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1. はじめに 

 研究背景 

 現状の設計プロセス 

 建設業における「設計図書」について，建設業法の定義では，「「設計図書」とは，仕

様書，契約図面，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう．また，土木工事

においては，工事数量総括表を含むものとする」とされている i,ii． この「設計図書」や

「設計図書」作成のための設計プロセスについて，我が国の現状を整理する． 
 近年，国土交通省を中心として進められている i-Construction では，取組施策の一つと

して「調査・測量から設計，施工，検査，維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロ

セスにおいて，３次元データ等を導入することで，ICT 建機など新技術の活用が実現す

るとともに，コンカレントエンジニアリング，フロントローディングの考え方を導入．」

ということが掲げられている iii．これより，プロジェクトの可能な限り早期の段階，つ

まり設計段階で後工程に生じうる課題を解決しておくことは非常に意義がある． 
 これまで建設業界での設計は，図面作成及び設計照査において２次元を基本としてお

り，図面作成方法や設計照査用の指針，法令なども２次元に適合するように整備されて

きた．さらに特定の設計照査用プログラムも合わせて開発され続け，２次元設計での効

率化が図られてきた．そのため，設計を３次元で実施するメリットが設計者にとって少

なく施工段階ほどには３次元モデルの活用は進んでいない．さらに，２次元を基本とし

た設計で図面作成及び設計照査を実施した場合，３次元モデルを２次元図面から作成す

ることになり，余計に手間が増えてしまうという現状である．BIM/CIM 推進委員会で議

論されている設計段階における BIM/CIM モデルの活用効果 ivは，フロントローディング

として，設計成果の可視化による設計ミス防止，干渉チェックによる不整合の防止（コ

ンクリート構造物の鉄筋干渉チェック等），仮設工法の妥当性検討，施工手順のチェック

等を行うことによる施工段階での手戻り防止が挙げられている．また，コンカレントエ

ンジニアリングとして，工事発注者や維持管理の知見も反映し，施工性や供用後の品質

確保や維持管理上で配慮できることが挙げられる．しかし，主に設計プロセス以外との

連携をとる活用効果であり，設計段階での活用を主とした事例はほとんどない． 
設計プロセスにおいて３次元モデルの活用方法を検討するにあたって，我が国の土木

事業の一般的な設計プロセスを図 1-1 に整理した v．設計の全体としては，基本計画，

基本設計，詳細設計と設計照査をもとにして，構造物の形状や材料を徐々に設定する．

設計プロセスでは様々な設計条件の変更が発生するが，原因としては設計照査結果だけ

ではなく，敷地の制限や地域的な制約などで多岐にわたる．許認可申請も設計条件の変

更を要する要因の一つとして挙げられ，その内容によっては詳細設計内容の修正や基本

設計内容の修正にまで戻ることがある．許認可申請は設計プロセスの最終段階に位置す

るため，手戻りが生じると多くの手間を要することになる．一方で，建設プロジェクト

を合理化するために，コンカレントエンジニアリングやフロントローディングや安全等

を目的とした発注方式が活用されつつある．岩原らによると，発注方式に応じて生じる

設計プロセスにおける様々な課題が挙げられている vi．ここでは，多数の異なった工学

分野が緊密に連携しながら実施する総合的な建設プロジェクトにおいては，発注方式に

かかわらず，プロジェクト全体を俯瞰した，関係部門間での設計条件や，安全率につい
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ての考え方について，双方向での議論と共通認識が重要であるとされている．これより，

様々な関係者が意思疎通を図る上で有効であると期待されている３次元モデルを設計プ

ロセスへ適用することは必要不可欠であると考えられ，設計プロセスを合理化するよう

な３次元モデルの活用方法を検討することは重要であると考えられる． 
 

 

図 1-1 一般的な設計プロセス 
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 現状の許認可プロセスの概要 

 建設プロジェクトでは，建設地点に応じて様々な法令に制限を受ける．法令には，都

市計画法や建築基準法，河川法，道路法等の多数の法令が挙げられる．そのため，建設

プロジェクトの推進者は多くの法令に対して許可を得る必要があり，それぞれの法令に

応じた申請図書を作成し，申請する必要がある．一般的な許認可プロセスを図 1-2 に示

す viiviii．前項で述べた通り，道路法や河川法をはじめとする許認可申請は設計プロセス

の最終段階に位置することが通常であり，許認可プロセスでの設計条件の変更は設計の

必要な性能の明確化に関わることとなり，大きな手間がかかることになる．そのため，

大きな設計条件の変更が生じないように申請者は事前ヒアリングによって申請内容に関

して審査者側からアドバイスを受けながら設計を推進することになる．しかしながら，

ヒアリングでは断片的な情報をもとにアドバイスがなされるため，申請書受理後の審査

によって申請書の不備や設計内容の修正要求が発生することがある．許認可を得ること

なしに施工プロセスには進めないため，許認可図書審査に要する期間が延びる場合，そ

のまま建設プロジェクトに要する期間が延びることになる．審査期間の例として，公開

されている河川協議の標準処理期間を表 1-1 に示す ix,x． 
 建設関連の許認可図書及び審査の特徴として，下記の事項が挙げられる xi． 
・ 申請図書には図面，複数の検討書を伴うため紙ベースである 
・ ２次元図面で申請書が規定される 
・ 申請者側及び審査者側双方による図面同士の整合性チェックが必要 
・ 許認可取得後の現地状況等に応じた度重なる追加・変更申請 
・ 許可書発行までの時間を一定期間要する 
・ 複数の審査機関に別々の書式での申請が必要となる 
・ 審査者は申請内容に応じて一定期間の図書保管が必要となる 
・ 設計条件の変更が生じると多大な手間が発生する 
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図 1-2 一般的な許認可プロセス 

 
表 1-1 行政手続法の施行に伴う河川法等の処分の標準処理期間 xii,xiii 

処分法 区分 標準処理期間 

河川法 

国土交通大臣の権限に係る水利使用に関する処分 １０か月 

地方整備局長の権限に係る水利使用に関する処分 ５か月 

砂利採取法の処分が伴う第２５条の処分 ６０日 

地方整備局長の権限に係る上記以外の処分 ３か月 

国土交通大臣の承認が必要な上記以外の処分 ４か月 

海岸法 

第７条第１項（海岸保全区域の占用）の処分 ３週間 

第８条第１項（海岸保全区域の行為）の処分 ３週間 

第１３条第１項（海岸管理者以外の者の工事） １か月 

砂利採取法 
第１６条（砂利採取計画の認可）の処分 ６０日 

第２０条第１項（砂利採取計画の変更の認可）の処分 ６０日 

注）１ 標準処理期間とは，申請者が受付窓口の出張所等に到着した日から，処分の日ま

での期間をいい，通常要すべき標準的な処理期間の目安を定めたものである． 

  ２ 申請者が，申請書類の不備等を補正するために要した期間，又は申請内容を変更

するために要した期間は，標準処理期間に含まない． 
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 許認可申請の課題 

 設計プロセスと許認可プロセスの現状を踏まえて，設計プロセスの合理化を図るため

に，考えられる許認可申請の課題を下記に示す． 
 
・ 図面及び複数の検討書        ⇒申請書が大量となる 
・ 紙ベースの申請書          ⇒審査に必要な情報の検索に手間がかかる 
・ 図面同士の整合性が必須       ⇒チェックに手間がかかる 
・ ２次元図面が基本          ⇒申請内容の把握が難しい 
・ 追加及び変更申請が多い       ⇒都度チェック及び審査が必要 
・ 審査期間が長期化          ⇒プロジェクトの遅延 
・ 複数の機関に別々に申請       ⇒申請書作成に手間 
・ 審査時点の設計条件の変更      ⇒設計内容修正の可能性がある 
・ 審査者は一定期間の図書保管が必要  ⇒管理に手間 
 

 研究目的 

 許認可申請の課題を解決するため，本研究の目的を「３次元モデルを活用した許認可

図書審査の自動化システム構築」とした．本研究では，設計と許認可の協議の関係が深

いことや３次元モデルの活用できる範囲が広いと考えられることから，河川法に関わる

許認可審査である河川協議を対象とする．提案する審査システムのプロトタイプとして

小水力発電所建設を対象に構築する． 
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 研究の方法 

 本研究は，図 1-3 に示すような流れで研究を推進する．現状の審査手法の調査として，

河川法に係る河川協議について，審査者へ審査方法及び審査プロセス，審査基準につい

てヒアリングするとともに，審査に用いている法令記載事項の整理する．提案する審査

システムの構築では，提案する将来的な審査手法の方針を設定し，方針に基づいた３次

元モデルの活用方法の検討，審査アルゴリズムの構築，設計の進捗と審査プロセスのハ

ーモナイズを検討する．提案する審査システムの一部のプロトタイプの構築では，審査

アルゴリズムの中からプロトタイプで構築する部分を選定し，プロトタイプで実現する

機能を設定し，プロトタイプを構築する．本研究助成では，プロトタイプ構築までを対

象範囲とする． 
 
 

 

図 1-3 研究の流れ 
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2. 現状の審査プロセスの詳細 

 対象とする許認可 

 本研究において対象とする許認可は，前述した通り河川法に関わる許認可審査である河

川協議とする．提案する審査システムのプロトタイプとして，小水力発電所の建設プロジ

ェクトを対象にシステムを構築する．小水力発電所建設で一般的に建設される構造物を図 
2-1 に示す．小水力発電所建設プロジェクトでは，取水堰や導水路，水槽，水圧管路，発

電所等が建設され，図 2-2 に示すような区分の中で，河川区域及び河川保全区域に関わる

ことになる．これより，河川法では下記の５つの条文に該当する． 
・ 第二十三条：流水の占用 
・ 第二十四条：河川区域内の土地の占用 
・ 第二十六条：河川区域内への工作物の新築等 
・ 第二十七条：河川区域内の土地の掘削等 
・ 第五十五条：河川保全区域内での行為の制限 

次節以降，河川法の概要及び小水力発電所の建設プロジェクトを対象として該当する条

文の審査内容について詳述する． 
 

 

図 2-1 小水力発電所建設で一般的に建設される構造物 xiv 

 

 

図 2-2 河川法上の区分 xv 
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 河川法の概要 

 河川法は，河川法第一条に示されている通り、「河川について，洪水，津波，高潮等に

よる災害の発生が防止され，河川が適正に利用され，流水の正常な機能が維持され，及

び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより，国土の保

全と開発に寄与し，もつて公共の安全を保持し，かつ，公共の福祉を増進することを目

的とする．」とされている．この法は下記に示す構成となっている．第一章では河川法に

関わる用語が定義されている．第二章では，河川管理に関わる通則や規制事項が記載さ

れている．第三章以降は，河川管理者による河川管理の実施事項が主に記載されている． 
建設プロジェクトにおいて，申請者が主として関わる部分は主に第二章第三節及び第四

節であり，申請内容に応じて許可を得る必要がある．「第二十三条：流水の占用」及び「第

二十四条：河川区域内の土地の占用」，「第二十六条：河川区域内への工作物新築等」，「第

二十七条：河川区域内の土地の掘削等」は第二章第三節に属し，「第五十五条：河川保全

区域での行為の制限」は第二章第四節に属する． 
さらに河川法には，内閣による政令である河川法施行令及び建設省による省令である河

川法施行規則が関連しており，河川法実施のために必要となる詳細な要件を示している． 
河川協議では，図面の描き方や記載すべき項目について事前にヒアリングにて明らかに

することが前提となっており，ヒアリングで得られた情報を反映させて申請者は申請書

を作成する必要がある．現状の河川協議の流れを図 2-3 に示す xvi． 
 
・河川法の構成 

第一章 総則 
第二章 河川の管理 
第一節 通則 
第二節 河川工事等 
第三節 河川の使用及び河川に関する規制 
第一款 通則 
第二款 水利調整 
第三款 ダムに関する特則 
第四款 緊急時の措置 

第四節 河川保全区域 
第五節 河川予定地 

 第二章の二 河川立体区域 
 第二章の三 河川協力団体 

第三章 河川に関する費用 
第四章 監督 
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会 
第六章 雑則 
第七章 罰則 

 
 



 

2-3 

 

図 2-3 現状の河川協議フロー 

  

申請内容に応じてどこまで審査
するかが変化する

事前ヒアリング 設計推進

設計図書作成

アドバイス提示 アドバイス反映

申請書作成

START

申請書受領

審査結果発行
Yes

No

Yes

Yes

No

END

No

設計完了か？

設計内容の
修正が必要か？

補正が必要か？

審査(出張所)

申請者審査者

審査(事務所)審査(整備局)

審査(本省)
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 審査プロセス 

 審査者である国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所へのヒアリングの結果で，

審査方法と審査で手間がかかっている部分を下記に示す． 
 
審査方法について 
・ 申請図書は該当する条文ごとに分けず，一つのプロジェクトで一括して提出する 
・ 各条文の審査は「形式審査」と「内容審査」に分かれている 
・ 「形式審査」は審査に必要となる情報が揃っているかの形式的な確認と申請図書に

ついての事務的な処理で構成されて審査される 
・ 「内容審査」は申請内容について技術的に許可することが可能かを審査する 
・ 審査はそれぞれの条文ごとに実施され，河川六法 xviiとの適合を主に確認し，関係す

る通達や基準，指針を用いる 
・ 「形式審査」と「内容審査」は担当者が異なり，順に審査される 
審査で手間がかかっている部分について 
・ 「形式審査」では審査に必要な情報が図書内に揃っていないことが多く，その指導

に手間がかかる 
・ 「内容審査」では図面同士の整合性チェックに手間がかかる 
・ 「内容審査」では河川区域や河川の計画断面などの審査者側から提供される情報と

申請側の工作物などの情報が一括して図面に記載されており，審査に必要な情報を

図面から把握し，抽出するのに時間がかかる． 
 
上記より，特に審査方法について詳細を整理すべきと考えるため，各条文の記載内容を

基に各条文の審査フロー及び審査項目，審査方法を整理する． 
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 河川法第二十三条 

(1) 条文に記載されている内容 

 本項では第二十三条に関する審査プロセスを詳述する．第二十三条は流水の占用に関

わる条項であり，四つの条文に分割されている．条文は下記のとおりである．建設プロ

ジェクトを推進する申請者が関わる条文は第二十三条の一及び第二十三条の二であり，

流水を占用しようとする場合，許可又は登録を受ける必要がある． 
 
・河川法第二十三条の条文 
・ 第二十三条の一：河川の流水を占用しようとするものは，国土交通省令で定めると

ころにより，河川管理者の許可を受けなければならない．ただし，次条に規定する

発電のために河川の流水を占用しようとする場合はこの限りではない． 
・ 第二十三条の二：前条の許可を受けた水利使用（流水の占用又は第二十六条第一項

に規定する工作物で流水の占用のための者の新築若しくは改築をいう．以下同じ．）

のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用

する発電のために河川の流水を占用しようとするものは，国土交通省令で定めると

ころにより，河川管理者の登録を受けなければならない． 
・ 第二十三条の三：河川管理者は，前条の登録の申請があつたときは，次条の規定に

より登録を拒否する場合を除き，政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に

登録しなければならない． 
・ 第二十三条の四：河川管理者は，第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれ

かに該当する場合には，その登録を拒否しなければならない． 

一 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ，その執行を終わり，

又はその執行受けることができなくなつた日から二年を経過しないものであると

き． 

二 申請者が第七十五条第一項の規定により許可，登録又は承認の取消しを受け，そ

の取り消しの日から二年を経過しないものであるとき． 

三 申請者が法人又は団体であつて，その役員が前二号のいずれかに該当する者であ

るとき． 

四 第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のため

に河川の流水を占用しようとする場合において，申請者と当該許可を受けたもの

とが異なるときは，当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を

受けたものの同意を得ていないとき． 
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(2) 審査フロー 

 第二十三条は申請者にとっては２種類で，流水の用途によって「占用許可」と「占用

登録」に分かれる．また，取水や発電の量によって審査機関が重層化する場合があり，

審査期間が長期化しやすい条文である．形式審査と内容審査のフローを図 2-4 に示す． 
審査区分が登録の場合，簡易な審査となる場合が多いため，必要となる書類も少なくな

る xviii,xix． 
 
 
 

 

図 2-4 第二十三条の審査フロー 

 
 
  

申請書受理 水利使用があるか？ 用途が発電か？

該当なし

No

Yes
取水元はどこか？

審査区分：登録審査区分：許可

Yes

No 農水，水道水
既存ダム堰

新規に河川
から直接

施行規則第11条第一項
に記載の図書を確認

施行規則第11条第二項
に記載の図書を確認

揃っているか？ 揃っているか？修正通知

取水可能か？
取水可能か？

取水量・発電量を確認

該当なし

排水路，下水処理水
形式審査

特定水利使用か？

事務所での
形式審査・内容審査

事務所での
形式審査・内容審査

Yes

No

No

Yes

内容審査

取水可能か？
No Yes

取水可能か？
水管理・国土保全局での
形式審査・内容審査

取水可能か？

修正通知関係行政機関の長の協議

No

Yes

取水量・発電量を確認

No

Yes

Yes

No

国土交通大臣による許可処分 整備局長による許可処分

許可内容審査 登録内容審査
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(3) 審査項目 

内容審査の主要項目である許可内容審査及び登録内容審査の審査項目と審査方法を図 
2-5 に示す．登録内容審査の場合，審査項目が許可内容審査と比較して少なく，簡易な審

査で済む． 
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図 2-5 第二十三条の許可内容審査と登録内容審査の審査項目と審査方法 

 

許可内容審査審査項目

公益の福祉が図られる申請か

関係法令の許可が得られる見込みか

事業の遂行能力があるか

取水量は事業内容と合致しているか

他の水利使用者との調整が図れているか

取水予定量が河川流量の余裕量より少ないか

必要情報：事業目的、取水量
判断方法：事業目的と取水量を照らし合わせて、総合的に判断

必要情報と判断方法

必要情報：工程表、施工計画、同事業の経験の有無、経験の種類
判断方法：経験があるか、工程表および施工計画が適切かで判断

必要情報：事業で必要な取水量，水理計算書
判断方法：事業で必要な取水量と計画する取水量が整合しているかで判断

必要情報：水理計算結果、水理計算の根拠資料、取水量、事業目的
判断方法：水理計算の根拠資料と出典の適切性、計算結果と取水量の一致、取水量と事業目的の適合性で判断

必要情報：関係する法令への協議状況，許可書
判断方法：関係する法令に許可されている又は許可を受ける見込みがあるかで判断

必要情報：関係する水利使用者、同意書、協議状況
判断方法：審査側が提示した関係する水利使用者の同意が取れている又は取れる見込みがあるかで判断

取水予定量及び取水期間が従属元の範囲内か

登録内容審査

関係法令の許可が得られる見込みか 必要情報：関係する法令への協議状況，許可書
判断方法：関係する法令に許可されている又は許可を受ける見込みがあるかで判断

事業の遂行能力があるか

取水量は事業内容と合致しているか

必要情報：工程表、施工計画、同事業の経験の有無、経験の種類
判断方法：経験があるか、工程表および施工計画が適切かで判断

必要情報：事業で必要な取水量，水理計算書
判断方法：事業で必要な取水量と計画する取水量が整合しているかで判断

必要情報：従属元の取水量と取水期間，取水予定量と取水期間
判断方法：取水予定量と取水期間が従属元の範囲内であるかで判断
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 河川法第二十四条 

(1) 条文に記載されている内容 

本項では第二十四条に関する審査プロセスを詳述する．第二十四条は河川区域内の土地

の占用に関わる条項である．条文は下記のとおりである．建設プロジェクトの場合，多

くの場合で土地の占用を要するため，許可を受ける必要がある． 
 
・河川法第二十四条の条文 
・第二十四条：河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土

地を除く）を占用しようとするものは，国土交通省令で定めるところにより，河川管理

者の許可を受けなければならない． 
 
 
(2) 審査フロー 

第二十四条は河川区域内の土地の占用に係る許可条例である．第二十四条も第二十三条

の該当有無によって，審査プロセスが変わり，許可処分の最終権限も変化する．さらに

工作物の新築等の有無によっても審査プロセスが変化する．形式審査と内容審査のフロ

ーを図 2-6 に示す xx,xxi． 
 

 

図 2-6 第二十四条の審査フロー 

 
 
  

申請書受理
河川区域の土地
占用があるか？

流水の占用
があるか？

該当なし

No

Yes 流水の占用の
審査区分は？

Yes

No

登録

許可

施行規則第12条
に記載の図書を確認

施行規則第11条第二項
に記載の図書を確認

揃っているか？

修正通知

形式審査

内容審査

工作物新築又は
改築があるか？

施行規則第11条第一項
に記載の図書を確認

揃っているか？施行規則第15条
に記載の図書を確認

Yes

No

工作物新築又は
改築があるか？

河川法第26条第1項
審査がOKか？

Yes

No Yes

修正通知

河川法第26条第1項
審査がOKか？

占用可能か

Yes

Yes

揃っているか？

Yes
修正通知

No No

No

許可処分の権限は第23条の処分による事務所での
形式審査・内容審査

Yes

占用可能か？
No Yes

修正通知 整備局長による許可処分

修正通知
No

Yes

No

Yes

No

No

許可内容審査
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(3) 審査項目 

内容審査の主要項目である審査項目と審査方法を図 2-7 に示す．土地の占用の許可では，

第二十三条の流水の占用が関わる場合，水利方面からの観点が重要であるため，河川敷

地占用許可準則による審査は適用されない．  
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図 2-7 第二十四条の内容審査の審査項目と審査方法 

 

河川敷地占用許可準則審査
審査項目

占用の許可を受けられる対象か

占用していい施設か

工作物の設置、樹木の植栽等を伴うか

治水上又は利水上の支障を生じないか

他の者の河川の利用を著しく妨げないか

河川整備計画等に沿っているか

土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環
境を損なわず、かつそれらと調和しているか

必要情報：占用主体
判断方法：次の中に該当するかで判断
・国又は地方公共団体
・独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人都市再生機構、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人
・鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共
団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行うもの

・水防団体、公益法人その他これらに準ずるもの
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行うもの又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設の整備を行うもの
・河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において河川水面の利用の向上及び適正化に資すると
認められた船舶係留施設等の整備を行うもの

必要情報：事業概要書、全体図面
判断方法：事業概要書および図面から工作物又は樹木等の設置があるかで判断

必要情報：占用目的
判断方法：次の中に該当するかで判断
・地域住民の福利厚生のために利用する施設
・公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
・地域防災活動に必要な施設
・河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設
・河川に関する教育及び学習又は環境意識の啓発のために必要な施設
・河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設
・住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設

必要情報：法第26条第1項及び第27条第1項の審査結果
判断方法：法第26条第1項及び法第27条第1項の許可審査が得られるかで判断

必要情報：河川の利用状況、図面
判断方法：審査者が把握している河川の利用状況に応じた河川利用用の施設や河川管理用の通路が設置されているかで判断

必要情報：審査者が保有している河川整備計画、事業内容
判断方法：河川整備計画で予定されている計画に事業内容が干渉していないかで判断

必要情報：景観法への許可状況、事業内容
判断方法：景観法の許可状況、許可見込みがあるかで判断

必要情報と判断方法
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 河川法第二十六条 

(1) 条文に記載されている内容 

本項では第二十六条に関する審査プロセスを詳述する．第二十六条は河川区域内への工

作物の新築等に関わる条項であり，５つの項に分割されている．条文は下記のとおりで

ある．建設プロジェクトでは，工作物の新築等があることがほとんどであり，河川区域

内に工作物を設置しなければならない場合も多々ある． 
 
 
・河川法第二十六条の条文 
・第二十六条第１項：河川区域内の土地において工作物を新築し，改築し，又は除却し

ようとする者は，国土交通省令で定めるところにより，河川管理者の許可を受けなけれ

ばならない．河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し，又は停滞させるため

の工作物を新築し，改築し，又は除却しようとするものも，同様とする． 
・第二十六条第２項：高規格堤防特別区域内の土地においては，前項の規定に関わらず，

次に掲げる行為については，同行の許可を受けることを要しない． 
  一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのない

ものとして政令で定める工作物の新築又は改築 
  二 前号の工作物並ぶに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水

のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下にお

ける新築又は改築 
  三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内

の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの 
・第二十六条第３項：河川管理者は，高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新

築，改築又は除却について第一項の許可の申請又は第三十七条の二，第五十八条の十三，

第九十五条若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において，その申

請又は協議に係る工作物の新築，改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上

で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り，これを許可し，又はその教義を成立させ

なければならない． 
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(2) 審査フロー 

第二十六条は河川区域内への工作物の新築等に関わる条文である．第二十六条も第二十

三条の該当有無によって，審査プロセスが変わり，許可処分の最終権限も変化する．形

式審査と内容審査のフローを図 2-8 に示す． 
 

 

図 2-8 第二十六条の審査フロー 

 
  

申請書受理
河川区域に工作物
を設置するか？

流水の占用
があるか？

該当なし

No

Yes 流水の占用の
審査区分は？

Yes

No

登録

許可

施行規則第11条第二項
に記載の図書を確認

形式審査

内容審査

施行規則第11条第一項
に記載の図書を確認

揃っているか？

Yes

修正通知

揃っているか？

Yes
修正通知

No

許可処分の権限は第23条の処分による

Yes

施行規則第15条
に記載の図書を確認

No

Yes

No

No

河川管理施設等構造令審査

工作物設置許可基準審査

河川管理施設等構造令
の対象施設か？

河川砂防技術基準
の対象施設か？

河川砂防技術基準審査
Yes

Yes

No

Yes

No
工作物に応じた構造設計審査

No

修正通知

No
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(3) 審査項目 

内容審査の主要項目は工作物設置許可基準，河川砂防技術基準，河川管理施設等構造令

に大別される．これらは，工作物の種類に応じて審査内容が変化するため，本項では小

水力発電所建設プロジェクトの主要構造物である堰について詳述する．堰に着目した内

容審査の審査項目と審査方法を図 2-9～図 2-11 に示す．土地の占用の許可では，第二十

三条の流水の占用が関わる場合，水利方面からの観点が重要であるため，河川敷地占用

許可準則による審査は適用されない．  
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図 2-9 第二十六条の内容審査の審査項目と審査方法（工作物設置許可基準） 

 

工作物設置許可基準審査審査項目

流下断面に適合しているか

地質的に安定した箇所が選定されているか

工作物は計画堤防内に設けることが必要か

水衝部を避けているか

既存施設に統廃合されるか

工作物は上空又は地下に設ける必要があるか

治水上支障がないか

上記審査で設置が不適当な箇所を解消できるか

景観・環境・施工時の安全性に配慮されているか 必要情報：工作物設置位置、その他の利用者情報、環境対策
判断方法：必要情報から利用者状況に応じて，河川の水量及び水質，河川区域内における生態系，河川区域内におけるアメニティ，

景観及び親水の観点から総合的に判断

必要情報：工作物および計画横断形形状が入った図面
判断方法：工作物底面が計画横断形のラインと適合しているかで判断

必要情報：設置する工作物の概要、工作物図面、安定計算
判断方法：安定計算への入力が適切で、十分な安定性を有しているかで判断

必要情報：工作物の機能、設置位置
判断方法：工作物の機能上、計画堤防内への設置が必要かで判断

必要情報：河川形状の図面、工作物の設置位置図面
判断方法：工作物の大きさに応じた隔離が水衝部からあるかで判断

必要情報：付近の工作物情報、工作物の機能、工作物図面
判断方法：近くに同様工作物があり、統廃合の可能性がある場合、実施される計画かで判断

必要情報：工作物図面、工作物機能
判断方法：上空又は地下工作物がある場合、機能上必要かで判断

必要情報：工作物の種類に応じた基準の審査結果
判断方法：工作物の種類に応じた基準（第26条第1項の工作物設置許可基準）に従っているかの審査結果で判断

必要情報：「治水上支障がないか」の審査結果，治水上の支障への対策に関する検討書
判断方法：設置不適当な箇所にやむを得ず工作物を設置する場合、水理模型実験、数値解析、過去の設置事例による知見等により、

局所洗堀及び河道の安定等、設置による河川への影響についての検討で、適切と認められ、その効果が安定的に維持される
対策を講じれるかどうかで判断

必要情報と判断方法

堰の設置が不適当な箇所を避けているか

堰の設置が不適当な箇所では対策されているか

堰の形状が適切であるか

必要情報：河川形状図面、工作物設置位置図面、水理計算結果
判断方法：工作物設置に伴う流速の変化がほぼ及ばないほど不適当箇所を離れているかで判断

必要情報：洪水時の流水方向と工作物軸線を含めた図面
判断方法：流水方向と工作物軸線が直角であるかと工作物形状が直線で表されるかで判断

必要情報：魚類の遡上情報，魚道の図面
判断方法：魚類の遡上がある場合に適切な構造の魚道が設置されるかで判断

必要情報：周辺河川環境情報，設置工作物図面
判断方法：河川環境に対して配慮されているかで判断

必要情報：「設置が不適切な箇所を避けているか」の審査結果，対策工検討書
判断方法：設置が不適切な箇所への設置の場合に，治水上の観点から河川への影響がないかで判断
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図 2-10 第二十六条の内容審査の審査項目と審査方法（河川管理施設等構造令） 

 

河川管理施設等構造令審査（堰）
審査項目

平面形状が直線となっているか

軸線が洪水時の流水の方向に直角か

可動堰固定部、土砂吐き、魚道、舟通し等は流下断面
外にあるか

取付部の構造は適切か

敷高の構造は適切か

堰柱の構造は適切か

可動部の径間長は適切か

可動部のゲート高は適切か

起伏式ゲートの構造は適切か

管理施設の構造は適切か

護床工の構造は適切か

護岸の構造は適切か

魚道の構造は適切か

操作管理は適切か 必要情報：主ゲート図面，予備ゲート図面，主動力，予備動力
判断方法：予備ゲートが設けられているか，非常時の予備電源が設置されているかで判断

必要情報：敷高及び計画断面を含んだ図面，将来の河床低下検討結果
判断方法：敷高が計画断面以下となっているか，将来の河床低下の検討がなされているかで判断

必要情報：取付部構造情報，接合部材質情報，接合部図面
判断方法：取付部構造が擁壁構造であるかと接合部が絶縁され，伸縮材等で接続されているかで判断

必要情報：対象構造物及び流下断面を含んだ平面図，正面図
判断方法：対象構造物が流下断面の外にあるかで判断．避けられない場合，河川への影響を考慮して，総合的に判断

必要情報：洪水時の流水の方向と工作物を含んだ平面図
判断方法：洪水時の流水の方向と工作物の軸線が直角かで判断

必要情報：工作物の平面図
判断方法：工作物が平面図上，直線で表されるかで判断

必要情報：ゲート引き上げ時及び閉塞時の高さを含んだ正面図
判断方法：ゲートのそれぞれの高さが所定の高さを満足しているかで判断

必要情報：径間長を含んだ正面図，計画高水流量
判断方法：径間長が計画高水流量に応じた径間長より長いかで判断

必要情報：堰柱と河積を含む正面図，堰柱の平面図
判断方法：堰柱による河積の阻害率が10％以下であるか，かつ堰柱が楕円形又は類する形状であるかで判断

必要情報：魚道図面
判断方法：魚道を設置する場合，呼び水水路が設置されるかで判断

必要情報：護岸図面，護岸構造，高水護岸基礎図面、
判断方法：護岸が護床工上流端から5m以上，本体上流端から10以上，水叩き下流側から15m，護床工の下端から5m以上となって

いるか，高水護岸基礎と落差工本体と堤防が絶縁されているかで判断

必要情報：護床工図面，高水敷保護工図面，落差工図面，護床工構造，水叩き工図面
判断方法：堰の上下流には洗堀防止の護床工又は高水敷保護工が設けられているか，高水敷保護工の幅は10m程度あるか，堤防先まで

の範囲が15m以内の時は法先まであるかで判断

必要情報：管理橋図面，管理橋設計荷重
判断方法：管理橋幅員が3m以上，設計荷重が適切か，橋の審査を満足しているかで判断

必要情報：ゲート及び計画河床，計画高水位を含んだ正面図，ゲート開閉形式情報，ゲート開閉装置の動力情報
判断方法：ゲートの起立時の上端の高さが計画河床と計画高水位との1/2以下となっているか，ゲート開閉形式が該当するか，ゲート

開閉装置の動力が該当するかで判断

必要情報と判断方法



 

2-17 

 

 
 

 

 

 

 

  

図 2-11 第二十六条の内容審査の審査項目と審査方法（河川砂防技術基準） 

 
 
 

河川砂防技術基準審査
審査項目

工作物が設計の基本を満足していること

工作物が構造細目を満足していること

必要情報：構造細目に必要な情報、設計細目に必要な情報
判断方法：構造細目と設計細目を満たしていること

工作物が設計細目を満足していること 必要情報：堰の転倒・滑動・基礎支持力の設計照査図書、図面
判断方法：設計照査の入力データと図面が一致していることと，設計照査結果がOKであることで判断

必要情報：設計荷重，設計照査図書，構造物の用途
判断方法：想定されている設計荷重が，自重・静水圧・泥圧・揚圧力・地震時慣性力・地震時動水圧・温度荷重・波圧・残留水圧・

土圧・風荷重・雪荷重および自動車荷重が考慮されていること，用途に応じた特別な荷重が考慮されていることで判断

必要情報と判断方法
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 河川法第二十七条 

(1) 条文に記載されている内容 

本項では第二十七条に関する審査プロセスを詳述する．第二十七条は河川区域内での土

地の掘削等に関わる条項であり，６つの項に分割されている．条文は下記のとおりであ

る． 
 
 
・河川法第二十七条の条文 
・第二十七条第１項：河川区域内の土地において土地の掘削，盛土若しくはその他土地

の形状を変更する行為（前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く）又は竹

木の栽植若しくは伐採を使用とする者は，国土交通省令で定めるところにより，河川管

理者の許可を受けなければならない．ただし，政令で定める軽易な行為については，こ

の限りではない． 
・第二十七条第２項：高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、

次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。 
一 前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以

内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 
二 盛土 
三 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為 
四 竹木の栽植又は伐採 

・第二十七条第３項：樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次

の各号（特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号）に掲げる行為につい

ては、同項の許可を要しない。 
一 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする

土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの 
二 竹木の栽植 
三 通常の管理行為で政令で定めるもの 

・第二十七条第４項：河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は

切土により河川管理施設又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認

められる場合においては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の

河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第五十八条の十三、第九十五条

若しくは第九十九条第二項の規定による協議に応じてはならない 
・第二十七条第５項：河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めると

ころにより、これを公示しなければならない 
・第二十七条第６項：前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地

の掘削又は切土について第一項の許可の申請又は第五十八条の十三、第九十五条若しく

は第九十九条第二項の規定による協議があつた場合に準用する。 
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(2) 審査フロー 

第二十七条は河川区域内での土地の掘削等に関わる条文である．第二十七条も第二十三

条の該当有無によって，審査プロセスが変わり，許可処分の最終権限も変化する．形式

審査と内容審査のフローを図 2-12 に示す． 
 

 

図 2-12 第二十七条の審査フロー 

 

  

申請書受理
河川区域の土地
掘削等があるか？

流水の占用
があるか？

該当なし

No

Yes 流水の占用の
審査区分は？

Yes

No

登録

許可

施行規則第15条
に記載の図書を確認

施行規則第11条第二項
に記載の図書を確認

形式審査

内容審査

施行規則第11条第一項
に記載の図書を確認

揃っているか？

修正通知

掘削可能か

揃っているか？

Yes
修正通知

No

No

事務所処理以降
許可処分の権限は第23条の処分による

Yes

修正通知
No

Yes

許可内容審査
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(3) 審査項目 

内容審査の審査方法の審査項目と審査方法を図 2-9 に示す．  
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図 2-13 第二十七条の内容審査の審査項目と審査方法 

 
 

許可内容審査審査項目

掘削又は切土が、河川の計画断面を侵さないこと

掘削又は切土を行う箇所が河川管理施設等から保全上
必要な一定の距離が確保されていること

必要情報：掘削又は切土範囲及び河川管理施設を含む図面
判断方法：掘削又は切土は荷が河川管理施設から一定の距離の離隔を有しているかで判断

当該作業で流水の乱れを生じないこと

上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の
低下をもたらさないこと

盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こす
ものではないこと

竹木の植栽では、「河岸等の植樹基準（案）」及び
「河道内の樹木の伐採・植樹のためのガイドライン

（案）」に沿うこと

竹木の伐採では、「河川法施行令の一部を改正する政
令の施行について」及び「河川法施行令の一部を改正

する政令の運用について」に沿うこと

必要情報：計画前後の河川形状図面
判断方法：当該作業後に水衝部などの局所的な流水の乱れを作らないかで判断

必要情報：計画前後の河川形状図面，水理計算結果
判断方法：水理計算上，流下能力が変更しないことで判断

必要情報：計画前後の河川形状図面，水理計算結果
判断方法：水理計算上，当該作業付近の流速がほぼ変化しないかで判断

必要情報：竹木の伐採・植栽情報、図面，所定の基準の審査結果
判断方法：竹木の伐採・植栽がある場合，所定の基準の審査結果で判断

必要情報：掘削又は切土範囲及び計画断面を含む図面
判断方法：掘削又は切土範囲が河川の計画断面と干渉しないことで判断

必要情報と判断方法
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 河川法第五十五条 

(1) 条文に記載されている内容 

本項では第五十五条に関する審査プロセスを詳述する．第五十五条は河川保全区域内で

の土地の掘削や盛土，工作物の新築等の行為に関わる条項であり，２つの項に分割され

ている．条文は下記のとおりである． 
 
・河川法第五十五条の条文 
・第五十五条第１項：河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとす

る者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 
二 工作物の新築又は改築 

・第五十五条第２項：第三十三条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人

その他の前項の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、その許

可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下この

項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、同項の許可を受けた

者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他

により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。 

 
(2) 審査フロー 

第五十五条は河川保全区域内での土地の掘削や盛土，工作物の新築等に関わる条文であ

る．形式審査と内容審査のフローを図 2-14 に示す． 
 

 

図 2-14 第五十五条の審査フロー 

 

申請書受理
河川区域の土地
掘削等があるか？

流水の占用
があるか？

該当なし

No

Yes 流水の占用の
審査区分は？

Yes

No

登録

許可

施行規則第15条
に記載の図書を確認

施行規則第11条第二項
に記載の図書を確認

形式審査

内容審査

施行規則第11条第一項
に記載の図書を確認

揃っているか？

修正通知

掘削可能か

揃っているか？

Yes
修正通知

No

No

事務所処理以降
許可処分の権限は第23条の処分による

Yes

修正通知
No

Yes

許可内容審査
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(3) 審査項目 

内容審査の審査方法の審査項目と審査方法を図 2-15 に示す．  
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図 2-15 第五十五条の内容審査の審査項目と審査方法 

 

許可内容審査

当該行為が堤防の荷重バランスを崩さないこと

当該行為が基盤漏水の原因とならないこと

必要情報：行為の範囲を含む図面
判断方法：行為の範囲が堤防の荷重バランスを崩す範囲に入らないかで判断

盛土が堤防法尻に帯水しないよう雨水等の排水に考慮
すること

盛土が河川管理施設の維持管理上支障がないこと

止水性のある工作物が堤防内の湿潤面の上昇による堤
防法面の崩壊をもたらさないこと

必要情報と判断方法

必要情報：行為の範囲を含む図面
判断方法：行為の範囲が漏水の原因となる範囲に入らないかで判断

必要情報：堤防法尻を含んだ盛土図面
判断方法：盛土によって堤防法尻に帯水しないかで判断

必要情報：河川管理施設及び盛土範囲を含んだ図面
判断方法：河川管理施設の敷地から盛土範囲が5m離れているかで判断

必要情報：工作物止水性情報、排水計画
判断方法：湿潤面の上昇が起こらないか、起こる可能性がある場合，排水計画が行われているかで判断
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3. 提案する審査システム 

 審査システムの全体像 

 2 章でまとめた現状の審査プロセスを踏まえ，3 次元モデルを活用して現状の審査フロ

ーの一部を自動化及び合理化することを提案する．現状の審査フローの中で，申請側及

び審査側の課題として以下の項目が挙げられる． 
 審査側の課題 
・ 事前ヒアリングと申請書を受け取っての審査で期間が空いてしまい，事前ヒアリン

グを有効に活用できない 
・ 事前ヒアリングに参加した担当者以外は審査時に内容の把握度が低く，内容把握に

時間がかかる 
・ 審査の所管が重層化することが多く，審査期間が長期化する傾向にある 
申請側の課題 
・ 事前ヒアリングを実施するが，設計完了後でないと申請書を提出できない 
・ 事前ヒアリングを実施するが，審査の判定は申請書提出後となるため，手戻りが発

生すると大きな手戻りとなる 
 
以上の課題を踏まえ，提案する審査フローを図 3-1 に示す．現状の審査フローでも実施

されている「事前ヒアリング」を活用し，審査基準として設定することを基本とする．

さらに，審査項目に対応するインプットが揃った段階で設計の進捗に応じて審査も進め

ることとし，審査時点での手戻りをなくすようにシステムを構築する． 
 
 

 

図 3-1 提案する審査フロー 

 
 
  

審査内容に応じてどこまで審査
するかが変化する

事前ヒアリング 設計推進

設計図書作成
図面は3次元モデル

審査基準に設定 提示条件反映

審査項目入力

START

申請項目受領

審査結果発行

Yes

Yes

No

END

No 設計完了か？

設計内容の
修正が必要か？

補正が必要か？

審査システム
確認(出張所)

申請者審査者

審査システム
確認(事務所)

審査システム
確認(整備局)

審査システム
確認(本省)
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 審査システムの詳細 

 河川法第二十三条 

 河川法第二十三条の審査項目について，事前ヒアリングにおける情報と審査に必要と

なるインプットと判定方法を表 3-1 に整理した．審査項目についての審査手順の詳細例

を図 3-2 に示す． 
 

 

 

図 3-2 第二十三条の審査項目についての審査手順の詳細例 

 

START

設計推進

ヒアリング１（水理計算入力条件前提受領）
・流域図（河川の流域範囲を示す図面）
・洪水流量設定方針（確率流量）
・降雨強度

ヒアリング２（水理計算入力条件提示）
・流入時間 ・洪水到達時間 ・粗度係数
・流下時間 ・流出係数 ・出発地点
・流路延長 ・洪水流量 ・終端地点
・流路勾配 ・計算断面位置

水理計算入力条件確認

入力条件が適切か

3次元モデルから水理計算への入力条件を抽出
・計算断面位置での河床及び工作物の断面形状
・計算断面の高さ情報

水理計算へ条件を入力

水理計算実施

インプット準備

審査画面に3次元モデルと計算断面
オブジェクトを表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

3次元モデル
アップロード

水理計算結果
アップロード

計算断面位置を抽出

Forgeで計算断面位置
での形状を計算断面
オブジェクトに変換

システムの条件に入力条件を設定

計算断面オブジェクトと地盤面オブジェクト
と工作物オブジェクトを選択

計算断面オブジェクトと
地盤面オブジェクト及び
工作物オブジェクトが

が交差するか

計算断面オブジェクト
を赤色に変換

計算断面オブジェクト
を黄色に変換

判定結果2に
OKを出力

判定結果2に
NGを出力

No

Yes

水理計算の入力条件抽出

計算断面オブジェクトを選択

計算断面オブジェクト
位置がヒアリング結果
と合致しているか

END

判定結果1に
OKを出力

判定結果1に
NGを出力

水理計算の入力条件が
ヒアリング結果と
合致しているか

計算断面オブジェクトと地盤面オブジェクト
と工作物オブジェクトを選択

判定結果1に
OKを出力

判定結果1に
NGを出力

Yes

No

Yes

No
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表 3-1 第二十三条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

 

 

 

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

公益の福祉が図られる申請か
河川の利用状況
河川の利用可能性

占用主体
占用目的

占用主体
占用目的

占用主体と占用目的がヒアリング時協議事項と整合しているか

関係法令の許可が得られる見込みか 地点に該当する関係法令 関係法令の準備状況 関係法令の準備状況 必要となる関係法令への許可が得られているか

事業の遂行能力があるか 遂行能力証明のために必要となる事項
同事業の経験資料
施工計画

同事業の経験資料
施工計画

ヒアリング時に協議した書類が揃い，事業の遂行能力を証明できるか

他の水利使用者との調整が図られているか 他の水利使用者 他の水利使用者との協議記録 他の水利使用者との協議記録
必要となる他の水利使用者との協議記録があり，同意が得られている
か

取水量が河川流量の余裕量より少ないか 河川流量の余裕量
取水予定量
事業で必要な取水量

事業計画
・取水予定量
・事業で必要な取水量

取水予定量が事業で必要な取水量と等しく，河川流量の余裕量より少
ないか

取水量を適切に計測するか 必要計測回数 計測計画
計測計画
・計測回数

計測計画で必要計測回数が満足されているか

水理計算が適切に行われているか
水理計算入力条件前提
・流域図　　・洪水流量設定方針
・降雨強度

水理計算入力条件
・流入時間　・洪水到達時間　・粗度係数
・流下時間　・流出係数　　　・出発地点
・流路延長　・洪水流量　　　・終端地点
・流路勾配　・計算断面位置

水理計算書
・水理計算入力条件
3次元モデル
・流路断面形状
・地盤オブジェクト
・工作物オブジェクト

・計算断面オブジェクト位置がヒアリング結果と合致しているか
・計算断面オブジェクトが地盤面及び工作物の表面と合致しているか
・水理計算入力条件がヒアリング結果と合致しているか

判定方法インプット
条文

審査項目
ヒアリング

23条



 

3-4 

 河川法第二十四条 

河川法第二十四条の審査項目について，事前ヒアリングにおける情報と審査に必要とな

るインプットと判定方法を表 3-2 に整理した．審査項目についての審査手順の詳細例を

図 3-3 に示す． 
 

 

図 3-3 第二十四条の審査項目の審査手順の詳細例 

 

START

設計推進

ヒアリング１（河川利用状況受領）
・河川利用状況
・必要設置物

ヒアリング２（入力条件提示）
・他者の河川利用のための必要設置物
・必要設置物形状条件

入力条件確認

入力条件が適切か

ヒアリング情報を設計に反映

インプット準備

審査画面に3次元モデルを表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

3次元モデル
アップロード

システムの条件に入力条件を設定 計算断面オブジェクト
を赤色に変換

計算断面オブジェクト
を黄色に変換

判定結果に
OKを出力

判定結果に
NGを出力

他者の河川利用のための必要設置物を選択

必要設置物オブジェクト
がヒアリング結果を満足

しているか

END

Yes

No
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表 3-2 第二十四条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

 

 

 
 

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

占用の許可を受けられる対象か
河川の利用状況
河川の利用可能性

占用主体
占用目的

占用主体
占用目的

占用主体と占用目的がヒアリング時協議事項と整合しているか

占用していい施設か 占用可能な施設情報
施設の利用目的
主な利用者

施設の利用目的
主な利用者

施設の利用目的と主な利用者がヒアリング時協議事項と整合している
か

工作物の設置、樹木の植栽等を伴うか ー
設置物の有無
設置物の種類

設置物の図面 設置物があるかないか

　　治水上又は利水上の支障を生じないか
治水上又は利水上の支障の有無を
確認するための事項

設置物の種類
設置物の位置
設置物のサイズ

第26条第1項の審査結果 第26条第1項の審査結果がOKか

他の者の河川の利用を著しく妨げないか
該当地利用状況
必要設置物

他者の河川利用のための必要設置物
必要設置物の形状条件

他者の河川利用のための設置物図面
他者の河川利用のための必要設置物がヒアリング結果で得られた形状
を満足しているか

判定方法インプット

24条

条文
審査項目

ヒアリング
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 河川法第二十六条 

河川法第二十六条の審査項目について，事前ヒアリングにおける情報と審査に必要とな

るインプットと判定方法を表 3-3 に整理した．審査項目についての審査手順の詳細例を

図 3-4 に示す． 
 

 

図 3-4 第二十六条の審査項目の審査手順の詳細例 

 

インプット準備

審査画面に3次元モデルと余裕高
を加算した水位を表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

START

Yes

No水位オブジェクトと
流下範囲オブジェクト
が交差しているか

3次元モデル
アップロード

水理計算結果
アップロード

他審査結果から
洪水時流量を抽出

水位オブジェクトと
流下範囲オブジェクトを選択

流下断面オブジェクト
を赤色に変換

流下範囲オブジェクト
を黄色に変換

判定結果に
OKを出力

判定結果に
NGを出力

FORGEで水位を
平面データに変換

水位にヒアリングで
得られた余裕高を加算

END

設計推進

ヒアリング１（入力条件前提受領）
・地形
・洪水時流量に応じた余裕高
・余裕高を確保すべき部分

ヒアリング２（入力条件提示）
・工作物設置位置
・工作物基本形状

入力条件確認

入力条件が適切か

工作物形状検討
水理計算実施

工作物形状を設計に反映

システムの条件に入力条件を設定
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表 3-3(1)  第二十六条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

  

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

平面形状が直線となっているか ー 堰の形状の設定方針
3次元モデル
・堰

堰の形状がヒアリング時協議事項と整合しているか

軸線が洪水時の流水の方向に直角か ー
堰の軸線の方向の設定方法
洪水時の流水の方向線の設定方針
堰の軸線と洪水時の流水の方向のなす角

3次元モデル
・堰
・流水の方向

ヒアリングで協議した堰の軸線と洪水時の流水の方向が所定の角度の
範囲に収まっていること

可動堰固定部,土砂吐き,魚道,舟通し部等は
流下断面外にあるか

計画断面
計画断面内にあっていい工作物

設置する工作物
3次元モデル
・堰
・計画断面

ヒアリングで受領した計画断面オブジェクト内にある工作物オブジェ
クトがヒアリングで協議したもの以外ないこと

取付部の構造は適切か ー
取付部の材質設定方針
取付部の形状設定方針

3次元モデル
・堰の取付部形状
・堰の取付部材質

取付部の材質と形状がヒアリングで協議したものと整合していること

敷高の構造は適切か
計画断面
計画河床

敷高の設定方針
3次元モデル
・計画断面
・堰

ヒアリングで受領した計画断面オブジェクトの河床高さと堰の敷高が
整合していること

可動部の径間長・高さは適切か 可動部の径間長の準拠方針
計画高水流量
径間長設定方針

3次元モデル
・堰
水理計算書
・計画高水流量

可動部オブジェクト幅がヒアリングで設定した径間長以上であること

堰柱の構造は適切か ー
河積阻害率
両端の堰柱位置
断面形状

3次元モデル
・堰

堰柱オブジェクトの断面積がヒアリングで設定した河積阻害率を超過
しないこと，両端の堰柱オブジェクトがヒアリング時で設定した位置
と整合していること，堰柱オブジェクトの断面形状がヒアリングで設
定した形状と整合していること

ゲートの構造は適切か ー 作用荷重 構造計算書 ゲートの構造計算書がヒアリングで設定した荷重を考慮していること

管理施設の構造は適切か 設置すべき管理施設
管理施設の形状設定方針
管理施設の準拠基準

3次元モデル
・管理施設
構造計算書

ヒアリングで得られた設置すべき管理施設がヒアリングで得られた形
状設定方針に整合するかつ構造計算書が準拠すべき基準に合致してい
るか

護床工・護岸の構造は適切か 設置すべき護床工・護岸
護床工・護岸の形状
護床工・護岸の準拠基準

3次元モデル
・護床工，護岸
構造計算書

ヒアリングで得られた設置すべき護床工，護岸がヒアリングで得られ
た形状設定方針に整合するかつ構造計算書が準拠すべき基準に合致し
ているか

魚道の構造は適切か
河川における魚類の状況
魚道の必要性

魚道の形状
3次元モデル
・魚道

ヒアリングで得られた必要とする魚道がヒアリングで協議した形状と
整合していること

操作管理は適切か ー 保守点検方針 保守点検計画書
ヒアリングで協議した保守点検方針が保守点検計画書に反映されてい
ること

ヒアリング条文
審査項目 判定方法インプット

26条
河川管理
施設等
構造令



 

3-8 

表 3-3(2)  第二十六条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

 

 

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

計画断面に適合しているか 計画断面形状 工作物設置位置
3次元モデル
・計画断面
・工作物

工作物オブジェクトの外形がヒアリングで得られた計画断面オブジェ
クトの外形と一致していること

地質的に安定した箇所が選定されているか ー 満たすべき安定性検証事項 安定計算書
安定計算書がヒアリングで協議した満たすべき安定性検証事項を満足
していること

工作物は計画堤防内に設けることが必要か 計画堤防の内側範囲 工作物の設置必要性
3次元モデル
・計画堤防の内側範囲
・工作物

ヒアリングで得られた計画堤防の内側範囲にヒアリングで協議した設
置の必要性のある工作物以外が設置されていないこと

水衝部を避けているか
水衝部の定義
水衝部からの必要離隔

水衝部からの離隔測定位置
3次元モデル
・水衝部
・工作物

ヒアリングで協議した離隔測定位置から工作物が必要離隔を有してい
ること

既存施設に統合されるか ー 既存施設統廃合方針 既存施設統廃合計画書
ヒアリングで協議した方針を既存施設統廃合計画書に反映しているこ
と

工作物は上空又は地下に設ける必要があるか 河川区域範囲 工作物の設置必要性
3次元モデル
・河川区域範囲
・工作物

ヒアリングで協議した設置の必要性のある工作物以外が河川区域範囲
オブジェクト内に設置されないこと

治水上支障がないか ー 治水対策検討方針 治水対策検討書 ヒアリングで協議した方針の検討がなされているか
設置が不適当な場所での課題を解決できるか ー 課題解決のための検討方針 課題解決検討書 ヒアリングで協議した方針の検討がなされているか
景観・環境・施工時の安全性に配慮されてい
るか

利用者の有無
環境対策の必要性

景観・環境・施工時の安全性確保方針 景観・環境・施工時の安全性検討書 ヒアリングで協議した方針の検討がなされているか

設置位置が適当か
避けるべき範囲
必要離隔

避けるべき場所からの離隔測定位置
3次元モデル
・工作物
・避けるべき範囲

ヒアリングで得られた避けるべき範囲から工作物が所定の離隔を有し
ていること

設置に当たっての対策が必要な場合、対策さ
れるか

対策工必要範囲 対策工検討方針 対策工検討書 ヒアリングで協議した対策工が検討されているか

堰の設置の基準を満たしているか ー ー 河川管理施設等構造令の審査結果 河川管理施設等構造令の審査結果がOKであるか
工作物の種類に応じた基準に従っているか 工作物の構造的な設計照査の準拠基準 ー 設計照査図書 ヒアリングで得られた準拠すべき基準に工作物が適合していること

工作物が構造細目を満足していること 工作物が準拠すべき基準 ー
3次元モデル
・工作物
工作物の設計照査図書

ヒアリングで得られた準拠すべき基準に工作物が適合していること

工作物が設計細目を満足していること 準拠すべき基準 設計荷重設定方針 設計照査図書 ヒアリングで協議した設計荷重が設計照査図書に反映されていること

ヒアリング条文
審査項目 判定方法インプット

河川砂防
技術基準
（堰）

工作物設置
許可基準
（堰）

26条
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 河川法第二十七条 

河川法第二十四条の審査項目について，事前ヒアリングにおける情報と審査に必要とな

るインプットと判定方法を表 3-4 に整理した．審査項目についての審査手順の詳細例を

図 3-5 に示す． 
 
 

 

図 3-5 第二十七条の審査項目の審査手順の詳細例 

 

 

START

設計推進

ヒアリング１（入力条件前提受領）
・計画断面

ヒアリング２（入力条件提示）
・掘削又は盛土可能範囲

入力条件確認

入力条件が適切か

必要掘削又は盛土範囲検討

掘削又は盛土範囲を設計に反映

インプット準備

審査画面に3次元モデルと計算断面
ソリッドオブジェクトを表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

3次元モデル
アップロード

計画断面
アップロード

Forgeでオブジェクト
をSVFファイルに変換

システムの条件に入力条件を設定

掘削又は盛土オブジェクト
を赤色に変換

掘削又は盛土オブジェクト
を黄色に変換

判定結果に
OKを出力

判定結果に
NGを出力

掘削又は盛土オブジェクトを選択

掘削又は盛土オブジェクトが
計画断面オブジェクトに包括

されているか

END

Yes

No

Forgeで計画断面からソリッド
オブジェクトを作成
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表 3-4 第二十七条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

 

 

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

掘削又は切土が河川の計画断面を
侵さないこと

計画断面 掘削又は盛土可能範囲
計画断面オブジェクトが入った図面
土工範囲オブジェクトが入った図面

計画断面オブジェクトをつないだソリッドオブジェクト内に土工範囲
オブジェクトが包括されているか

掘削又は切土を行う箇所が河川管理施設等
から保全上必要な一定の距離が確保されて
いること

河川管理施設
必要離隔

掘削又は盛土形状・範囲
離隔測定位置

土工範囲オブジェクトが入った図面
河川管理施設オブジェクトが
入った図面

土工範囲オブジェクトがヒアリングで得られた離隔測定位置から河川
管理施設オブジェクトに必要離隔が確保されているか

当該作業で流水の乱れを生じないこと 避けるべき地盤形状
避けるべき掘削又は盛土形状
流水の乱れに関する検討方法

土工範囲オブジェクトが入った図面
流水の乱れに関する検討書

土工範囲オブジェクトがヒアリングで得られた避けるべき掘削又は盛
土形状を満足しているか，流水の乱れが生じないことが確認できるか

上下流を含む盛土の行われる箇所における流
下能力の低下をもたらさないこと

流下能力検証地点設定方針
許容流下能力変化量設定方針

掘削又は盛土形状・範囲
流下能力検証地点
許容流下能力変化量

水理計算書
ヒアリング時に協議した流下能力検証地点における流下能力が許容流
下能力変化量以内であること

盛土後の河川の形状の変化により流速の変化
を起こすものではないこと

流速検証地点設定方針
許容流速変化量設定方針

盛土形状・範囲
流速検証地点
許容流速変化量

水理計算書
ヒアリング時に協議した流速検証地点における流速変化量が許容流速
変化量以内であること

竹木の植栽・伐採について 必要となる準拠すべき法令 関係法令の準備状況 関係法令の準備状況 必要となる関係法令への許可が得られているか

判定方法インプット

27条

条文
審査項目

ヒアリング
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 河川法第五十五条 

河川法第五十五条の審査項目について，事前ヒアリングにおける情報と審査に必要とな

るインプットと判定方法を表 3-5 に整理した．審査項目についての審査手順の詳細例を

図 3-6 に示す． 
 

 

図 3-6 第五十五条の審査項目の審査手順の詳細例 

 

START

設計推進

ヒアリング１（入力条件前提受領）
・河川保全区域範囲
・工作物設置不可範囲
・掘削又は盛土不可範囲
・地形

ヒアリング２（入力条件提示）
・掘削又は盛土可能範囲
・工作物設置範囲

入力条件確認

入力条件が適切か

工作物レイアウト検討
必要土工範囲検討

工作物レイアウトを設計に反映
土工範囲を設計に反映

インプット準備

審査画面に3次元モデルと河川保全
区域範囲オブジェクト及び掘削不可
範囲オブジェクト、工作物設置不可

範囲オブジェクトを表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

3次元モデル
アップロード

河川保全区域範囲
工作物設置不可範囲
掘削又は盛土不可範囲

地形
アップロード

ForgeでSVF
ファイルに変換

システムの条件に入力条件を設定

工作物オブジェクト及び
土工範囲オブジェクトを

赤色に変換
干渉しているオブジェクト

を黄色に変換

判定結果に
OKを出力

判定結果に
NGを出力

工作物オブジェクト及び
土工範囲オブジェクトを選択

工作物オブジェクト及び
土工範囲オブジェクトが

設置不可範囲オブジェクトに
干渉していないか

END

Yes

No
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表 3-5 第五十五条の審査項目についてのインプットと判定方法の整理 

 

 

番号
紐づき
法令

ヒアリング時受領情報 ヒアリング時協議情報

当該行為が堤防の荷重バランスを崩さないか
掘削不可範囲
工作物設置不可範囲
河川保全区域範囲

工作物設置位置
掘削及び盛土範囲
対策工検討方針

工作物オブジェクトが入った図面
土工範囲オブジェクトが入った図面
対策工検討書

ヒアリングで得られた掘削不可範囲及び工作物設置不可範囲オブジェ
クトと工作物オブジェクト及び土工オブジェクトが干渉しない，又は
荷重バランスが崩れないことが確認できること

当該行為が基盤漏水の原因とならないこと
河川管理上の排水施設
排水不可範囲

行為後の排水方針
工作物設置位置
対策工検討方針

行為後の排水影響範囲オブジェクト
の入った図面
対策工検討書

ヒアリングで得られた排水不可範囲オブジェクトを行為後の排水影響
範囲オブジェクトが侵さないか，又は当該行為が基盤漏水の原因とな
らないことが確認できること

盛土が堤防法尻に帯水しないよう雨水等の排水
堤防法尻ライン
排水用施設
帯水不可範囲

盛土後の排水方針
工作物設置位置
対策工検討方針

盛土後の排水影響範囲オブジェクト
の入った図面
対策工検討書

ヒアリングで得られた帯水不可範囲オブジェクトを行為後の排水影響
範囲オブジェクトが侵さないか，又は当該行為が該当範囲に帯水が確
認できること

盛土が河川管理施設の維持管理上支障がないこ
河川管理施設
必要離隔

盛土範囲
離隔測定位置

盛土範囲オブジェクトが入った図面
河川管理施設オブジェクトが入った
図面

盛土範囲オブジェクトがヒアリングで得られた離隔測定位置から河川
管理施設オブジェクトに必要離隔が確保されているか

判定方法インプット

55条

条文
審査項目

ヒアリング
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 審査プロセスと設計プロセスのハーモナイズ 

 本研究では，設計プロセスの進捗に応じて審査を進めることと，事前に実施するヒア

リングを有効活用することを想定している．そのため，設計プロセスの各段階でヒアリ

ングすべき審査項目や決定すべき設計インプット，審査すべき事項を設定し，審査プロ

セスと設計プロセスをハーモナイズする必要がある． 
 審査プロセスと設計プロセスのハーモナイズ方針を表 3-7 に示す．表 3-7 で想定して

いる設計プロセスの段階と各段階で設定する主要な項目を表 3-6 に示す． 
 
 

表 3-6 想定している設計プロセスの段階と各段階で設定する主要な項目 

 

 

 

時期 詳細
計画設計時 地形図、地質資料、現地踏査結果、文献等から得られる設計条件の整理
計画設計完了時 各種施設物の基礎的諸元の設定
基本設計1 主要構造物に求められる機能の設計
基本設計2 主要構造物規模・位置・重要度の設定
基本設計3 主要構造物レイアウト・構造物形状条件設定
基本設計4 付帯構造物レイアウト・構造物形状条件設定
基本設計完了時 図面作成・設計照査図書作成
詳細設計1 機能・構造物形状条件設定
詳細設計2 設計照査資料作成
詳細設計完了時 図面作成・設計照査資料作成
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表 3-7(1) 審査プロセスと設計プロセスのハーモナイズ方針 

 

 
  

設計段階 設定事項詳細 決定すべきインプット ヒアリングすべき審査項目 審査事項
第23条：公益の福祉が図られる申請か ー
第23条：事業の遂行能力があるか
第24条：占用の許可を受けられる対象か
第24条：工作物の設置、樹木の植栽等を伴うか

占用主体 第23条：他の水利使用者との調整が図られているか 第23条：公益の福祉が図られる申請か
占用目的 第23条：取水量が河川流量の余裕量より少ないか 第24条：土地占用の許可を受けられる対象か
同事業の経験資料 第23条：取水量を適切に計測するか 第26条：既存施設に統廃合されるか
施設の利用目的 第26条：工作物は計画堤防内に設けることが必要か
設置物の有無 第26条：水衝部を避けているか
設置物の種類 第26条：既存施設に統合されるか
既存施設統廃合計画図書

基本設計1 主要構造物に求められる機能の設計 ー
基本設計2 主要構造物規模・位置・重要度の設定 ー

水理計算への入力事項 第23条：水理計算が適切に行われているか
当該施設の主な利用者 第24条：占用していい施設か
当該地の利用状況 第24条：他の者の河川の利用を著しく妨げないか

第26条：平面形状が直線となっているか
第26条：軸線が洪水時の流水の方向に直角化
第26条：敷高の構造は適切か
第26条：可動部の径間長・高さは適切か
第26条：堰柱の構造は適切か
第26条：起伏式ゲートの構造は適切か
第26条：流下断面に適合しているか
第26条：地質的に安定した箇所が選定されているか
第26条：設置が不適当な場所での課題を解決できるか
第26条：景観・環境・施工時の安全性に配慮されている
か
第26条：設置位置が適当か
第26条：設置に当たっての対策が必要な場合、対策され
るか
第27条：掘削又は切土を行う箇所が河川管理施設等から
保全上必要な一定の距離が確保されていること
第55条：当該行為が堤防の荷重バランスを崩さないか
第55条：盛土が河川管理施設の維持管理上支障がないこ
と

主要構造物レイアウト・構造物形状条件設定

計画設計時

基本設計3

計画設計完了時
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表 3-7(2) 審査プロセスと設計プロセスのハーモナイズ方針 

  

設計段階 設定事項詳細 決定すべきインプット ヒアリングすべき審査項目 審査事項
第26条：可動堰固定部、土砂吐き、魚道、舟通し部等は
流下断面外にあるか
第26条：護床工・護岸の構造は適切か
第26条：魚道の構造は適切か
第26条：操作管理は適切か
第26条：工作物は上空又は地下に設ける必要があるか
第27条：掘削又は切土が河川の計画断面を侵さないこと
第27条：竹木の植栽・伐採について適切か
第55条：当該行為が基盤漏水の原因とならないこと
第55条：盛土が堤防法尻に帯水しないよう雨水等の排水
に考慮すること

施工計画概要 第23条：関係法令の許可が得られる見込みか 第23条：事業の遂行能力があるか
他の水利使用者との協議記録 第26条：管理施設の構造は適切か 第23条：他の水利使用者との調整が図られているか
取水予定量 第26条：治水上支障がないか 第23条：取水量が河川流量の余裕量より少ないか
事業で必要な取水量 第27条：当該作業で流水の乱れを生じないこと 第23条：取水量を適切に計測するか
計測計画 第24条：土地占用していい施設か
設置物の図面（工作物、可動部、堰柱、護岸、魚道） 第24条：工作物の設置、樹木の植栽等を伴うか
他者の河川利用のための設置物の図面 第24条：他の者の河川の利用を著しく妨げないか
堰の軸線が入った図面 第26条：平面形状が直線となっているか
洪水時の流水の方向線が入った図面 第26条：軸線が洪水時の流水の方向に直角か
流下断面形状が入った図面 第26条：可動堰固定部、土砂吐き、魚道、舟通し部等は流下断面外にあるか
計画断面オブジェクトが入った図面 第26条：敷高の構造は適切か
計画河床オブジェクトが入った図面 第26条：堰柱の構造は適切か
地質的な安定性を検討した図書 第26条：起伏式ゲートの構造は適切か
計画堤防の内側を示すオブジェクトが入った図面 第26条：護床工・護岸の構造は適切か
水衝部オブジェクトが入った図面 第26条：魚道の構造は適切か
各離隔測定位置オブジェクトが入った図面 第26条：工作物は流下断面に適合しているか
課題解決に関する検討図書 第26条：地質的に安定した箇所が選定されているか
利用者及び環境への措置に関する図書 第26条：工作物は計画堤防内に設けることが必要か
避けるべき場所オブジェクトが入った図面 第26条：水衝部を避けているか
設置不適切箇所への設置に関する対策方法の検討図書 第26条：工作物は上空又は地下に設ける必要があるか
掘削又は切土範囲オブジェクトが入った図面 第26条：設置が不適当な場所での課題を解決できるか
河川管理施設オブジェクトが入った図面 第26条：景観・環境・施工時の安全性に配慮されているか
掘削不可範囲オブジェクトが入った図面 第26条：設置位置が適当か
河川保全区域範囲オブジェクトの入った図面 第26条：設置に当たっての対策が必要な場合、対策されるか
河川管理上の排水用施設オブジェクトの入った図面 第27条：掘削又は切土が河川の計画断面を侵さないこと
堤防法尻ラインオブジェクトの入った図面 第27条：掘削又は切土を行う箇所が河川管理施設等から保全上必要な一定の距離が確保されていること
当該行為後の排水経路を示した図面 第27条：竹木の植栽・伐採について必要な基準を満たしているか

第55条：当該行為が堤防の荷重バランスを崩さないか
第55条：当該行為が基盤漏水の原因とならないこと
第55条：盛土が堤防法尻に帯水しないよう雨水等の排水に考慮すること
第55条：盛土が河川管理施設の維持管理上支障がないこと

付帯構造物レイアウト・構造物形状条件設定基本設計4

基本設計完了時 図面作成・設計照査図書作成
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表 3-7(3) 審査プロセスと設計プロセスのハーモナイズ方針 

 

 

 

設計段階 設定事項詳細 決定すべきインプット ヒアリングすべき審査項目 審査事項
第24条：治水上又は利水上の支障を生じないか
第26条：取付部の構造は適切か
第26条：堰の設置の基準を満たしているか
第26条：工作物の種類に応じた基準に従っているか
第26条：工作物が構造細目を満足していること
第26条：工作物が設計細目を満足していること
第27条：上下流を含む盛土の行われる箇所における流下
能力の低下をもたらさないこと
第27条：盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を
起こすものではないこと

工作物の設計照査に用いた設計荷重 ー 第26条：工作物が設計細目を満足していること
工作ぶちの安定性を照査した図書

関係法令の準備状況 ー 第23条：関係法令の許可が得られる見込みか
水理計算書 第23条：水理計算が適切に行われているか
第26条第１項の審査結果 第24条：治水上又は利水上の支障を生じないか
取付部オブジェクトが入った図面 第26条：取付部の構造は適切か
接合部オブジェクトが入った図面 第26条：管理施設の構造は適切か
管理施設の設計照査図書 第26条：操作管理は適切か
保守点検計画図書 第26条：治水上支障がないか
治水に関する設計照査図書 第26条：堰の設置の基準を満たしているか
河川管理施設等構造令の審査結果 第26条：工作物の種類に応じた基準に従っているか
工作物の構造的な設計照査図書 第26条：工作物が構造細目を満足していること
流速検証地点オブジェクトの入った図面 第27条：当該作業で流水の乱れを生じないこと
流下能力検証地点オブジェクトの入った図面 第27条：上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらさないこと
竹木の植栽・伐採について準拠すべき基準に対応する図書 第27条：盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものではないこと

詳細設計完了時

機能・構造物形状条件設定

設計照査資料作成

図面作成・設計照査資料作成

詳細設計1

詳細設計2
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4. 開発するシステム 

 開発するシステムの位置づけ 

 3 章で述べた各条文内の審査システムの詳細の中で，下記①～③の条件を満たす部分

のプロトタイプを開発することで，提案する審査システムの実現性を検証する． 
 
 条件①：3 次元モデルを活用できること 
 条件②：審査条件に従って自動的に判定できること 
 条件③：判定結果を 3 次元モデルに描写できること 
 
 選定した審査システムは，河川法第二十六条第一項における河川管理施設等構造令の

うち【各部材の構造が適切か】の審査項目の一つとした． 
  
 対象構造物：河川内に設置する取水堰 
 対象河川 ：2 級河川 
 審査項目 ：計画高水位に対して非越流部又は堤防の高さが表 4-1 に示す余裕高を 
有している 
 審査内容 ：堤防や堰は計画高水流量以下の流水を越流させないよう設けるべきもの 
であり，洪水時の風浪，うねり，跳水等による一時的な水位上昇に対し， 
堤防の高さにしかるべき余裕をとる必要がある．そのため，構造物が 
計算上の計画高水流量時の水位に対して表 4-1 に示す余裕高があるかを 
確認することで審査する． 
 

表 4-1 計画高水位に加える余裕高（河川管理施設等構造令第 20条） 

項 １ 2 3 4 5 6 

計画高水位 

流量（m3/s） 
200未満 

200以上 

500未満 

500以上 

2000未満 

2000以上 

5000未満 

5000以上 

10000未満 
10000以上 

計画高水位に 

加える値（m） 
0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 
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 開発するシステムのアルゴリズム 

 選定した審査システムを構築するアルゴリズムを図 4-1 に示す。図 4-1 では，本研究

の中で実現する部分をハッチングで示す．ハッチング部分を構築することで，下記事項

の実現性を検証する． 
 
・ クラウドベースの審査システムの構築 
・ 入力情報を Web ブラウザで表示できる 
・ 入力情報を基に 3 次元モデルの一部データを変換できる 
・ 3 次元モデルデータを活用して審査の判定ができる 
・ 審査の判定結果を 3 次元モデルデータの一部に描写できる 
 
 

 

図 4-1 開発するシステムのアルゴリズム 

 
 
  

インプット準備

審査画面に3次元モデルと余裕高
を加算した水位を表示

FORGEでSVF
ファイルに変換

START

Yes

No水位オブジェクトと
流下範囲オブジェクト
が交差しているか

3次元モデル
アップロード

水理計算結果
アップロード

他審査結果から
洪水時流量を抽出

水位オブジェクトと
流下範囲オブジェクトを選択

流下断面オブジェクト
を赤色に変換

流下範囲オブジェクト
を黄色に変換

判定結果に
OKを出力

判定結果に
NGを出力

FORGEで水位を
平面データに変換

水位にヒアリングで
得られた余裕高を加算

END 実現する部分
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 システム構築 

 構築するシステムの概要を図 4-2 に示す．図 4-2 における審査画面のイメージを図 
4-3 に示す．また，システム構築に当たっての可動環境を表 4-2 に示す．審査の判定の

流れは下記の通りとする． 
 
・ 変換する 3 次元モデルの水位サーフェスをクライアント側が選択 
・ 水位サーフェスの所定の高さを審査画面にて入力 
・ 水位サーフェスの高さを所定の高さに変換 
・ 水位サーフェスと流下範囲オブジェクトが XY 平面で交差しているか自動判定 
・ 水位サーフェスと流下範囲オブジェクトが XY 平面で交差している場合，水位サー

フェスと流下範囲オブジェクトの高さを取得 
・ 水位サーフェスの高さが流下範囲オブジェクトの一番低い高さから一番高い高さの

間にあれば「交差している」と判定 
・ 水位サーフェスと流下範囲オブジェクトが「交差している」と判定された場合，流

下範囲オブジェクトの色を変換 
 
 
 

 

図 4-2 システム概要 

 
 

 

  

Forge

SVF

モデルアップロード

WEBサーバ 審査画面

モデル表示
Forge 認証チェック

水理計算Forgeシステム

水理計算結果表示etc…

認証はBasic認証
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図 4-3 審査画面イメージ 

 
 

表 4-2 稼動環境 

1 クラウド環境 AWS環境 ※インターネット環境必須 

2 WEBサーバ兼 DB サーバ 

OS 
Linux t3.small 

（2vCPU/2GB/10GB） 

アプリケーションサーバ Apache 

CPU・メモリ・ストレージ 上記想定スペックのとおり 

DB NeDB※組み込み型 DB 

その他 

SSLあり（フリー証明書） 

ElasticIP指定 

ドメイン取得 

3 クライアント端末 
OS Windows 10 

ブラウザ Google Chrome 

4 BIMソフト 
クライアント Revit 

サーバ Forge 

5 開発言語 Node.js，JavaScript，Forge API等 

 
 
 
 
 
  

・Forge上で選択した水位のサーフェス
オブジェクトの高さを入力値に変更
・選択したオブジェクトが水位のサーフェス
以外の場合は処理しない
・選択したオブジェクトが複数の場合、
処理しない
・高さ反映後の水位のサーフェスオブジェクト
と流下範囲が交差していた場合、流下
範囲オブジェクトを赤色にハイライト

【条件】
水位サーフェス：属性の"マテリアル"が"水"のオブジェクト
流下範囲：属性の"構造マテリアル"が"空気"のオブジェクト

0mの水位サーフェスを
基準に高さを変更

・高さ反映後の水位のサーフェスオブジェクト
と流下範囲が交差していた場合、流下
範囲オブジェクトを赤色にハイライト
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 システムの検証 

 開発したシステムの検証事項を下記に示す． 
 
・ 3 次元モデルを Web ブラウザで表示できること 
・ 水位サーフェスを移動できること 
・ 水位サーフェスと流下範囲オブジェクトが「交差している」という判定の場合，流

下範囲オブジェクトの色が変換されること 
（流下範囲オブジェクトの高さ：459.900m～464.700） 

・ 水位サーフェス以外のオブジェクトを選択した場合にエラーが出ること 
 
検証結果を図 4-4～図 4-7 に示す．検証の結果，検証事項を実現できていることを確認

できた．なお，水位サーフェスと流下範囲オブジェクトの交差判定は流下範囲の一番低

い高さ以上かつ一番高い高さより小さい場合に「交差している」と判定される． 
 
 
 

 

 

図 4-4 3次元モデルを Webブラウザで表示 
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図 4-5 水位サーフェスを移動 

（交差していないため流下範囲オブジェクトの色は変化せず） 

 

 

図 4-6 交差判定結果の反映 
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図 4-7 水位サーフェス以外を選択した際のエラーメッセージ 

 

・選択した堤体オブジェクト

・エラーメッセージ
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5. おわりに 

 結論 

 本研究では，小水力発電所建設プロジェクトの河川協議を対象に設計プロセスの合理

化を図るために，３次元モデルを活用した審査システムとして，審査手順を構築し，設

計プロセスと審査プロセスのハーモナイズ方法を提案した．本研究で得られた成果の要

点と研究成果によって得られる効果，社会実装のための課題を下記に示す． 
 
[研究成果] 
・ 設計プロセスと審査プロセスを並行して進めるための審査システムの全体像を構築

し，設計プロセス全体の合理化へのユースケースを示した． 
・ ３次元モデルを活用した許認可審査の実現性を確認した． 
 
[研究成果によって得られる効果] 
・ 申請者・審査者双方の許認可図書審査に係る手間を削減 
・ 段階的な審査による審査プロセスの時期的な平準化 
・ 申請書の事前チェックによる設計内容へのフィードバック 
 
[社会実装のための課題] 
・ 制度面では，申請をデジタルで行う場合のデータの保管責任，３次元モデルでの設

計の前提，地方自治体への展開，判断基準がオープンになることに対する社会的合

意などが挙げられる． 
・ 技術面では，複数の工作物の種類・河川の種別への実証，過去の判断事例をデータ

ベースとして活用するシステムの構築などが挙げられる． 
 

 謝辞 

 審査方法の整理でのヒアリングに協力していただいた国土交通省関東地方整備局荒川

上流河川事務所の方々，審査システムのプロトタイプ開発でご協力いただいた応用技術

株式会社の方々，大変お忙しい中，貴重な知見を提供していただき，この場をお借りし

て心より感謝を申し上げます．また，本研究の機会を与えていただいた日本建設情報総

合センターにもこの場をお借りして，深謝の意を表します． 
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付録 

[審査側からの視点の審査と設計プロセスのハーモナイズ] 

 審査と設計プロセスのハーモナイズについて，本文では申請側の視点から設計の進捗

に応じて，ヒアリングすべき項目や審査可能となる項目を整理した．ここでは，審査側

の視点から各審査項目のヒアリング及び審査に必要なインプットが設計プロセスのいず

れの段階で揃い，ヒアリング及び審査が可能となるかを付表-2 に整理した．付表-2 で想

定している設計プロセスの段階と各段階で設定する主要な項目を付表-1 に示す． 
 
[開発したシステムの画面設計書] 

 本研究で開発したシステムの画面設計書の詳細を付表-3 に示す． 

 
 

付表-1 想定している設計プロセスの段階と各段階で設定する主要な項目 

 

 

時期 詳細
計画設計時 地形図、地質資料、現地踏査結果、文献等から得られる設計条件の整理
計画設計完了時 各種施設物の基礎的諸元の設定
基本設計1 主要構造物に求められる機能の設計
基本設計2 主要構造物規模・位置・重要度の設定
基本設計3 主要構造物レイアウト・構造物形状条件設定
基本設計4 付帯構造物レイアウト・構造物形状条件設定
基本設計完了時 図面作成・設計照査図書作成
詳細設計1 機能・構造物形状条件設定
詳細設計2 設計照査資料作成
詳細設計完了時 図面作成・設計照査資料作成
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付表-2(1) 審査側の視点から見た審査と設計プロセスのハーモナイズ 

 

 

  

番号 紐づき法令 インプット 決定時期目安
占用主体 計画設計完了時
占用目的 計画設計完了時

関係法令の許可が得られる見込みか 関係法令の準備状況 詳細設計完了時 基本設計完了時 詳細設計完了時
同事業の経験資料 計画設計完了時
施工計画 基本設計完了時

他の水利使用者との調整が図られているか 他の水利使用者との協議記録 基本設計完了時 計画設計完了時 基本設計完了時
取水予定量 基本設計完了時
事業で必要な取水量 基本設計完了時

取水量を適切に計測するか 計測計画 基本設計完了時 計画設計完了時 基本設計完了時
水理計算への入力事項 基本設計3
水理計算書 詳細設計完了時
占用主体 計画設計完了時
占用目的 計画設計完了時
施設の利用目的 計画設計完了時
主な利用者 基本設計3
設置物の有無 計画設計完了時
設置物の種類 計画設計完了時
設置物の図面 基本設計完了時

治水上又は利水上の支障を生じないか 第26条第1項の審査結果 詳細設計完了時 詳細設計1 詳細設計完了時
該当地利用状況 基本設計3
他者の河川利用のための設置物の図面 基本設計完了時

事業の遂行能力があるか

取水量が河川流量の余裕量より少ないか

水理計算が適切に行われているか

審査項目
インプット

ヒアリング時期目安 審査時期目安

公益の福祉が図られる申請か 計画設計時 計画設計完了時

計画設計時占用の許可を受けられる対象か

占用していい施設か

工作物の設置、樹木の植栽等を伴うか

他の者の河川の利用を著しく妨げないか

計画設計時 基本設計完了時

計画設計完了時 基本設計完了時

基本設計3 詳細設計完了時

条文

23条

24条

計画設計完了時

基本設計3 基本設計完了時

計画設計時 基本設計完了時

基本設計3 基本設計完了時
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付表-2(2) 審査側の視点から見た審査と設計プロセスのハーモナイズ 

 

  

番号 紐づき法令 インプット 決定時期目安
平面形状が直線となっているか 堰の軸線の図面 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
軸線が洪水時の流水の方向に直角か 洪水時の流水の方向線と堰の軸線が入った図面 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
可動堰固定部,土砂吐き,魚道,舟通し部等は流下断面外にあるか 流下断面形状が入った図面 基本設計完了時 基本設計4 基本設計完了時

該当工作物オブジェクトが入った図面 詳細設計完了時
接合部オブジェクトが入った図面 詳細設計完了時
計画断面オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
計画河床オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時

可動部の径間長・高さは適切か 可動部オブジェクトが入った図面 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
堰柱の構造は適切か 堰柱オブジェクトが入った図面 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
起伏式ゲートの構造は適切か 起伏式ゲートオブジェクトが入った図面 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
管理施設の構造は適切か 管理施設の設計照査図書 詳細設計完了時 基本設計完了時 詳細設計完了時
護床工・護岸の構造は適切か 護床工・護岸オブジェクトが入った図面 基本設計完了時 基本設計4 基本設計完了時
魚道の構造は適切か 魚道オブジェクトが入った図面 基本設計完了時 基本設計4 基本設計完了時
操作管理は適切か 保守点検計画図書 詳細設計完了時 基本設計4 詳細設計完了時

審査項目
インプット

ヒアリング時期目安 審査時期目安

詳細設計1 詳細設計完了時

基本設計3 基本設計完了時

条文

河川管理
施設等
構造令

敷高の構造は適切か
26条

取付部の構造は適切か
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付表-2(3) 審査側の視点から見た審査と設計プロセスのハーモナイズ 

 

 

  

番号 紐づき法令 インプット 決定時期目安
流下断面形状が入った図面 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時

地質的に安定した箇所が選定されているか 地質的な安定性を検討した図書 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 詳細設計完了時
計画堤防の内側を示すオブジェクトが入った図面 基本設計完了時
水衝部オブジェクト 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
離隔測定位置オブジェクトが入った図面 基本設計完了時

既存施設に統合されるか 既存施設統廃合計画図書 計画設計完了時 計画設計完了時 計画設計完了時
上空及び地下工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
河川区域範囲を示すオブジェクトが入った図面 基本設計完了時

治水上支障がないか 治水に関する設計照査図書 詳細設計完了時 基本設計完了時 詳細設計完了時
設置が不適当な場所での課題を解決できるか 課題解決に関する検討図書 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時
景観・環境・施工時の安全性に配慮されているか 利用者及び環境への措置に関する図書 基本設計完了時 基本設計3 基本設計完了時

避けるべき場所オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
離隔測定位置オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
対策方法の検討図書 基本設計完了時
対策工オブジェクトが入った図面 基本設計完了時

堰の設置の基準を満たしているか 河川管理施設等構造令の審査結果 詳細設計完了時 詳細設計1 詳細設計完了時
工作物の種類に応じた基準に従っているか 工作物の構造的な設計照査図書 詳細設計完了時 詳細設計1 詳細設計完了時

床版・堰柱・門柱・ゲート操作台・ゲート・水叩き
オブジェクトが入った図面

詳細設計完了時

オブジェクトの材質 詳細設計完了時
工作物の構造的な設計照査図書 詳細設計完了時
工作物の設計照査に用いた設計荷重 詳細設計2
工作物の安定性を照査した図書 詳細設計2

審査項目
インプット

ヒアリング時期目安 審査時期目安
条文

河川砂防
技術基準
（堰）

26条

流下断面に適合しているか

工作物は計画堤防内に設けることが必要か

水衝部を避けているか

工作物は上空又は地下に設ける必要があるか

設置位置が適当か

基本設計3

基本設計3

設置に当たっての対策が必要な場合、対策されるか

工作物設置
許可基準
（堰）

工作物が設計細目を満足していること

基本設計4 基本設計完了時

工作物が構造細目を満足していること

基本設計完了時

基本設計3 基本設計完了時

詳細設計1 詳細設計完了時

詳細設計1 詳細設計2

基本設計完了時

計画設計完了時 基本設計完了時

計画設計完了時 基本設計完了時
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付表-2(4) 審査側の視点から見た審査と設計プロセスのハーモナイズ 

 

  

番号 紐づき法令 インプット 決定時期目安
計画断面オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削又は切土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
河川管理施設オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
工作物オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削又は切土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削又は切土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
洪水時水位オブジェクトが入った図面 詳細設計完了時
流下能力検証地点オブジェクトの入った図面 詳細設計完了時
水理計算図書 詳細設計完了時
流速検証地点オブジェクトの入った図面 詳細設計完了時
水理計算図書 詳細設計完了時

竹木の植栽・伐採について 準拠すべき基準に対応する図書 詳細設計完了時 基本設計4 基本設計完了時
工作物範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削及び盛土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削不可範囲オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
河川保全区域範囲オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
河川管理上の排水用施設オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
掘削及び盛土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
工作物範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
当該行為後の排水用施設オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
堤防法尻ラインオブジェクトの入った図面 基本設計完了時
当該行為後の排水用施設オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
河川管理施設オブジェクトの入った図面 基本設計完了時
離隔測定位置オブジェクトが入った図面 基本設計完了時
掘削及び盛土範囲オブジェクトが入った図面 基本設計完了時

審査項目
インプット

ヒアリング時期目安 審査時期目安
条文

盛土が河川管理施設の維持管理上支障がないこと

55条

基本設計4

詳細設計1

基本設計3

掘削又は切土を行う箇所が河川管理施設等から保全上必要な
一定の距離が確保されていること

掘削又は切土が河川の計画断面を侵さないこと

上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下
をもたらさないこと

当該作業で流水の乱れを生じないこと

盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を
起こすものではないこと

27条

当該行為が堤防の荷重バランスを崩さないか

当該行為が基盤漏水の原因とならないこと

盛土が堤防法尻に帯水しないよう雨水等の排水に考慮すること

詳細設計1 詳細設計完了時

基本設計完了時

基本設計3 基本設計完了時

基本設計完了時 詳細設計完了時

基本設計完了時

詳細設計完了時

基本設計3 基本設計完了時

基本設計4 基本設計完了時

基本設計完了時基本設計4
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付表-3(1) 開発したシステムの画面設計書（表示項目） 

 

 

付表-3(2) 開発したシステムの画面設計書（入力の制御） 

 

 

  

2 選択した水面の高さ ラベル 常に表示
3 高さ テキストフィールド 常に表示 空欄 単位:m
4 反映ボタン ボタン 常に表示

初期表示 備考
1 システム名 ラベル 常に表示

項番 項目名 HTMLタイプ 表示条件

1
項目名

高さ
必須
○

型
数値

フォーマット
0.000

最大値
1000.000

最小値
0.000

項番 備考
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付表-3(2) 開発したシステムの画面設計書（入力の制御） 

 

 

 

設定ファイルに設定しているクライアントIDとクライアントシークレットを使用してAutodesk
Forgeの2-legged認証を行う

設定ファイルに設定しているURNを使用してForgeビューアにモデルを表示する

Forgeビューアの高さを画面サイズに合わせる

選択オブジェクト
チェック

0mにある水位サーフェスを基準に、Forgeビューア上で選択中の水位サーフェスオブジェクト
の高さを変更する

別紙「高さについて」参照

反映ボタン押下

属性の"マテリアル"が"水"のオブジェクトを水位
サーフェスオブジェクトとする

Forgeビューア上でオブジェクトが選択されているか判定する
オブジェクトが選択されていない場合、メッセージ「水位サーフェスを1つ選択してください」
を表示し処理を終了する

Forgeビューア上で選択中のオブジェクトが水位サーフェスであるか判定する
水位サーフェスでない場合、メッセージ「水位サーフェスを1つ選択してください」を表示し処

Forgeビューア上で選択中のオブジェクトが基準となる0m水位サーフェスでないか判定する
基準となる0m水位サーフェスである場合、メッセージ「基準水位サーフェス以外の水位サー
フェスを選択してください」を表示し処理を終了する

基準となる0m水位サーフェスオブジェクトは
externalIdで指定する

交差判定
高さ変更後の水位サーフェスオブジェクトが流下範囲オブジェクトと交差しているか判定する
交差している場合：流下範囲オブジェクトを赤色にハイライトする
交差していない場合：流下範囲オブジェクトをハイライトをクリアする

・属性の"構造マテリアル"が"空気"のオブジェクト
を流下範囲オブジェクトとする
・下記処理で交差判定を行う
1.水位サーフェイスと流下範囲オブジェクトがXY
平面上で交差しているか確認する
2.交差している場合、水位サーフェイスと流下範囲
オブジェクトの高さを取得する
3.水位サーフェイスの高さが、流下範囲オブジェク
トの一番低い高さから一番高い高さの間であれば
「交差している」と判定する

オブジェクトの選択有
無

処理契機 処理名 備考処理内容

Forgeビューアを表示

Forgeビューアの高さ
調整

基準オブジェクト
チェック

高さ表示

3

7

5

1

2

6

4

9

選択した水位サーフェスの高さをテキストフィールド「高さ」に表示する
オブジェクトが複数選択されている場合、空とする
水位サーフェスでない場合、空とする

属性の"マテリアル"が"水"のオブジェクトを水位
サーフェスオブジェクトとする

オブジェクト選択

8 高さ変更

項番

初期処理

認証確認
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