㎜級）
50㎝

難透水層

逆洗浄装置

集水管

フィルター材（30～40㎜）

フィルター材（40～80㎜）

写真-4 ふとんカゴ中詰材及びフィルター材の間に
堆積するシルト、細砂の堆積状況

図-9 フィルター材の構造
フィルター材は、表層から異なる粒径の３層構造にな
っており、１層目の10～25mmフィルター層の下に設置
されている２層目の30～40mmフィルター層の表面もシ
ルト分に覆われているのを確認している。図-9 にはフィ
ルター材の構造を示した。
ふとんカゴ下に形成された難透水層がフィルター材内
部に侵入したシルト分の排除を困難にしているとも考え
られる。フィルター層の砂礫間を埋めることがないのは、
ふとんカゴ下に難透水層が形成されることで、シルト分
のフィルター内への供給が少なくなるためと考えられる。
写真-4に、ふとんカゴ中詰材及びフィルター層の間に
堆積するシルト、細砂の状況を示している。

5. 対策工法の検討
現地踏査の結果から、目詰まりの箇所及び形成過程に
ついて検討を行い、取水機能を回復させるためには、取
水施設自体の対策が必要である。
対策案として、①取水表層の形状変更、②取水面積の
拡大、③目詰まり解消機能として逆洗浄装置を増強する
観点から検討を行った。図-10 に検討する対策工法につ
いて示した。

②取水面積の拡大
①取水表層の変更
ふとんカゴ網目
ふとんカゴ中詰材、フィルター材の粒径変更
逆洗浄装置の増強

①取水表層の変更

①フィルター材の
粒径の変更

ふとんカゴ網目
ふとんカゴ中詰材
フィルター材の粒径

②取水面積の拡大
③逆洗浄装置の増強

集水管（SUS 200㎜）

図-10 検討する取水施設の対策工法（案）
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a)

取水表層の形状変更
ふとんカゴの表面が凹凸しており、流下する土砂を捕
捉しやすくなっており、ふとんカゴ中詰め材(150 ㎜級)
を交換することを検討している。さらに、河床保護の観
点から必要な重量を確保することと砂利を保護するため
に、発錆しずらく、耐久性のあるプラスチック製のカゴ
を設置することを検討している。
設定した粒径が現在のフィルター層より粗い場合は、
ふとんカゴ下とフィルター層上面に土砂が堆積し、これ
までと同様に難透水層が形成されることから、ふとんカ
ゴとフィルター層の粒径を合わせるなどをして、難透水
層を形成をしないようにすることも考えられる。さらに、
既設フィルタ材の入れ替えを行うことを検討している。

c)逆洗浄装置の増強
集水埋渠方式における維持管理は逆洗浄作業による目
詰まり解消となっている。
既設の逆洗浄装置の設置幅が、集水管を設置している
幅とほぼ同じであるため、フィルター材の表層部の逆洗
浄の効果が集中した場所で取水を行っている。
目詰まり物質は、ふとんカゴ下とフィルター層の間に
形成されやすいことから、逆洗浄配管の位置を現状より
も浅い位置に設置することを検討している。さらに取水
面積を拡幅を行うのであれば、拡幅部にも逆洗浄装置を
増強することも検討している。逆洗浄装置の増強する概
念図を図-13 に示した。

ふとんカゴ網目の変更
ふとんカゴ中詰材の変更
既設の逆洗浄装置
逆洗浄装置の増強

フィルター材の
粒径の変更

図-13 逆洗浄装置の増強の概念図

図-11 取水表層の形状変更の概念図

b) 取水面積の拡大
既設の取水幅の範囲に取水が集中することにより、細
粒分の目詰まりを形成しやすいものと考えられる。
取水面積を拡幅するために、河床の岩盤部を掘削拡張
して、フィルター材を設置して、新たな通水層を形成す
ることを検討している。取水面積の拡大する概念図を図
-12 に示した。

6. まとめ
今年度は、集水埋渠方式による取水施設が機能低下し
ている要因について、取水量データ、維持管理作業の状
況、取水施設の目詰まりの調査、取水施設上流側の状況
を調査して、取水能力を向上させる対策工法の検討を行
ってきた。
今後は、対策工事で取水改善対策に伴うモニタリング
により検証を行っていきたい。
最後に、本調査の実施及び本報告に関してご協力いた
だいた各関係機関の方々に深く感謝を申し上げます。

取水面積の拡大

図-12 取水表層の形状変更の概念図
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