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 北村遊水地は石狩川（下流）河川整備計画に基づき、整備計画目標流量を安全に流下させる

目的で河道の整備と併せて整備することが位置づけられている。 
 本研究は、北村遊水地において、平常時に農地として利用される遊水地内の農業施設が、洪

水時に越流した流水により受ける影響を把握し、水理解析および室内実験によって対策の必要

性を判断し、必要な対策工法を検討したものである。 
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1.  はじめに 

 

 北村遊水地は石狩川（下流）河川整備計画（以下、整

備計画）において、石狩川下流域の抜本的な治水対策と

して位置づけられた。 

整備計画は、戦後 大規模の洪水である昭和56年8月

上旬降雨により発生する洪水流量を安全に流下させるこ

とを目標としている。北村遊水地は、ダム等ほかの洪水

調節施設とともに、下流の石狩大橋基準地点で定められ

た目標流量14,400m3/sを、河道配分流量である11,700m3/s

まで低減させるため、ピーク時の洪水調節を行う施設で

ある。 

一方、北村遊水地が計画されている岩見沢市北村地区

は道内有数の穀倉地帯のひとつであることから、地域経

済に配慮し完成後も遊水地内は農地として利用する計画

としている。 

図-1に遊水地の位置および模式図を示す。洪水時には

石狩川本川の堤防に設ける越流堤から洪水を流入させる

計画であるが、その際遊水地内の農業施設への影響が懸

念されている。特に遊水地内にはかんがい用の用水路が

張り巡らされており、洪水の貯留により用水路が浮上す

る可能性が指摘されていることから、この影響の有無に

ついて検討を行う必要がある。 

また、このほかに越流時の農業用水路に及ぼす影響と

しては、越流時の流速・流向が構造物に流水圧として作

用することによる構造物の転倒・滑動が考えられる。こ

れについては既往検討で行った遊水地内の氾濫解析1)に

用いられたハイドロから求められた平面2次元流速デー

タの 大値を基に、土地改良事業計画設計基準（水路

工）2)に則って検証した結果、構造物の転倒・滑動に作

用する応力はいずれも許容値内に収まったことから、そ

の影響は小さいと考えられた。3)  

以上のことから、本検討では、洪水の貯留に伴い農業

用水路に働く浮力の影響の有無について検討を行うとと

もに、必要に応じ対策の検討を行うこととする。 

 

 
図-1  北村遊水地図の位置、模式図 

 

2.    湛水深による影響検討 
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 遊水地内農業用水路の影響検討は越流時の遊水地内の

状況を把握し、浮上対策について図-2のフローにより検

討を行った。 

 

(1)   湛水位の整理 

既往検討で行った遊水地内の氾濫解析1)のメッシュ値

（湛水深、標高）座標を農業用水路位置座標と重ね合わ

せ、湛水位を整理した。氾濫解析1)に用いられたハイド

ロは基本方針河道 S36年7月型，S37年8月型，S50年8月型、

整備計画河道 S50年8月型，S56年8月型の5パターンであ

る。図-3に湛水状況の一例を示した。 

 

(2)   水路浮上の検討 

 浮上の判定は、土地改良事業計画設計基準・設計（水

路工）2)により次に示す算定式により求める。 

 

BHP w         (1a) 

 

 ここで、P (kN/m)：構造物に作用する浮力、H (m)：

各ハイドロごとの 大湛水位－水路敷高、
w (kN/m3)：

水の単位体積重量9.8 kN/m3、B (m)：浮力が作用する単

位m当たりの水路幅である。すなわち、 大湛水位での

構造物の自重＜P の場合は浮上する、＞P の場合は浮

上しないとなる。なお、遊水地に流入する洪水は短期的

な作用力と考えられることから、P に係る安全率は1.0

として浮上する農業用水路を抽出した。その結果、遊水 

 

図-2  検討フロー 

 

地内103路線202条（総延長 L=42, 865m）のすべての路線

が浮力の影響を受ける結果となった。 

 
図-3  湛水状況の経過平面図（左上から右下に向かって1時間ごと 整備計画S56.8型の例：赤線 用水路；青塗 湛水域） 
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図-4  浮力影響時間の模式図 

 

 

(3)   浮力影響時間の検討 

 (2)節で抽出した農業用水路について、浮力の作用す

る時間（以下、浮力影響時間と呼ぶ。）について検討し

た。浮力影響時間が長い程、用水路周囲土砂の粘着力の

低下や侵食などにより、浮上する危険性が高くなる。な

お、洪水が 大湛水位を越えて水路内に溢水した後は水

重によって浮力が働かなくなることから、図-4のように

水位がGL（地盤高）から天端まで上昇し水路内に溢水

するまでの時間を浮力影響時間として整理した。なお、

フルーム水路についてはGLが水路ごとに異なるため、

水路構造別（17種類）に浮力影響時間を求めた。 

 氾濫解析1)で用いた5パターンのハイドロごとに浮力影

響時間を求めた結果（代表例）を図-5に示す。図中に赤 

表-1  浮力影響時間の最大値 

100, 165 H型装工 2 整備計画S56.08型
80, 170 I型装工 9 整備計画S56.08型
60, 170 J型装工 7 整備計画S56.08型
40, 170 K型装工 11 整備計画S56.08型
35, 180 L型装工 8 整備計画S56.08型
25, 200 M型装工 5 整備計画S56.08型
20, 210 N型装工 6 整備計画S56.08型
10, 235 O型装工 6 整備計画S56.08型
10, 300 P型装工 3 基本方針S37.08型
5, 330 Q型装工 2 基本方針S37.08型
20, 350 R型装工 1 基本方針S37.08型
40, 370 S型装工 6 基本方針S36.07型
30, 230 A型装工 10 基本方針S36.07型
45, 245 B型装工 7 基本方針S36.07型
55, 255 C型装工 5 基本方針S36.07型
65, 270 D型装工 4 基本方針S36.07型
75, 280 E型装工 3 基本方針S36.07型

北村幹線10支線 No.125 60, 175 V60 10 基本方針S36.07型
北村幹線島田分派 No.228 15, 225 V80 4 基本方針S36.07型
雁里2幹線7支線 No.9 55, 130 V40 5 整備計画S50.08型

浮力影響時間
(hr)

対象洪水

北村幹線 No.11

北村12幹線 No.19

路線名 路線No
メッシュ

No
水路構造

 

の旗揚げで浮力影響時間を示した。これを5ハイドロの

うち浮力影響時間が も長かったハイドロについて水路

構造別に整理した結果を表-1に示す。 

 

3.    室内実験による検証 

 

 現地の用水路は周囲に盛土が施工されており、洪水時

には用水路の浮上を抑制する効果が期待できる。このた

め、実験を行い盛土の効果を把握したうえで、水理解析

の結果を検証した。 

 

(1)   室内実験に用いる水路の選定 

 実験で全ての用水路について検証することは困難なこ

とから、水路に作用する浮力影響時間が も長く危険と 

 

図-5  浮力影響時間 

※構造物の自重は土砂重量も含む 
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表-2 鉛直力と浮力の関係 

側壁高H 水路幅B 底版厚 水路自重 水重 計 作用深 浮力
北村幹線 K型装工 現場打(底版底上) 11hr 1.74 3.35 0.20 57.50 3.41 60.91 1.94 63.69 0.96

北村12幹線 A型装工 プレキャスト 10hr 0.90 1.70 0.14 11.67 0 11.67 1.04 17.33 0.67

浮力(U)規模
水路名 W/U

浮　　力
影響時間

水路形式
鉛直力(W)

 

なるパターンをフルーム水路、V型トラフのそれぞれに

ついて選定し、実際の用水路を用いて実験を行った。 

a) フルーム水路 

 表-1に示したように、北村幹線K型裝工（整備計画

S56.08型）と北村12幹線A型装工（基本方針S36.07型）の

浮力影響時間がほとんど同じである。実験に用いる水路

は、浮力に対して危険となる水路を使用する必要がある。

表-2に鉛直力と浮力の関係を示す。ここで、鉛直力W/

浮力U=1以上となる場合浮上しないことから、W/Uが小

さい方が浮力に対して危険となる。 

 北村幹線K型装工は、底上げしているため水路自重が

大きくまた図-5図中青線に示す通り水路内に溢水し水重

も働くことから、浮力に対抗する鉛直力が大きく1に近

い。一方、A型裝工は水路自重が小さくまた図-5図中黒

線に示す通り溢水しないことから鉛直力が小さく浮力に

対し危険側となることから実験に用いる用水路は「北村

12幹線A型装工」とした。 

b) V型トラフ 

 V型トラフは、浮力影響時間が 長となるV型トラフ

600（基本方針S36.07型）とした。 

 

 (2)  室内実験方法 

 実験水路形状を図-6,7に示す。水槽内に設置する水路

は湛水による水路の変化を把握するため、3スパンとし

中央部のスパンの変化を計測した。なお、水路の端部は

水路の挙動を確認するため、水槽に固定せず5cm程度離

し、板材を設置し止水のためのコーキングを施した。 

 盛土材は現地と同等の材料とするため、遊水地内の圃

場整備等で使用されている土取場から採取した材料を用

いた。なお、盛土材は現地用水路の盛土材料の土質試験

結果と比較して同等の材料であることを確認している。 

 注水部の形状は一様な流入とするため、一次側水槽を

設け越流堰を設置した。水位の調整は注水側のバルブ操

作で調整を行った。また、水位計測のため量水標を設置

した。 

 水路内の状況を確認できるよう流入側と逆側の面を透

明なアクリル板とした。 

 なお、注水は水槽内に設置した水路に氾濫解析で得た

水位上昇時間・波形に合わせて行い、1時間ごとに水路

の変状（上下方向、左右方向）を計測・記録を行った。

計測方法は水路中央部の四隅の縦スケールおよび横スケ

ールの読みで行うとともに目地のずれについても確認し

た。また、側面からビデオ撮影も行った。 

a) フルーム水路 

 実験に用いるフルーム水路は縦横比および重量が同等

のものを用いた。（表-3）また、目地部の止水処理は現 

表-3  実験水路形状 

A型装工 実験水路
水路幅(m) 1.70 1.65
重量(kN/m) 11.67 11.12  

 
図-6  実験水路（フルーム水路） 

 

地と同じくポリウレタン樹脂を用いた。 

 実験に用いた洪水波形は基本方針S36.07型であり、注

水時間および波形を図-8に示す。 

b) V型トラフ 

 実験に用いた洪水波形は基本方針S36.07型であり、注

水時間および波形を図-9に示す。また、目地部の止水処

理は現地と同じく軟塩化ビニール樹脂系を用いた。 

 

 (3) 室内実験結果 

a) フルーム水路 

 図-8に鉛直移動量を示す。用水路の浮き始めは開始か

ら6時間後にみられ、水理解析の結果と比較すると盛土

の浸透による30分のタイムラグが生じていた。また8時

間後に平均で18.6cmの鉛直移動量を確認した。なお、計

画では図-5のように10時間後にピークを迎えているが、

実験では水路天端が水槽天端までの高さが確保できなく

なる恐れがあったことと水深と浮上量の関係がほぼ一定

であることが確認されたことから8時間で注水を中止し

た。水位低下後に再び計測したところ鉛直移動量は平均

で6.9cmとなり12cmの低下にとどまった。これは、用水 

No.4      No.3 

 

 

 

 

No.2      No.1 
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A 

断面図(A-A) 
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図-7  実験水路（V型トラフ） 

 

路が浮き上がった状態で用水路側面から吸い出された土

砂が、用水路底面に堆積したためである。 

 水平移動量並びに上下流移動量についてはいずれも

1cm未満であった。また、目地については、若干の開き

が確認されたが損傷には至らなかった。 

 実験から用水路はほぼ垂直に移動したものと判断され

た。 

b) V型トラフ 

 図-9に鉛直移動量について示す。実験開始から1時間

後までに若干の沈下が確認された。この時、水路側面の

盛土の沈下が確認されたことから飽和に伴い盛土（粘性

土）が水締めされた状態と考えられた。用水路の浮き始

めは1時間30分後にみられ、水理解析の結果と比較する

と盛土の浸透による30分のタイムラグが生じていた。ま

た4時間後に平均で8.4cmの鉛直移動量を確認した。なお、

計画では湛水深のピークは3時間目（図-5では8時間目）

で54cmとなり時間の経過とともに低下する。しかし、

実験では 大湛水位における浮き上がりの影響を確認す

るため6時間目(図-5では11時間目)までピーク水位を維持

した。水位低下後に再び計測したところ鉛直移動量は平

均で5.8cmとなり2.6cmの低下にとどまった。これは、用

水路が浮き上がった状態で用水路側面から吸い出された

土砂が、用水路底面に堆積したためである。 

 水平移動量並びに上下流移動量についてはいずれも

1cm未満であった。また、目地については、若干の開き

が確認されたが損傷には至らなかった。実験からトラフ

の場合もほぼ垂直に移動したものと判断された。 

 
図-8 フルーム水路鉛直力移動量 

 

図-9 V型トラフ鉛直移動量 

 

c) まとめ 

実験における浮上の開始時刻と水理解析上の浮上開

始時刻には30分のタイムラグが生じており、これは盛土

の浸透による効果と考えられる。この間に溢水すれば水

路は浮上しないことから30分以内に溢水する用水路に関

しては浮上対策が必要ないことが明らかとなった。 

 

4.    事前対策案の検討 

 

 これまでの検討の結果、浮上対策の必要性が明らかと

なったことから、浮力に対する事前対策について検討す

る。以下、考えられる対策案について列挙するとともに、

効果および課題について考察する。 

 

(1)  既設用水路を活用する対策工法 

a) 用水路重量増加案 

 浮力に対して不足する用水路重量を補う工法である。

具体的には図-10のように水路側部に金属プレートをア

ンカーにより固定し、水路の重量増加を図る。ここで、

プレートは水路天端高以下となるように設置し、必要重

量を満足する厚さのプレートを選定する。課題としては

重量増加に伴い基礎杭の追加が必要になる可能性がある。

ただし、小さなVトラフの場合、重量増加分が少なくな

るので杭の追加が必要なく効果的な場合もある。 

No.2           No.1 

 

 

No.4           No.3 
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b) 用水路固定案 

 浮力に対して木杭やH型鋼等による周面摩擦抵抗力に

より抵抗する工法である。具体的には図-11のように木

杭またはH型鋼と用水路をプレート・アンカー等の金具

で連結し水路の安定を図る。ここで、杭の長さは周辺摩

擦力を考慮する地盤の土質条件によって決定される。課

題としては泥炭性軟弱地盤のN値は小さく、摩擦力があ

まり期待できないことから計算上杭の本数が多くなるこ

とが考えられる。また、用水路の固定による水路自体の

破壊に対して検討が必要となる。なお、用水路自体の荷

重は増えないことから基礎杭の検討は必要ない。 

c) 注水案 

 浮力に対して水重によって用水路の浮上を防ぐ工法で

ある。具体的には越流水が早く到達する位置にある用水

路や二段上げ揚水機付近の水路側部にゲートを設け、強

制的に注水を行い水重によって浮力に対抗する。ここで

用水路の注水施設や導水施設の検討が必要となるが、課

題として施設の管理方法や運用に関するルールをあらか

じめ関係者間で協議しておく必要がある。 

d) ジオテキスタイルによる用水路浮上対策案 

 図-12に示すようにジオテキスタイルにより地盤と用

水路を一体化することによって浮力に抵抗する工法4)で

ある。地盤は浮力が働かないので浮力の増加を伴わない。

また、ジオテキスタイルで周辺地盤を包むので、流水圧

による盛土の流出も防止できる。課題としては、「一体

化することによる荷重増加に伴う水路自体の破壊、ある

いは基礎杭の検討が必要である。 

 

 (2)  用水路構造を見直す対策工法 

a) 管水路案 

 既設用水路を廃止し、管水路に振り替える案である。

近年農業経営規模の拡大や効率化に伴い、農業用水の節

水と農家の省力化、あるいは圃場面積の拡大を目指しパ

イプライン化が進められている。浮力に対しては土被り

により水路の安定化を図る工法である。圧送するため開

水路と比べ、動水勾配を大きく取る必要があるが、地理

的に平坦に近く途中で圧送しなくても十分に配水可能な

ことから遊水地内の揚水機場が不要となる可能性がある。

課題として、補償により既設用水路の減耗分負担が施設

管理者に発生すること、既設用水路の用途廃止により補

助金返還が発生する可能性がある。 

 

5.    おわりに 

 

 本報告において北村遊水地における越流した洪水によ

る農業施設への影響について検討した結果、以下のこと

が把握できた。 

 

1) 既往検討で行った遊水地内の氾濫解析のメッシュ値 

 

図-10 用水路重量増加案模式図 

 

図-11 用水路固定案模式図 

 

図-12 ジオテキスタイルによる対策案模式図 

 

（湛水深、標高）座標を農業用水路位置座標と重ね合わ

せ、湛水位を整理した結果、遊水地内のすべての路線で

浮力の影響を受けることが明らかとなった。 

2) 1) で得られた結果を基に、用水路ごとに浮力影響時間

を求め、 も危険となるケースを室内実験で検討するケ

ースとして抽出した。 

3) 室内実験の結果、いずれの用水路についても浮上によ

る移動はほぼ垂直であることが把握できた。また、30分

以内で用水路内に溢水する箇所では浮上対策の必要がな

いことが明らかとなった。 

4) 水理解析と室内実験から浮上対策の必要性が明らかと

なったことから、浮上に対する事前対策の検討を行った。

対策案にはそれぞれ課題があることから今後はそれぞれ

の対策案と現地の状況を総合的に考え、立地条件に照ら

し合わせた複合的な対策案を検討していく必要がある。 

 

参考文献 

1) 札幌開発建設部：平成 20年度石狩川中流遊水地水理模型実

験検討業務報告書：4-4遊水地内の流況解析,2008. 

2) 農業農村工学会：土地改良事業計画設計基準・設計（水路

工）,2001. 

3) 札幌開発建設部：平成 23年度北村地区農業施設影響検討業

務報告書,2011. 

4) 農村工学研究所：パイプラインの浅埋設工法 設計・施

工・積算指針(案),2007.  

木杭

H型鋼杭


