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水 防災 と環境 に配慮 した ス―パー堤 防上

沿川市街地構造 の研究

On Newly Costructed Inhabited District On Super Levee From The 

Viewpoint Of Flood Disaster Prevention and Residential Environment

福 岡捷二*・ 内山 雄介*

By Shoji FUKUOKA and Yusuke UCHIYAMA

 Discussions have hardly been made on the plan of 

inhabited district on the so called super levee from the 

viewpoint of considering flood disaster prevention. 

In this paper, basic ideas of newly inhabited district 

constructed on the super levee are proposed for accomplish-

ing both functions of dissipating the energy of the flow of 

overtopping flood water and that of good living circum-

stances. Severalplans of the arrangement of tall buildings, 

houses and streets to properly dissipate the energy of 

overtopping flood flow are shown here according to the 

policy to haveoverflow water concentrated on streets or not. 

Keywords: super levee, river environment, overtopping flow, 

urban redevelopment

1は じめ に

我 が国の河川 改修 は計画規模 の洪水 を安全 に流 下 させ る河道づ くりを 目指 してい る。 しか し、洪水 は自然

現象 のた め計 画規模 を上回 る超 過洪水 が発生す る ことは有 り得 る。 特に低地 の洪水氾濫 原 に発達 した大都 市

で は超 過洪水 が発生 す ると壊 滅的 な被害 を受 ける ことにな る。 この ような中 で沿川 の不 健全 な住 環境 を もっ

市街 地 の整備 を取 り込み、水 辺空 間 と良 好 な住環 境 の創 出を促 し、超過洪水 に対 して も破堤 しな いスーパー

堤 防の整備 事業 は中枢機能 が高度 に集積 した大 都市域 を壊 滅的被害 か ら守 る施策 と して注 目 されて い る。*

本研究 では スーパー堤 防整備 が沿 川市街地 の再開発事業 と一体 的 に推進 され る場 合 につ いて当該市 街地 の

水 防災面 か らの安全 度 の検 討 と、 それ に基 づ く提言 を行 うことを目的 と してい る。

2再 開発事業 を伴 うスーパー 堤防整備事 業

まず 、 スー パー堤防 の概念図 を図-1に 示す。 スーパー堤 防整 備事業 を行 う場 合、地域特 性 によ り沿川地

域 の整 備の タイ プは4つ に大別 して考 え ることが で きる。

① 市 街化区域 内で行 われ る結 節点型 の既成市街 地再編型整備

② 市 街化 区域 内で行 われ る水 辺空 間を活用 した再開発型整備
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③ 市街化調整区域内の新規開発で周辺地域との結節点型整備

④ 市街化調整区域内の低未利用地に対する都市的利用を想定した沿川市街地型整備

この中で 、工場跡 地な どの活用 や既

成市街 地 の老 朽建築物 の再生 を狙 った

② のタ イプは堤 防裏 法面 の利 用 によ る

減歩率 の軽減 や、各 種の規制緩 和施策

によ って、沿川 地域 整備 促進 の イ ンセ

ンテ ィブとな ることが期 待 され る。 ま

た 、 この再 開発 型整 備は大都 市域 を氾

濫原 とす る利根 川 、江戸 川 、荒 川、 多摩 川、淀川 等の各沿川 の不健全 な高度利 用地区 に対 して有 効で ある。

本研究 はこれ らの沿 川市 街地 の土地利用 や人 口等 を調査 し、 これ をモデル化す る。 このモデ ル化 した地域 に

スーパー堤 防整 備事業 を施行 す る場 合を想定 し、水防災 と環 境 に配慮 した スーパ―堤防上 の市街 地構造 につ

いて検 討す る。

図-1

スーパー堤 防の概念 図

3ス ーパ ー堤 防上 を越 流 す る水 のエネルギ ーを減殺す る施 設

スーパー堤 防整備事業 は、 これ まで主 と して盛 土 ・道路構 造や堤 防の強度、 およ びスーパ ー堤 防整備事 業

実施 にあた って の制度 や法律 な どについて検討 されて きた。 しか し、 もう一 つの重要 な課題 であ るスーパー

堤 防上 の水 防災街 づ くりについて の議論 が十分 な されて いない ようであ る。 スーパー堤 防上部 は住宅等 の都

市 的利 用が 可能 とは言え、平均 的 に1/30程 度 の勾配 を有 す る堤体 であ り、超 過洪水 に対 して破堤 は しな

いが越 流水 が生 じる と言 う事実 を考慮 した水 防災 施設 の整備 が必要 であ る。

著者 ら2)3)に よる地盤 の平均 勾配1/140の 既成市街地 に於 ける洪 水氾濫 シ ミュ レー シ ョン及び模型 実

験 か ら、堤 防の決壊 によ って生 じた氾濫 流 は破堤 点か ら250mの 地点 で全流 量の約50%も が道路 に集 中

して流 下 し、 この時道路 上 の流 速 は2～3m/sに も達す る ことが明 らかに されて いる。 この事 は スー パー

堤 防上 を越流 、流下 する水流 の エネルギー は著 しく大 き くなる ことを予想 させ る。街づ くりと共 に、越流水

の もつ エネルギー を確実 に減殺 させ る方 策が検討 されな ければな らない。以 下 に於 いて越流 水 を道路 に集 中

させ る場合 と集 中 させない場合 につ いて検討す る。 平均勾配1/30の スーパ ー堤 防 には土 地利用上 、斜面

の上 に盛土 して水平地盤 と して利用す る ことが望 ま しいの で、数層 の段 を持つ段差 状の構造 形態 が考 え られ

て いる。 この段 差 はまた、越流 水の エネルギー を効 率的 に減殺 す るた めに必 要 な施 設で ある。 この場 合段差

によ り、道路 の取付 や土 地 の分 断及 びそれに伴

う土地 利用形態 の制 限の問題等 が残 され る。越

流水が 段差部 を流下す る際 のエ ネル ギー及 び洗

掘 の減 殺 には以 下 の3つ の方策 が考 え られ る。

す なわ ち、段差 部か ら越 流水 が落下す る際水叩

きによ る洗掘防 止、 エネル ギー減殺 の確実 性を

増すた めに段差 下部 に掘 り込 み空間 を設 け強制

跳水 を生 じさせ る方策(図-2)、 そ して段差

部 か ら流 下 した 越流水 を地下水路 ・地下 河川 ・地下調節 地等 に流入 させ る方 策 などであ る。

図 一2越 流水 のエネル ギーを減殺す る

機能 を有 す る空 間

4ス ーパー堤 防上 の水 防災市街 地構造 の提 案

以上 の ことか らスーパ ー堤防上 の水防災機 能を有 する3通 りの市 街地概念 図 を提案 し、併 せて各パ ー ツの

基 本的 な考 え方 を示す。

① 道路 に流量 を集中 させ るケ ース(TU規 制を したスーパー堤 防上市街地(歩 道型/車 道型))
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歩道 型(図-3)は 主 に幅広 の歩行者 専用道

路(a)に 越流水 を集 中 させる。歩 道化 によ り段差

部 に階段等 を設 け、植 樹 ・噴水 などの粗 度要素

を設 置 し、また水 叩 きと跳 水機能 を有す る大 き

な空間(b)を 取 る ことが 可能 であ る。 これ によ り

越 流水 のエ ネルギー の制御 ・強制 跳水を容易 に

す る。 大型構造 物の配置 につ いては、主 として

流速 を低減 させ る効果 を持 った 交互配置、越 水

を早急 に歩道 に集中 させ る効果 を期待す る斜 め

配置(c)等 が考 え られる。 また車 道型 は、図-4

に示す ように区画街路 の みを設 定 した もので あ

る。 これ らの通 過交通 を許 さな いTU規 制な ど

は良好 な生活環 境 を創生す る点 で好 ま しい と言

え るで あろ う。

一方 都市 計画 の立 場か らは、事業 に伴 い当該

地 域上構造 物が全面 的 に仮 移転 され ることをを

考 慮す る と、沿川 にわた る幹線道路 等の河川 近

傍 への付 け替 えが望 まれ るところであ ろ う。 し

か し、 河川沿川 の景観 に優れた場 所 にこれ らを

建設す ることに対 しては生活環 境上問題 が多い。

これ らはスーパー堤 防上 の街 を外 して建設 す る

か、地 下道路 と して建設 す る等 が考 え られ る。

段階 的 に整備 す る場 合、沿川 にわた り連 続 した

スーパ ー堤 防が完成 した後 に この地下空 間を協

同 溝や地下鉄 、或 は地下調節地 など として利用

す るこ とな ども可能 にな るであ ろ う。

図-3道 路 に流 量を集 中 させるケー ス(歩 道型)

図-4道 路に流量 を集中 させ るケ ース(車 道型)

② 道路 に流量 を集 中 させ るケ ース(車 道優先型 の市街地(ロ ー タ リー型/地 下水路型))

この市 街地構造 にお いて道路 は車 道優先型 のた め、図-5に 示す ようにエネル ギー減殺施設 の設置 を期 待

図-5道 路 に流 量 を集 中 させ るケ-ス(地 下 水路 型)

図-6交 差 点部 の構 造

―835―



で きない。 このた め超過 洪水時 の エネルギー減殺 に問題が残 る。 しか し、 日常 的な都市 的利 用 の面か らは土

地利用 形態 にな るべ く沿 うよ うな車道 の直交す る(d)市 街地 とな り、住環 境 も道路 の拡幅 や低未利

用地 の整理、緑 地整備等 によ って向上す ると考 え られ る。 このケー スは道路 の交差 点部 の構 造 によ って ロー

タ リー型及 び地 下水路型 に分類 され る(図-6)。

・ロータ リー型:交 差点 の ロー タ リ一部分 に噴水 ・植樹等 を配 す ることによ りエネ ルギーの減殺 を期 待す る。

・地下 水路型:ロ ータ リー下 に地下水路 ・地下調 節地等 を設 け、上部 か ら越流水 を取 り込 む。

③ 道路 に流量 を集中 させ ないケー ス(図-7)

この形態 の持つ 大 きなメ リッ トは、越流水 が簡単 には道路 に集 中 しに くく、地域全 体で越流 水 を受 け持 つ こ

とで あ る。 この事 によ り、段差 部 によって越流

水 の保持 す るエ ネル ギー が①② よ り も軽減 可能

となる。 段落 ち直後(e)に はす ぐに住宅 を設けず

この空 間を活用 した遊歩 道や、 植樹 などの粗度

の設置 が考 え られ る。 また、大 型構造物 やエ ネ

ルギー減殺 施設 に関 して は① と同様 のものが考

え られ る。 これ らよ り沿 川市街地 にふ さわ しい

形 状を検討 して 、半径約200mの 一つ の完結

した まちを提案 す る。 この緑豊 かな市街地 は例

えば河川軸 方向 に一体整 備 され た新交通 システ

ムな どの駅 を中心 と し(f)、 駅 の周 囲 は公共用 地

として確保 し、 ここに緑 を配す ると好 ま しいで

あろ う。 図-7道 路 に流量 を集 中 させな いケース

5今 後 の方向性

今後 は、 ここで提 案 した3ケ ースのみ な らず様 々なケー スについて水理模 型実験 を行 い、 スー パー堤防上

の市 街地 を流れ る越 流水 の流況 を調 べ、水 防災的 に も好 ま しい市街 地構造 や道路線形 等 の提 言を行 いた い。

6結 語

スーパ ー堤 防整備 事業 は河川部局 と都 市部局 との共 同作 業 によ って進 め られ る遠大 な事業 であ る。 スー パ

ー堤 防上 の街 づ くりにつ いては、安 全で環境 のす ぐれた街 づ くりを進め るとい う共通 の認識 にた ち、 具体 的

な議論 を行 う段階 にあ ると考 え る。本論 文 で述 べた スーパー堤防上 の沿川市 街地整備 方法 の提 案 は、新 しい

課題 につ いて限 られた情 報 の中で検討 され た もの のために基本的 な考え方 に不十分 さが残 されて いる。 に も

か かわ らず本論 を進 めた理 由は、 まずは多 くの人 々の議論 を引 き起 こす ことが肝要 であ ると考 えたか らで あ

る。 スーパ ー堤 防整備事 業 を進 めるにあた って、解決すべ き多 くの課題 があ るが、様 々な角度 か らの活発 な

議論 を通 じて具 体的 な課 題 を抽 出 し検討 す るこ とが必要で あ る。
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