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本論文は，治水と環境が調和した持続可能な河道の姿についての議論を広く喚起することを目的とし，

複断面河道を採用している大河川を主な対象とし，現行の河道計画に関する現状と課題を整理しながら，

「治水上の限界河道」と「環境上の限界河道」について，現時点における知見と論点を整理し提示しよう

とするものである．日本の整備計画河道の立案の経緯，現在の河道管理に対する社会の要請と河川技術の

動向について述べた上で，限界河道の概念について整理する．続いて，セグメント１の河道にみられる砂

州の特性について，治水と環境の両面から過去の知見を整理して提示した上で，セグメント１河道におけ

る環境上の限界河道についての試論を示す． 
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１．はじめに 

 

日本の一級水系109水系のうち，河川整備基本方針は

全ての水系で，河川整備計画は1水系（球磨川水系）を

除いて策定済みであり，計画高水流量又は当面の整備目

標流量に応じた整備計画河道が計画されている．策定後

に整備計画の変更を行った水系は42水系ある1)． 

河川整備計画は，1997年に改正された新河川法に基づ

き，治水，利水に加えて河川環境の整備と保全の目標設

定や，地域の意向を反映するための策定手順を経たもの

ではあるが，計画高水流量を安全に流下させるために計

画された現在の整備計画河道の大部分は，それ以前に存

在した工事実施基本計画における河道計画を，河道計画

検討の手引き（2002年2月）2)に基づいて再検討されたも

のである．同手引きでは，準二次元不等流計算手法を用

いた水位計算によって目標流量を安全に流下させられる

かどうかを確認する手順や，堤防防護ラインの確保など，

流下能力の確保と堤防防御については一定の検討がなさ

れてはいる．一方，河川環境の成り立ちへの理解や保全

方法についての知見が十分とはいえなかった中で本手引

きが作成されたこともあり，定量的な環境目標の設定に

関する記述は見られない．このため，整備計画河道の概

成に至る過程及び概成後の河川環境の状態についての予

測や評価，ミチゲ―ションの検討が十分であったとはい

えない状況にある．  

近年頻発する激甚な水害を受け，流域治水への転換を

提言した社会資本整備審議会答申（令和2年7月）3)では，

気候変動予測に基づく洪水規模・頻度の増加の予測に鑑

み“河川整備計画の目標流量の見直し”にも言及してい

る．気候変動予測に基づく形で基本高水流量を引き上げ，

これに伴って河道配分流量を増やしたいという河川計画

論上の要請は今後高まることが予想される． 

近年相次いでいる豪雨災害を受けて，緊急的な流下能

力向上を目的とした樹木伐採や河道掘削が全国の河川で

既に行われている．特に，「防災・減災，国土強靭化の

ための5か年加速化対策」4)では，“一級河川における戦

後最大洪水等に対応した河川の整備率を，約65%（令和

元年度）から，約73%（令和7年度達成目標）まで引き

上げる”ものとしており，整備計画河道に向けた改修が

大型予算に後押しされる形で加速している． 

前述の答申では，流域治水への転換のための施策の一

つとして“持続可能な河道の流下能力の維持・向上、戦

略的維持管理の推進”を挙げている．『持続可能な河道』

の概念には治水のみならず，河川環境や維持管理も含ま

れる．河道は洪水を安全に流下させるための空間として

だけではなく，動植物の生息・生育・繁殖の場としての

役割や，川らしい景観や水辺の空間利用も含めた良好な

河川環境の保全に対する社会の要請も強く，治水と河川

環境が調和した河道管理に資する河川技術が求められて
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いる．良好な河川環境や川文化が地域アイデンティティ

やシビックプライドに深く関わっている地域も多く，安

全のみを追求した河川整備によって，河川環境の整備と

保全が蔑ろにされることはあってはならない．また，土

木学会水工学委員会河道管理研究小委員会が行ったデル

ファイ調査の結果5)では，官学民のメンバーのいずれも

が「流下能力と安定性を兼ね備えた河道断面形状の設定

法」，「掘削等により流下能力を引き上げられる河道の

限界（限界河道）を見極める診断手法」，「治水目標と

河川環境保全目標を考慮した河道計画手法」など河道の

デザインと河道の応答・設計法に関する河川技術の研究

開発のニーズは高いとしているが，その実用化には時間

がかかる又は難しい，と考えている． 

本論文は，以上を背景とし，治水と環境が調和した持

続可能な河道の姿についての議論を広く喚起することを

目的とし，複断面河道を採用している大河川のセグメン

ト1及び2を主な対象として流下能力の向上を図る際の課

題を取り上げ，議論を展開する．ここで，流下能力の向

上には樹木伐採以外には，引き堤，堤防嵩上げ，河道掘

削の手法があるが，我が国においては土地利用の制限か

ら多くの河川において大規模な引き堤が困難であること，

また，治水の原則に基づくと計画高水位を持ち上げるこ

とは現実的でないことから，河道掘削による河積拡大を

念頭に置く．議論においては，治水上，環境上の両面か

ら「河道掘削によるこれ以上の河積拡大が合理的でない」

と判断される河道，すなわち「治水上の限界河道」と

「環境上の限界河道」について，現行の河道計画に関す

る現状も踏まえつつ，現時点における知見と論点の整理

と提示を試みる．限界河道に関する論点の整理は，河道

で流下可能な流量を明確にすることに繋がる．また，結

果として，ダム，遊水池を含む流域での貯留の必要性と

具体的貯留量を明らかにするものであり，流域治水の推

進に寄与するものである． 

 

２．整備計画河道の現状と限界河道の概念 

 

本節では，河川整備基本方針及び河川整備計画の策定

経緯における河川環境への配慮の状況，河道配分流量と

洪水調節流量のバランス等について実際の計画から示し

た上で，河道計画検討における「治水上の限界河道」と

「環境上の限界河道」の基本的概念について整理する． 

 

(1) 河川整備基本方針及び河川整備計画の現状 

河川整備基本方針及び河川整備計画の策定年と変更年

（最新）の分布1)を図-1,2に示す．河川整備基本方針は

それ以前の工事実施基本計画を土台とし，1997年の新河

川法制定直後に10河川が策定されたのを皮切りに，2006

年から2009年に各年23水系ずつ集中的に策定された（図

-1）．これに対し，河川整備計画の策定年は長期に亘っ

ている（図-2）．河川整備計画の策定にあたっては，地

方公共団体，関係住民，学識経験者の意見を聞くプロセ

スが存在するほか，整備計画河道や洪水調節施設の計

画・設計には各河川に共通・固有の課題が存在し，この

技術的・社会的な対応に多大な労力が投じられている． 

河川整備計画策定後に１回以上計画変更を行った河川

は40以上あり，全体の1/3以上の河川が河川整備計画の

変更を１度は行っている．そもそも，おおよそ20～30年

程度の中期的な具体的整備の内容を示す計画であるから，

今後，多くの河川において整備計画の見直しが進められ

るべき時期に差し掛かっているといえる． 

 

(2) 河道配分流量の現状 

河道に配分される計画高水流量は，基本高水流量から

ダム・遊水地等による洪水調節分を除いたものであるが，

基本高水流量のうちどれだけを洪水調節することができ

るかは，河川によって大きく異なる．例として，図—3に

図-1 河川整備基本方針の策定年と件数 

図-2 河川整備計画の策定年と件数 

図-3 基本高水流量における河道配分流量と洪水調
節流量の設定状況（中部地方整備局管内の例） 
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中部地方整備局管内河川6)の計画基準点における基本高

水流量の河道配分流量と洪水調節流量の設定状況を示す．

流域の地形地質や土地利用，歴史的経緯によって，ダ

ム・遊水地等の整備が大きく進んだ水系もあれば，様々

な理由によって洪水調節能力が十分に確保できず（ある

いは河道のみで十分対応でき），河道配分流量の割合が

大きい河川もみられる．相対的に河道の負担が大きい河

川と小さい河川があることが認識される． 

 

(3) 整備計画河道における環境配慮の課題 

以上の現状を踏まえ，本論文が論じようとしている

「治水と環境が調和した持続可能な河道」に関わる議論

として，以下の2点の事項を指摘しておく． 

1点目は，河川整備計画における環境目標の設定及び

これを達成するための具体的方策は未だ十分ではない点

である．河川法に「河川環境の整備と保全」が盛り込ま

れてまだ25年足らずであり，河川生態学術研究会（1995

年発足）や応用生態工学会（1997年発足），土木研究所

自然共生研究センター（1998年開所）等を中心とした研

究活動や，多自然川づくり（2006年）の取り組みを通じ

た実践的な知見の集積をもってしても，治水目標と河川

環境保全目標を考慮した河道計画手法はいまだ実現して

いない5)．加えて，河川整備計画の当初計画策定年は図-

2に示すとおり，20年程度の幅があり，初期の河川整備

計画であるほど，河川環境への知見の不足から，河川環

境に関する目標と具体的方策の記載が定性的で，現実の

河川管理に対する実効性を欠いている可能性が高い．河

川整備計画の変更に際して，河川環境に関する最新の知

見や，実践的な河川環境の評価・改善の手引き（2019年）

に基づく環境目標等を取り込んだ形での変更が随時行わ

れるべきである． 

2点目は，河川整備基本方針において設定した計画高

水流量を安全に流下させる河道（基本方針河道）に対し

て，河川整備計画における河道整備の目標流量が低く設

定されている計画が多いことである．整備計画河道は基

本方針河道に向けた整備の途上にあるため，計画高水流

量よりも目標流量が少ないのも当然という捉え方ができ

る一方で，整備計画河道の検討過程において，樹木伐

採・河道掘削等により確保できる流下能力の「限界」が

認識され，そのまま河道整備の目標流量となっている計

画も（明示的されてはいないが）存在しうる．例として，

計画超過洪水が発生した後に，基本高水流量の引き上げ

を行うこととしたものの，河道整備の限界が認識された

結果，河道分担流量を十分に引き上げることができず，

あらたに洪水調節施設を新設することとなったような

ケースである． 

このように，これ以上の河道配分流量を許容すること

は困難，と判断された河道の状態をひとまず「治水上の

限界河道」と呼ぶこととする． 

 

(4) 治水上の限界河道 

整備計画河道の設定にあたり，樹木伐採・河道掘削等

により確保することができる流下能力の限界が，どのよ

うな境界条件により決定されうるかを一般論として整理

する．河道掘削案には，高水敷掘削（切り下げ）を主体

とした計画から，低水路内の河道掘削を主体とした計画

まで幅がみられるが，河道掘削を主体とした流下能力確

保を試みる場合，限界河道として認識される状態はどの

ようなものであろうか． 

まず，地形上の限界について整理する．堤間幅が固定

されていること，また，河道計画検討の手引き2)に示さ

れた堤防防護ラインが存在することから，堤防側に向け

て河道掘削を行うことには地形的な限界がある．一方、

深さ方向には，既設の護岸・根固め等の河川構造物や横

断工作物等の根入れを確保するための深さの限界がある．

特に，砂州河道や河道湾曲部においては河床変動による

局所洗堀も見込んだ根入れから逆算される最深河床の限

界が存在し，ここが治水上の弱点個所であるからより限

界を意識した掘削が必要である．また，河床を掘削した

区間と上下流区間の河床高擦り付けも深さ方向の限界を

規定する要因となる．このように河道には幾何学的な境

界条件により容易に設定されてしまう横断方向、深さ方

向の限界があり，これら限界となる個所を連ねると治水

上の限界河道はかつての工事実施基本計画に示された定

規断面に類似した単調なものとなるだろう． 

また、このような地形上の限界だけでなく，土砂輸送

に伴う維持管理上の限界も視野に入れる必要がある．す

なわち，石礫を河床の主材料とするセグメント１河道で

は，拡幅もしくは河床掘削を行った区間とその上下流の

区間との縦断的な掃流力の不均衡から，当該区間等で堆

積・侵食が生じ，結果、維持管理上の問題が生じる可能

性がある．また，セグメント2河道，特にセグメント2-2

河道では，高水敷掘削・河道拡幅後に浮遊砂，ウォッ

シュロードを主体とした細粒土砂が再堆積し，河積を減

少させる．また，これらの現象は植物の繁茂と相まって

より促進する方向に働き，より深刻な維持管理上の問題

が生じるだろう．このように、河道掘削と土砂輸送の空

間的不均衡に起因する維持管理上の課題が日々の河川管

理の中で解決困難となる場合には，これも治水上の限界

河道の一つとして認識されるべきであろう． 

 

(5) 環境上の限界河道 

治水上の限界河道が，堤間幅や堤防防護ライン，河川

構造物や横断工作物等の根入れ，土砂輸送の空間的不均

衡といった物理的条件によって定まるのに対し，河川環

境上の限界河道を一意に示すことは難しい．そこで，こ

こでは，河川の自然環境を対象として，この基盤となる

河川地形，生息場の観点から，望ましい河道のあり方を

整理し，望ましい状態から段階的な引き算によって環境

上の限界河道の定義を試みる． 
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原生的な河川では，氾濫原に様々な景観がモザイク状

に分布し，植生遷移と洪水攪乱による破壊・更新によっ

て変動しながらも，全体としては生息場の多様性が保た

れるシフティングモザイク7)が形成される．シフティン

グモザイクは，砂州河道（凡そセグメント1から2-1に対

応）であれば複列・単列の砂州移動に伴う流路変動，よ

り低平な平野部の蛇行流路（凡そセグメント2-2に相当）

であれば湾曲外岸河岸が侵食され内岸に堆積する形での

横方向の流路変動によってもたらされる． 

両岸に連続堤防を整備し，堤防防護のために高水敷を

造成し，高水敷河岸を防御するために低水護岸を整備し

た複断面河道を維持することを前提とした河道管理にお

いては，洪水による地形変化が許容されるのは低水路の

中だけである．したがって，土砂輸送による地形変化や

植生の繁茂を許容することができる低水路の幅が，河道

計画により影響を受ける河川環境要素として挙げられる

だろう．我が国の河道整備においては，人工的な高水敷

整備が行われたことにより，低水路が狭められた河道が

多いことから，本来有していたシフティングモザイクが

十分許容されるほどの幅広な低水路を有した河道は稀で

あると考えられる． 

河道内の空間は，平水時の水域と，陸域すなわち河道

内氾濫原8)とに分けることができる．平水時の陸域にあ

たる河道内氾濫原には，人工的な高水敷も含まれること

から，②人工的な高水敷を除く河道内氾濫原の面積，さ

らには③河道内氾濫原の景観の多様性が高いことが望ま

しい河道の要素となりうるだろう．水域においては④水

域の広がりが水棲生物の生息場の量を規定し，セグメン

トに応じた河川地形を基盤とした⑤瀬・淵構造を中心と

する水域の物理環境の多様性が生息場の質を規定すると

考えられる． 

河川生態系を支える河川環境の要素は①～⑤の要素の

みで表現されるものではないが，河道計画により操作し

うる要素として以上の5要素に着目した際に，空間的な

位置関係は図-4のように示される．(4)治水上の限界河

道で述べたように，引き堤案及び堤防嵩上げ案が採用で

きず，河道掘削主体の河道計画を採用した際に，影響を

受ける要素は②～⑤である．したがって，環境上の限界

河道は，河道掘削によって②～⑤の要素が損なわれて

いった際に，許容しうる限度を想定することに他ならな

い．河道掘削に対する低水路内の環境への直接的な影響

と地形や生物の応答は，セグメントに応じて異なること

から，環境上の限界河道は，具体的な河道区間を想定し

て議論する必要がある．例えば，石礫を河川地形の主材

料とするセグメント1と，砂・シルトを主材料とするセ

グメント2-2では，河道掘削後のレスポンスは大きく異

なる．セグメント2-2においては，河道掘削後に浮遊

砂・ウォッシュロード主体の土砂が再堆積する過程9)で，

河道内氾濫原的な環境10)が形成される事例も報告されて

いる．本論文では，河道掘削による人為的な地形改変が

長期間残存するセグメント1の砂州河道を対象に，環境

上の限界河道について検討する． 

 

３．セグメント１石礫床河川の限界河道 

 

(1)石礫床河川の砂州 

セグメント1を代表する河川地形である砂州と瀬・淵

構造の関係性から，石礫床河川における環境上の限界河

道を定義することを試みる．セグメント1の砂州河道に

おいては，図-4に示した要素のうち①低水路幅が砂州の

発生に深く関わっており，②～⑤が洪水によって発達形

成される砂州の状態や，砂州に対する河道掘削等の人為

的改変の影響を受けるものと整理される．砂州河道の限

界河道について考察するために，まず河川地形としての

砂州の特性について治水と環境の両面から既往の知見に

ついて整理していく． 

低水護岸等によって低水路幅が規定された河道では，

洪水時の川幅水深比と無次元掃流力を指標とした砂州非

発生・単列砂州・複列砂州といった黒木・岸の発生領域

区分11)が分析に用いられることが多く，平均年最大流量

や低水路満杯流量等を指標として砂州発生領域の判定や

砂州移動量の議論に用いられる12,13)．しかしながら，や

や長い時間スケールで見れば，石礫床河道の様相は上流

からの土砂供給の多寡によって川幅が大きく変化する14)．

土砂供給が多い場合は，澪筋が複数に分かれた幅広

（braided）な河道となり，流水が運搬する土砂の堆積に

よって盛んに流路変動が生じる，日本でいうところの

“暴れ川”の様相を呈す．土砂供給量が減少すると，河

床低下を伴いながら澪筋が１本にまとまった流路へ変化

する．日本においても，かつての暴れ川が，土砂供給の

減少によって数十年という時間スケールで澪筋がまと

まった流路変動が少ない河道に変化してきた河川も多い．

土砂供給量の減少は，河床低下と同時に河床表層の粗粒

化15,16)を生じ，また平水時の流量に対する川幅縮小16)が

生じる．河床表層の粗粒化を伴いながら低水護岸に沿っ

た細く深く狭い澪筋に変化し次第に安定していく17)．ま

た，単列砂州の場合は，砂州波長が伸び，砂州波高も減

④水域の面積（幅） 

⑤瀬・淵構造 

②河道内氾濫原の面積（幅） 

 （人工的な高水敷を除く） 

③景観の多様性 

堤間幅 

人工的な

高水敷 ①低水路幅 

人工的な

高水敷 

図-4 複断面河道の河道計画により 

操作される河川環境要素の位置関係 
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少した単調な河川地形へと変化する18)． 

一般的に砂州は水衝部を形成し，ときとして河岸侵食

から堤防の侵食破堤に至ることもある．上流区間からの

土砂供給が慢性的に減少し，河床低下，表層の粗粒化，

砂州波長の延長，砂州波高の減少といった様相を呈した

状況であっても，例えば低水護岸・根固めの流失に伴っ

て，河岸侵食を起点とした土砂供給が生じた場合，流路

変動が激化する19)．これにより下流区間の側岸侵食が誘

発され，侵食破堤に至る災害事例も報告されている．水

衝部における最大洗堀深は，砂州波高と関係が深いこと

が知られているが，単列砂州と複列砂州とでは，砂州波

高と流路変動特性が大きく異なることに留意しなくては

ならない．  

 

(2)砂州と瀬淵の関係性 

砂州河道における瀬・淵構造の対応については，砂州

の盛り上がった前縁線を乗り越える部位が早瀬（あるい

は砂州波高が高く落差が大きい場合は荒瀬とも）となり，

その下流に，水深が深く流速が遅い淵が存在する（図-

5）．幅広い粒度分布で構成される石礫床河川では，砂

州の形状に応じた河床材料の分級が生じ，河床環境の多

様性を高めている20,21)．砂州の表層は粗粒化しており，

砂州の移動性に影響を及ぼす13,22,23)．洪水時における砂

州の移動と瀬・淵構造の対応に着目すると，一つの洪水

波形の中でも，洪水ピーク流量付近で砂州が発達した後

の洪水減水期に前縁線部が侵食され，これが普段の早瀬

を形成することも報告されている24)．砂州の形状と流路

の平面形に対応して早瀬の形態はさまざま25,26)で，早瀬

の形態により生息場としての機能にも違いがある． 

砂州河道の淵は，一つ下の砂州の前縁線によってせき

上げられ滞留するために水深が深くなっているのであっ

て，淵は砂州水衝部が洗堀されたものではないことに留

意が必要である．砂州上部の掘削等の要因により最深河

床と砂州前縁線部の比高である砂州波高が減少した際に

は，早瀬（荒瀬）の落差は減少し，淵の水深は浅くなっ

て，全体的に一様な平瀬に近づいていく．砂州の生態的

機能として知られている河床間隙水域との水交換による

水温安定，水質の安定機能も，砂州波高によってもたら

される局所的動水勾配によって発揮されていることから，

砂州波高の減少は砂州の生態的機能を低下させる． 

 

(3)砂州河道における河道掘削と環境上の限界河道 

砂州河道における河道掘削では平水時に川原として認

識される砂州の上部を掘削して削り取る“砂州切り下

げ”，特に平水位ぎりぎりまで切り下げる場合はいわゆ

る“平水位掘削”と呼ばれる掘削方法となる．平水位掘

削は直接的に最深河床を低下させることもなく，水域に

は直接改変が及ばないために環境への影響は比較的小さ

いと認識されてきたこともあり，実質上，平水位掘削が

砂州河道における「環境上の限界河道」と認識されてき

たようである．しかしながら，砂州河道が有する瀬・淵

構造は，砂州波高が早瀬の落差及び淵の水深を決定して

いる（図-5）ために，砂州の上部の掘削は，砂州が有す

る生態的機能を低下させることも自明である．また，砂

州上部の掘削は，石礫床河川において河道内を移動しう

る土砂の総量を減少させる方向の行為でもある．河床を

掘削した際に露出する土砂は長期間の圧密を受けて固化

している状況も観察されており，砂州表層付近の土砂と

比べて移動しにくい．このため，砂州掘削工事後の出水

によって土砂輸送が生じても，砂州波高はその都度減少

し，河床形状はより平坦になる方向で変化する18)．以上

のことから，砂州河道における環境上の限界河道は，

「砂州を基盤とする瀬・淵がその生態的機能を発揮でき

る下限」として，概念上は設定できるかもしれない．し

かしながら，瀬・淵の生態的機能が保たれる限度は明ら

かになっておらず，今後の研究が急がれる課題として提

起するにとどまらざるを得ない．とはいえ，環境上の限

界は，治水上の限界とも考えられる平水位掘削よりは当

然高い位置までの掘削しか許容しえないことから，低水

路幅を固定して考える限り，治水上の限界河道よりも環

境上の限界河道が許容しうる洪水流下能力は低いことに

ついては間違いない． 

 

(4)河道掘削による限界回避のための一方策 

砂州河道の限界河道を意識しながら河積確保すること

につながりうる要素として，低水路幅と高水敷幅の設定

方法について考察する．現行の河道計画の多くは，河道

計画検討の手引き2)に示された「河道セグメントごとの

河岸侵食幅の目安」を参考として堤防防護ラインを設定

している．セグメント1においては40m程度という値が

示されており，参考となる被災事例がない場合は必要高

水敷幅として40m以上が推奨されている．河道計画にお

いて，堤間幅が固定した状態で必要高水敷幅を両岸40m

ずつ確保すれば，低水路幅は自動的に定まってしまう． 

一方，低水路幅は河道の特性を大きく左右する重要な

変数でもある．2.(5)に述べたとおり，流路変動が許容

される低水路幅は，河道内の河川環境の最重要要素であ

ることに加え，3.(1)に述べたとおり，砂州河道の河床

形態は低水路幅によって規定され，低水路幅と河岸高

（高水敷高さ）のバランスによって，河床形態が変化す

る．堤防防護のためのバッファゾーンとしての高水敷の

機能が確保される必要高水敷幅が河川区間ごとに設定で

図-5 砂州河道の瀬淵と砂州波高の関係性 

（澪筋に沿った縦断面図） 

トロ 淵 
早瀬 

（荒瀬） 
平瀬 

トロ 淵 
早瀬 

（荒瀬） 
平瀬 

砂州波高 
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きるよう最新の知見をもって見なおしがなされ，低水路

幅を拡幅する余地が生まれれば，環境上の限界河道を割

り込むことを回避しながら河道配分流量の増加に対応す

る余地を生む可能性がある． 

 

４．おわりに 

 

本論文は，治水と環境が調和した持続可能な河道の姿

についての議論を広く喚起することを目的とし，「治水

上の限界河道」と「環境上の限界河道」についての試論

を示し，今後検討すべき学術的・技術的課題も含めた問

題を提起した． 

最後に，限界河道を論じることの意義をあらためて強

調する．治水上の限界河道を明らかにしておくことは，

河川構造物の維持管理や，河道災害を回避する上で重要

である．低水護岸，橋梁等の既設構造物の根入れを把握

した上で，出水時に想定される河床変動の幅を想定して

おくことが肝要であろう．環境上の限界河道が明らかに

することは，河川法における河川環境の整備と保全の目

的を達成するためにも必要である． 

対象河川・区間ごとの限界河道を想定することは，流

域治水への社会的合意を得ることにも資する．流域治水

は，集水域対策，河道対策，氾濫原対策の３パートから

成るが，集水域対策及び氾濫域対策には広い範囲の利害

関係者の協力が必要である．河道が受け止めることがで

きる限界を明らかにすることは，流域内の利害関係者へ

の協力を求める必要性を明らかにし，流域治水の議論を

加速するためにも有効であると考える． 
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