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ダム貯水池に堆砂が進行するとダムの治水・利水機能の低下を招き、貯水池の寿命を縮める要因となる恐
れがある。このため貯水池の堆砂を効率的効果的に除去する技術開発が求められている。2001 年より当セ
ンターではこの問題に対応するため、水圧を利用してダムへ堆積した土砂を吸引する工法（MHS 工法）の
研究開発を行ってきた。2011 年には、吸引場所が深くなると土砂が地中で自立し土砂の吸引が妨げられる
現象を解消し、吸引信頼性の向上を図ることを目的として、従来の MHS 工法では水平に設置した排砂管を
鉛直方向に設置し、管の側方に設けた円形孔から土砂を吸引する「鉛直埋設吸引管排砂工法（VMHS 工法）」
を提案し、硅砂を用いた模型実験により、その基本吸引性能の評価を行った。
本稿では、実験縮尺 1/10 の室内吸引実験により、対象土砂がシルトや粘土成分を含有した場合の VMHS
工法の適用限界を確認し、その対策について検討した内容を報告する。
キーワード：堆砂対策、堆積土砂、吸引、室内実験、圧力水頭差、せん断力、サイフォン、付着力
Accumulation of a dam reservoir reduces the flood control and water use functions of the dam and shortens the service
life of the reservoir． The development of technologies to effectively and efficiently remove the sediment in reservoirs
is thus called for． We have been researching and developing methods for sucking up sediments accumulated in dams
by using water pressure（the MHS method）since 2001 to deal with this problem． In 2011 the authors proposed the
“vertical multi hole suction pipe（VMHS）method，
”in which sediment removal pipes were vertically installed to suck up
sediment through suction holes on the side of the pipe while the pipe was horizontally installed in the conventional MHS
method aiming to eliminate the phenomenon，in which the solidification of sediment in deep suction depths prevents the
sediment from being sucked up，and to increase the reliability of suctions． The authors then assessed the basic suction
performances of the method in model-based experiments by using silica．
This report aims to verify the limits of the use of the VMHS method when the sediment sucked up contains silt or clay
components and to examine its countermeasures． The authors conducted indoor suction experiments using a 1:10 scale
model of the actual system．
Key words：reservoir sedimentation management, sediment accumulation, suction, laboratory test, hydraulic head, shear
strength, siphon, cohesion

１．はじめに

により、土砂の弛緩と連鎖崩壊を引き起こし、連続し
て排砂を行う吸引工法である。平成 23 年には、同工

（一財）水源地環境センターでは、
（一社）ダム水源

法に対して継続的な吸引性能を向上させるために、堆

地土砂対策技術研究会との共同研究として、平成 13

積土砂内に水平に埋設する吸引孔を有する排砂管を鉛

1）

年よりMHS工法を開発してきた 。MHS工法とは、

直配置させた鉛直型（以下、VMHS工法）に改良し（図

ダム湖内外の水位差を利用して排砂管内に水流を発生

-1）、その基本吸引性能を小規模室内実験で確認して

させることで、管内に生じる負圧により排砂管上に堆

いる 2）3）。

積している土砂を吸引し、浸透崩壊とパイピング原理

VMHS工法による堆積土砂の排砂は、土砂吸引開始
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表-1 模型縮尺

条件

単位

室内

現地

縮尺

堆積厚

m

0.6

6.0

1/10

排砂管径

mm

60

600

1/10

排出土砂量

m3

0.5

500

1/103

管内流速

m/s

1.6

5.0

1/100.5

水位差

m

1.5

15.0

1/10

平均粒径

mm

0.8

0.8

1/1

不安定になることから、安全側の評価となるように現
地の堆積土砂と同じ粒径 0.8mm（実験使用土砂は矢作
ダム上流部の堆積土砂）とした。排砂管は、アクリル
製の透明な管（外径 60mm）を使用した（表-1）。

図-1 VMHS 工法のイメージ

b）水位差

後は表層付近の土砂から吸引が始まり、その後は吸引

水槽水面と放出口の水位差を 1.5mとして排砂管内

孔を中心とした安定勾配面を形成しながら、上方の吸

に流速を発生させた。管内流速は、水位差 1.5mの流

引孔から下方へと徐々に堆積土砂の吸引が進行してい

水実験を行い、Durand式 4）により算定される濃度 2％

く。一方、VMHS工法は吸引対象土砂が砂質土であれ

のときの土砂の管内堆積限界流速値 1.6m/sを考慮し、

ば吸引効率が高いが、堆積土砂厚が大きかったりシル

管内閉塞が発生しにくい流速値付近（1.6m/s）になっ

トや粘土のように透水性が低く粘着性が高い土砂の含

ていることを確認した。

有率が増えてくると、吸引部の上方に堆積した土砂が

c）対象土砂

土中で自立して崩壊しなくなり、吸引が難しくなるこ

対象土砂は砂質分が卓越するダムサイト（矢作ダム）

とが課題となる。

の堆積土砂と、これにシルト以下の細粒分を含む土砂

本稿では、VMHS工法について、吸引対象土砂がシ

を混合させた土砂とした。ダムサイトの堆積土砂には

ルトや粘土成分を含有した場合の適用限界を確認する

粗礫や流木・木切れなどの障害物が含まれるが、今回

ことと、その対策について検討することを目的とし、

の実験は吸引基本性能の確認が目的であるため、吸引

実験縮尺 1/10 の室内吸引実験を行った。実験ではシ

孔径より特に大きな礫や流木などの障害物は除去して

ルトや粘土成分を含有した土砂に対する吸引性能を改

いる。また、現地で採取した土砂には数cmサイズの

善するために、吸引管には一定間隔に複数配置した吸

礫が混入していたが（写真-1）、経験的に孔径あるい

引孔でなく、スリット形状の吸引部を設けて、その吸

はスリット幅の 70％以上大きさの礫は通過できない

引特性を確認した。スリット形状の縦方向が堆積土表

と考えて、これらを除去させた土砂を吸引対象とした

面を含むように設置して、吸引初期には堆積土表面に

（土砂の篩分けを実施）。
表-2 に実験条件を示す。実験で使用したダムサイ

吸引力によるせん断力が作用するようにした。

トの堆積土砂は平均粒径d50=0.82mm、シルト以下の

2．室内水理模型実験計画

含有率 0.6％であり（試料A）、混合させた土砂は平均

（1）水理模型諸元
a）模型縮尺
現地スケールの吸引土厚を 6mと想定し、実験は縮
尺 1/10 とした（模型土厚 60cm）。平均粒径 0.8mm砂質
土の場合、吸引孔から吸引排出される模型の総土砂量
は、吸引排砂管最下端部を頂点に形成される逆円錐形
状体積に対応した約 0.5m3 になる。ただし実験に用い

写真-1 現地採取土砂に含まれていた礫

る土砂は、粒径が大きいほど管が詰まりやすく吸引が
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（2）実験概要

表-2 実験条件

項目
排砂管

実験は、吸引管を鉛直に埋設して、吸引管の形状（円

実験条件

形とスリット形状）と土質性状（砂質土砂および砂質

径 :Φ60mm(外径) Φ52mm(内径)
吸引部縦管

約 0.7m

輸送部

土に細粒分（0.075mm以下）を混合した土砂）を変え

約 4.0m

て行った。
a）実験装置モデル

孔型（径Φ26.8 mm）：
吸引部
形状

実験装置は、VMHS工法の吸引孔方式と吸引スリッ

孔数 6（間隔 100mm）,11（間隔 50mm）の
2 ケース

ト方式をモデル化した（図-3）。

スリット型(延長 650mm）:

b）実験ケース

幅 26.8mm,16mm の 2 ケース
水位差

1.5m

土厚

0.6m

対象土砂

実験ケースを表-3 に示す。

3．実験結果

試料 A（d50=0.82mm）と試料 B （d50=0.24mm）

（1）測定項目

の混合

実験では図-3 に示す位置で管内圧力（P1 〜 P6 の箇
所で測定）、管内流速（流入口、排出口）、管内流量、
管内密度を測定した。また、排砂時間は、吸引の終了
を目視で確認した時の値を計測データとした。測定値
より、各ケースの管内圧力、流入口速度、排出口速度、
管内濃度と累積排砂量を求めて、図-4 〜図-13 に経
時変化図として示した。
（2）実験結果
a）Case1

図-2 吸引部の形状

対象土砂が砂成分で吸引管の孔数が6箇所だったが、

粒径d50=0.24mm、
シルト以下の含有率 20％である（試

全ての堆積土砂を吸引できなかった。実験は上方か

料B）
。

ら 4 孔目からの吸引が 5 孔目からの吸引に移ったとき

d）吸引管諸元

に終了した。これは、吸引孔付近に残された粗粒成分
2）3）

で

が存在していた影響と、土砂吸引が 4 〜 5 孔目までに

の吸引孔と同じ径φ 26.8mmとし、吸引孔の間隔を

到達するまでに吸引孔付近で水だけが吸引され、周辺

100mm（孔数 6）
、50mm（孔数 11）としたパターンの

土砂が締固められていた影響があったと考えられる。

吸引管と吸引部を幅 26.8mm（長さ 650mm）、幅 16mm

吸引時間は 1050 秒。累積排砂量は 0.43m3 だった（図

（長さ 650mm）のスリット形状としたパターンの吸引

-4）。ただし、堆積土砂を吸引した後は、最下端の吸

管（図-2）を用いた。ただし、スリット部の上方は堆

引孔を中心とした安定勾配面を有する逆円錐形状が形

積土表面より 50mm突出させて設置し、堆積土砂の表

成された。

吸引孔はVMHS工法の基本吸引性能確認実験

層から土中まで連続して土砂を吸引できるようにした。

図-3 実験装置モデル
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表-3 実験ケース

排砂管吸引部

No.

1

ケース

Case1

形状

孔

個数

6

対象土砂

径または
幅(mm)
26.8

2

Case2

孔

11

26.8

3

Case3

スリット

1

26.8

孔

11

26.8

4

Case4-1
Case4-2
Case5-1

5

Case5-2

スリット

1

26.8

Case5-3
6

Case6-1
Case6-2

スリット

1

16

(*)試料 A：d50=0.82mm, 試料 B：d50=0.24mm

試料 A と

細粒分

試料 B の

混合率

混合率

(%)

試料 A

d50

実験結果概要

(mm)
上方から 5 孔目で吸引終了

0.6

0.82

0.6

0.82

0.6

0.82

6：1

0.87

0.72

上方から 7 孔目で吸引終了

3：1

1.23

0.69

上方から 6 孔目で吸引終了

6：1

1.10

0.70

全堆積土砂を吸引完了

2：1

1.28

0.69

実験初期に管内閉塞して終了

3：1

1.51

0.70

実験初期に管内閉塞して終了

6：1

1.49

0.69

全堆積土砂を吸引完了

3：1

1.72

0.68

全堆積土砂を吸引完了

のみ
試料 A
のみ
試料 A
のみ

全堆積土砂を吸引完了
全堆積土砂を吸引完了

細粒分混合率(%)：0.075mm 以下

図-4 実験結果Case1

図-5 実験結果Case2

b）Case2

引は実験開始後、上方の複数の吸引孔から同時に土砂
が吸引され、徐々に下方へと吸引孔が移行した（図-5）。

Case1 より吸引効率をよくするために吸引孔数を 11

c）Case3

箇所にしたCase2 は、全ての堆積土砂を吸引できた。

吸引効率を上げるために孔数を増やす代わりに吸引

吸引時間はCase 1 の約半分の 510 秒、累積排砂量は
3

0.37m だった。管内濃度は吸引開始直後に最大 15 〜

部を幅 26.8mmのスリット形状にした。スリット形状

18%程度になり、その後、徐々に減少していった。吸

にすると水中と堆積土砂の境界面から連続的に土砂を
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図-6 実験結果Case3

図-7 実験結果Case4-1

図-8 実験結果Case4-2

図-9 実験結果Case5-1

d）Case4-1、Case4-2

吸引し続け、全ての堆積土砂を吸引できた。吸引時
3

間は 560 秒。累積排砂量は 0.43m 。管内濃度は吸引開

対象土砂が細粒分を含む条件に対して、吸引孔方式

始直後に最大 25%程度になり、その後 15%付近の値を

での孔数を 11 箇所にした。実験した 2 ケースとも実験

保った後に減少していった。堆積土砂を吸引した後の

初期は土砂を吸引したが、途中から土砂を吸引できな

地形は、スリット下端部を中心とした安定勾配面を有

くなり、水だけを吸う状況で吸引が終了した。これは

した逆円錐形状が形成された（図-6）
。

孔数が増えて孔 1 箇所からの吸引土量が少なくなった
が、土砂が低透水性で粘着性が高い細粒分を含んでい
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図-10 実験結果Case5-2

図-11 実験結果Case5-3

図-12 実験結果Case6-1

図-13 実験結果Case6-2

e）Case5-1、Case5-2、Case5-3

たために吸引効率が下がり、全てを吸引できなかった
と考えられる。Case4-1（細粒分含有率 0.87％）は 7 孔

Case4-1、Case4-2 では孔数を増やしたが吸引孔方式

目まで吸引し、吸引時間は 980 秒だった。また、累積

の限界が見られたので、吸引性能改善対策として吸引

3

排砂量は 0.23m 、管内濃度は最大 10 〜 15％だった。

部を幅 26.8mmのスリット形状にした。吸引状況は対

Case4-2（細粒分含有率 1.23%）は、6 孔目まで吸引し、

象土砂の細粒分含有率により違いがみられた。細粒分

3

吸引時間は 300 秒、累積排砂量は 0.11m 、管内濃度は

含有率 1.1％のCase5-1 は、全ての土砂を吸引できた。

最大 20％程度だった（図-7、8）
。

吸引時間は 440 秒。累積排砂量は 0.41m3。Case5-2 は、
Case5-1 より細粒分含有率が少し多い 1.28％だったが、
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実験初期にスリット部からの吸引量が多くなり輸送
部（水平管路部）での管内閉塞により実験が終了した。
吸引時間は 50 秒、累積排砂量は 0.06m3。Case5-3 は細
粒分含有率が 1.51％だったが、Case5-2 と同様に実験
初期にスリット部からの吸引量が多くなり輸送部（水
平管路部）での管内閉塞により実験が終了した。吸引
時間50秒、
累積排砂量は0.05m3。僅かな差ではあるが、
細粒成分が多くなるに従い、スリットからの単位時間
当たりの吸引量が増加して管内濃度が急激に大きくな
ることによって、既存の管内流速では排出できずに

図-14 スリットからの土砂吸引模式図

管内閉塞が生じた可能性があることが示唆された（図
-9、10、11）
。

度までの土砂ならば、適切なスリット幅の設定により

f）Case6-1、Case6-2

吸引が完了した（図-6、図-9、図-12、13）。これは

スリット型方式で細粒分を含む条件でも吸引を完

従来の孔型方式の吸引メカニズムと異なり、スリット

了させるために、Case5-1 〜 Case5-3 のスリット幅を

型方式では堆積面表層に作用する吸引流によって発生

26.8mmから 16mmに変え、時間当たりの吸引土砂量

する表面剪断力が主要な土砂吸引力になるため、吸引

を減らして輸送部での管内閉塞が起きないようにした。

開始後は堆積面表層から下層へ徐々に土砂が吸引され

Case6-1 は細粒分含有率が 1.49％だったが、全ての

ていくことになり、下層の土砂の透水性が低くても孔

堆積土砂を吸引できた。吸引時間は 400 秒。累積排砂

型方式のように吸引効率が低下しないためである（図
-14）。

3

量は0.31m 。また、
Case6-2も細粒分含有率が1.72％だっ
たが、
全ての堆積土砂を吸引できた。吸引時間は430秒。

5．おわりに

累積排砂量は 0.33m3 だった（図-12、13）
。

4．考察

従来のMHS工法を改良したVMHS工法は、対象土
砂が砂成分の場合には適用性を有するが、透水性が低

孔型方式のVMHS工法では、対象土砂が砂成分の場

く粘着性が高い細粒成分を含む土砂に対しては適用性

合には、孔数 6 では吸引孔の外側に土砂が残った状態

に課題がある。そこで吸引性能改善対策として吸引口

で吸引が途中で停止したが、孔数が 11 に増えると吸

を孔型方式でなく堆積土砂表層から土砂を吸引するス

引が効率的に進み、吸引が完了した（図-4、5）。これ

リット型方式に変更したところ、室内吸引実験により、

は孔数が増えると 1 箇所の吸引孔が負担する吸引土量

その適用性が確認できた。本方式は管内閉塞を発生さ

が少なくなることによって、吸引孔付近での粗粒化成

せないように管内流速に合わせた適切なスリット形状

分の集積や吸水による締固めが起きる前に、次の孔か

を設定すれば、効率的に土砂を吸引できると考えられ

らの吸引に移行していくためであると考えられる。

る。また今後は、吸引部をスリット型方式とした場合

また孔型方式では、対象土砂がシルトや粘土のよう

の細粒分混合土砂に対する適用限界を確認して土質性

に透水性が低く粘着性が高い土砂を含む場合には、孔

状に対する適用範囲を把握していく必要があると考え

数を 6 から 11 に増やしても、細粒分混入率が増えると

ている。

最下層吸引孔まで吸引が進行せず、吸引孔の外側に土

本工法をダムサイトで適用していくためには、設置

砂が残った状態で吸引が停止するなど吸引効率の低下

場所や堆積土砂の特性を考慮して、スリット部分の開

が見られた（図-7、8）。これは、細粒分混合率が増え

閉機構や吸引部周辺の土砂をジェット噴水流等によっ

ると下層の土砂ほど上載土砂の影響で粘着性土砂の地

て強制的に崩す機構を有する実規模の装置開発を行う

盤強度が大きくなるとともに透水性が低下し、吸引孔

とともに、スリット部分に流れ込んでくる流木などの

付近の土砂を崩す土層内の水の流れが少なくなること

障害物対策も含めて排砂設備の施設計画を考えていく

も影響していると考えられる。

必要があるが、それらを解決すれば本工法は有効なダ
ム堆砂対策工法の一つになると考えている。

これらに対して、堆積面より上側の水中部から吸引
部を連続させたスリット型方式のVMHS工法では、対
象土砂が砂またはシルト以下の細粒分混入率が 2％程
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