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ダム貯水池の堆砂が進行するとダムの治水・利水機能低下を招き、貯水池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、
工法の吸引信頼性向上を図ることを目的として、排砂管を鉛直方向に設置し、管の側方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、2013 年の所報では、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、その対策として提案したスリット式吸引孔について検討内容
を報告した。本報では、VMHS 工法の現地適用に向けて、工法が適用可能な対象ダムの調査を行うとともに、
実ダムで適用可能な吸引孔の開閉装置について検討した結果を報告する。
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、開閉装置
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. 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. Last report we showed the limits of the use of the VMHS method when the
sediment sucked up contains silt or clay components and to examine its countermeasures. In this paper, in preparation
for the implementation of the VMHS method, as well as to investigate the subject dam applicable to VMHS method, the
authors report the switchgear devices of the slit suction that can be applied in real-dam.
Key words：reservoir sedimentation management, sediment accumulation, suction, laboratory test, hydraulic head, shear
strength, siphon, switchgear

１．はじめに

排砂を行う吸引工法である。2011 年には、同工法に
対して継続的な吸引性能を向上させるために、堆積土

（一財）水源地環境センターでは、
（一社）ダム水源

砂内に水平に埋設する吸引孔を有する排砂管を鉛直

地土砂対策技術研究会との共同研究として、2001 年

配置させた鉛直型（以下、VMHS工法）に改良し（図

よりMHS工法を開発してきた 。MHS工法とは、ダ

-1）、その基本吸引性能を小規模室内実験で確認して

ム湖内外の水位差を利用して排砂管内に水流を発生さ

いる 2）3）。

1）

せることで、管内に生じる負圧により排砂管上に堆積

VMHS工法による堆積土砂の排砂は、土砂吸引開始

している土砂を吸引し、浸透崩壊とパイピング原理に

後は表層付近の土砂から吸引が始まり、その後は吸引

より、土砂の弛緩と連鎖崩壊を引き起こし、連続して

孔を中心とした安定勾配面を形成しながら、上方の吸
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図-2 代表的ダムの貯水池内土砂の粒度分布（箱石、2008）

石（2008）6）、大矢ら（2002）7）により整理されている
直轄ダムのデータを用いた。
（2）ダム堆砂の既往の土質データの整理
各ダムにおける堆積土砂の性状については、箱石
（2008）によると、堆積位置の情報は示されてはいな
いが、桂沢、釜房、美和、野村ダムのように粘土・シ

図-1 VMHS 工法のイメージ

ルトの比率が 80％を超えるダムも多数あることがわ

引孔から下方へと徐々に堆積土砂の吸引が進行してい

かる。逆に比較的、砂や礫が多いダムとしては、薗

く。VMHS工法は吸引対象土砂が砂質土であれば吸引

原、五十里、川治、石手川、耶馬渓などが挙げられ

効率が高いが、課題としては、堆積土砂厚が大きかっ

る（図-2）。なお、国交省管理ダムの貯水池ボーリン

たり、シルトや粘土のように透水性が低く粘着性が高

グ結果と堆砂測量データの解析結果では、全国平均で

い土砂の含有率が増えてくると、吸引部の上方に堆積

礫 14%・砂 32%・シルト 34%・粘土 20%となっており、

した土砂が土中で自立して崩壊しなくなり、吸引が難

シルト以下の比率は 54%である。
また大矢ら（2002）は、各ダムの堆砂データを調査

しくなることがある。

場所（堤体近くから上流側まで 4 か所に分割）毎に整

2013 年には、実験縮尺 1/10 の室内吸引実験により、
従来よりも吸引性能を上げる吸引孔形状について検討

理している（図-3）。図-4 に示すように、堆砂の肩よ

を行い、シルト等細粒成分含有率が 2%までの土砂に

り上流側までいくとシルト含有率が 10%以下となるダ

対する適用性を確認した 4）。実験ではシルト等細粒成

ムが35ダム中12ダムあるが、調査場所が堤体付近だと、

分を含有した土砂に対する吸引性能を改善するため

ほとんどが 80％を超えている。したがって採取場所

に、一定間隔で吸引孔を配置する従来の吸引管ではな

および土砂性状を勘案して本工法の適用を検討する必

く、吸引孔を縦スリット形状にして、その吸引特性を

要があることがわかる。

確認した。縦スリット形状の吸引孔（連続型スリット
（3）VMHS工法の適用可能なダムの抽出

タイプ）は、上端開放部を堆積土表面より上方の水中

VMHS工法では、吸引メカニズムや今までの知見よ

に設置させるため、吸引に伴う堆積土表面に作用する

り、細粒分が多いと吸引が継続しなかったり、堆積土

5）

せん断力で浸食が進行していく 。

砂が自立して崩壊しなくなるため土砂排出効率が低下

2014 年は、VMHS工法の実ダムへの適用に向けて、
工法が適用可能な対象ダムの調査と実証実験に向けて

する等の課題があることから、細粒分含有率 10％程

検討した吸引孔の開閉装置案の有効性について、小規

度までが対象土砂の適用範囲であると考えている。こ

模室内実験による開閉機構の概略検討を行った。

れまでの調査結果から、今後は下流への土砂還元に対
して一般的に適性の高い、比較的上流側の堆積位置に

2．VMHS 工法の適用ダムの検討

ある砂質土砂を念頭に適用ダムの抽出を行っていく予
定である。また、塵芥や流木の障害物対策の工夫とし

（1）検討方法

て、通常時に浚渫を行い、障害物を除去した土砂をダ
ム湖内に仮置きし、洪水時に本工法を用いて下流に排

公開データ等より既往の土質データ等を整理して、
VMHS工法の適用可能なダムを検討した。文献に掲

出する方法を採用することができれば、本工法の適用

載された全国のダム堆積状況や土質データを整理し

範囲は広がると考えられる。

て、VMHS工法の適用性を検討した。検討には、箱
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シルト以下
10%

図-4 各ダムの細粒分含有率（大矢ら、2002）

吸引が完了後に下段吸引孔を順次開けて、薄い土被り
厚で吸引できる機構を保持できることが望ましい。そ
こでこのような開閉機構を持つ吸引孔案を比較検討す
るとともに、最適と考えられる構造を持った吸引孔案
について小型模型実験を行い、実稼働時の吸引におい
て構造・運用上の課題が発生するかどうかを確認した。
（2）開閉方法案

図-3 対象ダム位置図および貯水池内調査地点（大矢ら、2002）

吸引孔開閉方法を 5 タイプ選定し、比較検討した。
1）開閉方法①

3．吸引孔の開閉装置の検討

吸引孔毎に設置した蓋を開閉させて、上部吸引孔か
ら下部へ順次開けていく方法。

（1）検討目的
VMHS工法の開閉装置は、上段の吸引孔に向かって
流れる水流で周辺土砂を崩しながらすり鉢状に吸引し
た後、一段下の吸引孔を開き、吸引を始めることによ
り常に土被りが薄い状況で吸引を継続する目的で設置
される。これまでの実験結果から、上下に位置する 2
つの吸引口を同時に開いた場合、上段吸引孔から土砂
を吸引すると同時に下段吸引孔からも間隙水を吸引し
て、結果的に下段吸引孔周辺の土砂を水締めし、土砂

図-5 離散孔タイプ（単独蓋方式）

崩壊を妨げる現象が発生することがわかっている 4）。

2）開閉方法②

従ってVMHS工法における吸引は、1 つの吸引孔自体
が徐々に下がる機構、もしくは上段吸引孔からの土砂

鉛直・傾斜スリットを持った内管・外管を組み合わ
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4）開閉方法④

せ、
どちらか片方を水平方向に回転させることにより、
吸引孔を連続的に下部へ開けていく方法。

内管・外管にそれぞれ吸引孔を配置し、どちらかの
管を引き上げることにより、下段の吸引孔を順次開け
ていく方法。

図-6 斜めスリットタイプ（回転移動方式）

3）開閉方法③
角度の異なる傾斜スリットを持つ内管・外管を組み
合わせ、鉛直に近いスリットを持った管を引き上げる
ことにより、
吸引孔を連続的に下部へ開けていく方法。

図-8 離散孔タイプ（上下移動方式）

5）開閉方法⑤
内管・外管にそれぞれ離散化させたスリット式吸引
孔を鉛直方向に連続的かつ平面的に複数配置し、内管
または外管を引き上げたり回転させることにより、下
段の吸引孔を順次開けていく方法。
図-7 連続孔タイプ（上下移動方式）

図-9 スリットタイプ（連続離散型）
（上下／回転移動方式）
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表 1 開閉方法案比較

開閉機構

開閉方法①

開閉方法②

単独蓋方式

回転移動方式

開閉方法③

離散孔タイプ

斜めスリットタイプ

連続孔タイプ

縦スリット＋螺旋ス リット

螺旋ス リット＋部分蓋

開閉方法④

開閉方法⑤

上下移動方式

上下/回転移動方式
離散孔タイプ

スリットタイプ(連続離散型)

シリンダー

蓋板

シリンダー

イメージ図
シリンダー

蓋板

蓋板

吸引孔スリットを連続・離散的に配置

破線は内管を、実線は外管を開けた吸引孔

外管または内管を上に引き抜くかあるいは回転させ、所
外管または内管を上に引き抜き、所定の位置で引き抜き
定の位置で止め、あらかじめ設定した位置の孔を開放す
を止め、あらかじめ設定した位置の孔を開放する方法。
る方法。

上部吸引孔から順次下部孔の蓋を開けていく方式（エ
アーシリンダー等）

外管または内管を回転させ、開口部を連続的に上部から 外部または内部蓋板を上に引き抜き、スリットを順次上
下部へ移動させる方法。
から連続的に開けていく方法。

方法の利点

任意の吸引孔の開閉を制御できる。

開口部が下がる速度を自由に制御できる。

動かす蓋板の面積を小さくでき、必要な力を小さくでき
る。駆動部は上部のみで単純な上下動で制御できる。

方法の欠点

シリンダー駆動部が土中にあり、メンテナンスが難しい。
シリンダーのロッドを長くして、水中にシリンダを据付ける
こともできるが、シリンダー自体が大きくなると制御ライン
が多く複雑になる。
吸引口数に応じた駆動機構が必要であり、全ての機構
がを制御させる必要がある。

外管と内管の間に砂が入り込み、回転させるのに大きな
力が必要になることが予想される。
駆動部は上部と下部に必要となり、下部は土中に入るた
め、信頼性が低下する。
作動させるための力が大きく、移動量を細かく調整する
必要があるため、油圧駆動が望ましいが、汚染対策が必
要になる。

上下の移動量を細かく調整する必要があるため、油圧駆
上下の移動量を細かく調整する必要があるため、油圧駆
動が望ましいが、汚染対策が必要になる。
段階的に上下の移動量を調整する必要がある。
動が望ましいが、汚染対策が必要になる。
螺旋スリットの場合、開口の形が細長くなり、吸引効率が
孔の数を多くできない。
悪くなる可能性がある。

駆動の容易さ

○

×

△

△

○

吸引効率

○

○

△

○

○

メンテナンス性

△

×

○

○

○

長期耐久性

△

×

○

○

○

総合評価

△

×

△

○

○

吸引孔開放方法

（3）最適案の検討

構造がシンプル

構造がシンプル

表-2 現地と室内実験の縮尺条件対比

比較の結果、構造がシンプルでメンテナンス性が良
く信頼性が高い、開閉方法⑤による装置案がVMHS工
法には最適であると考えた。開閉方法⑤の開閉機構を
持つ模型を製作して、動作確認実験を行った。
（4）室内小型模型実験

項目

現地スケール

室内実験スケール

排砂管径

φ0.6m（外径）

φ6cm（外径）

スリット
形状
対象土砂
および土厚

幅 0.16m×長 3.0m
（土中部に 2.5m）
ケイ砂(0.3mm)
土厚 2.5m

幅 1.6cm×長 30cm
（土中部に 25cm）
ケイ砂(0.3mm)
土厚 25cm

1）確認項目の整理
これまでの知見に基づき、連続型スリットタイプと
連続離散型スリットタイプの開閉装置案について以下
の特性を確認することを目的とした。
・室内実験で吸引性能の高かった連続型スリットタ
イプは構造上、実証実験に向けて大型化すること
が難しいが、連続離散型スリットタイプはスリッ
トを鉛直方向に複数分割して水平方向に離散的に

図-9 実験の模式図

配置させることによって大型化を実現できる。連
続離散型が連続型スリットタイプと同じ吸引性能

60、縮尺 1/10）を製作し、排砂実験により、動作

を有することを確認する。

や吸引状況などを確認する。
2）実験条件の設定

・連続離散型スリットタイプでは、吸引が終了した

a）縮尺

開放部を順次閉じていけば、当初の開放面積を拡
大させず吸引時に堆積面に作用するせん断力も低

実験縮尺 1/10 とする。実験諸元で 25cmの対象土厚

減させることがなく吸引を継続できることを定性

は、現地縮尺に換算すると 2.5mとなる。水位差につ

的に確認する。

いては昨年度実験を参考に、1.47mとする。表-2 に現
地と室内のスケールに関する条件対比を示す。図-9

・連続離散型スリットタイプの開閉部機構について

に実験の模式図を示す。

基礎的な知見を得るために開閉装置模型（模型φ
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b）対象土砂

表-3 実験ケース

対象土砂は、飯豊 6 号ケイ砂（d50=0.3mm、細粒分
含有率 0.1%）とした。細粒分に対する適用性を確認す
る目的でケイ砂に細粒分を混ぜたケースも実施した。
細粒分にはカオリン（細粒分含有率 100%）を用いた。
3）実験ケースの設定
表-3 に実験ケースを示す。連続離散型スリットタ
イプは 2 重構造の吸引管で構成されるが、内・外管の

ケース

スリット

No.

タイプ

飯豊
ケイ砂

カオ
リン

(%)

(%)

100

0

スリット孔が全開

case1-2

連続型

90

10

スリット孔が全開

case1-3

連続型

95

5

スリット孔が全開

0

初期は全スリット孔
が全開しているが、内
管の引上動作により
上方のスリットが順
次閉鎖されていく

0

初期は全スリット孔
が全開しているが、内
管の回転動作により
上方のスリットが順
次閉鎖されていく

0

開放されていた上方
のスリット孔が内管
引上動作により順次
閉鎖されるに従い、下
方のスリット孔が順
次開放されていく

0

開放されていた上方
のスリット孔が内管
回転動作により順次
閉鎖されるに従い、下
方のスリット孔が順
次開放されていく

連続

100

離散型

おける連続型および連続離散型スリットタイプの開
閉イメージを図-10 に示す（case1-1 〜 1-3、case2-1、

連続
case2-2

case3-1

case3-2

図-10 スリット開閉イメージ
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動作および開閉順序

連続型

case2-1

2-2）
。

開閉機構

case1-1

引上げや回転の動作の違いにより、吸引孔の開閉順序
が異なる複数の実験ケースを設定した。また、実験に

対象土砂

離散型

連続
離散型

連続
離散型

100

100

100

4）実験データの整理
a）出来形

case1-1

case2-1,-2

図-11 に排砂完了後の堆積土砂面の出来形を示す。

case3-1,-2

case1-2 を除き、各ケースで排砂量に差異はない。写

case1-3

真-1 にcase1-1 とcase1-2 の排砂完了後の状況写真を示
す。case1-2 の排砂量が少ないのは堆積土砂に安息角
の大きい細粒分が多く含まれていたためである。

○：変曲点

b）累積排砂量

case1-2

図-12 に累積排砂量を示す。排砂量算出の元になる
図-12 累積排砂量

濃度は非接触計測によるガンマ線密度計から得られる

100
排砂量(×1,000cm3)，直径・排砂深さ(cm)

排砂量

直径

排砂深さ

密度から変換した。case3-1では排砂開始時間が他ケー

80

スよりも遅れているが、これは手動での開閉動作制御
に時間を要したためである。いずれのケースにおいて

60

も変曲点があるが、これは排砂後の堆積土砂面の法尻

40

がスリット下端に到達した時刻に対応している。実験
では、排砂面の法尻が一度、スリット下端に到達した

20

後、再び排砂法面が安定勾配になるまで崩れていくこ

0
0

1
case1-1

2
case1-2

3
case1-3

4
case2-1

5
case2-2

6
case3-1

7
case3-2

とが観測された。よって、変曲点以前では排砂速度が

8

大きいが、法尻がスリット下端に到達すると徐々に法

図-11 堆積土砂面出来形

尻が崩れるため、排砂速度が減少したと考えられる。
細粒分含有率 10%のcase1-2 では、途中中断せずに吸
引完了するが、堆積土砂の安息角が大きいために排砂
量は少なくなった。したがって適用に当たっては細粒
分含有率 10%程度までの土砂を対象とするのが望まし
いと考えている。
c）開閉装置動作状況
実 験 で は 管 が ア ク リ ル 製 で あ っ た こ と や縮尺が
1/10 であったことから、いずれのケースにおいても
開閉装置の動作は容易に行えた。現地の場合は、管の
材質や延長が室内実験とは異なることから、実験より
も開閉動作は困難になると予想している。
開閉装置を動かすタイミングの取り方については実
験ケース間で差異があった。図-13 に排砂段階におけ
る模式図を示す。case2-1（全開した後、上から順次閉

写真-1 排砂完了状況（上：case1-1、下：case1-2）

図-13 排砂段階模式図（上段：case2-1、下段：case3-1）
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鎖）では法面が当初から形成されるのではなく、鉛直

る工夫を行う等、ダムへの設置条件に応じた最適方法

管の周りが壺状に掘られた後に徐々に法面が形成され

の検討が必要になる。

た。そのため、目視でも開閉装置を適切に動かすこと

今後予定している実証実験では、工法の吸引性能確

は難しかった。これに対し、case3-1（上方から順次開

認を第一の目的として、予め塵芥対策によって塵芥を

放）
では法面を形成しながら徐々に排砂していくため、

除去したという仮定で土砂吸引実験を行うことを考え

法尻がスリット下端に到達するのを目視で確認した後

ているが、まずは、実証試験に向けて、開閉装置の信

に、次のスリットの開放を始めることができた。現地

頼性を向上させるために中規模の室内実験を行う。実

における吸引では目視確認することができないため、

験は、実証実験に近い条件を想定して、吸引管径φ

同時に計測している管内濃度値から開閉装置を動作さ

150mm程度として、大きな土圧下（土厚 2m程度）に

せる等の制御方法を今後開発していく必要がある。

おける開閉装置の作動および吸引動作の確実性を確認
し、吸引効果の検証を行う。

4．検討結果の概要と今後の展望

5．おわりに

検討結果の概要および今後の展望について示す。
装置の設置場所や堆積する土砂の特性を考慮して、
（1）検討結果の概要

適切な塵芥対策やスリット部分に流れ込んでくる流木

①VMHS工法を適用可能な対象ダム

等の障害物対策も含めた排砂設備の施設計画を行え
ば、本工法は有効なダム堆砂対策工法になる。今後は、

適用可能なダムの選定を目的として調査した結果、
比較的上流部において細粒分が 10％以下である直轄

現地での実証実験を通して本工法の現地適用性につい

ダムが、35 ダム中 12 ダムあった。実験では細粒分含

て検討していくことを考えている。

有率 10%程度だと排砂効率が低下することが分かっ
謝辞

た。今後は、これらのダムの他、発電所専用ダム等に
ついても土質性状を考慮した上で、本工法に適用でき

本報告は、（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会

るダムの抽出を行っていく。

との共同研究による成果であり、ここに至る経緯に対

②吸引孔の開閉装置

して感謝の意を表する。

構造が単純で長期にわたりメンテナンス性が良く信
頼性の高い開閉方法にするためスリット部は連続離散
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たスリットを順次閉じていく方法を考えた。構造的に
装置の大型化が難しい従来の連続型スリットタイプ
（case1-1）と比較したところ、対象土砂が砂質土砂で
ある場合、
吸引量、
吸引時間等は、ほぼ変わらなかった。
また開閉装置の動作方式は、引上げ、回転方式に拘わ
らず吸引後の堆積土砂の排出量・排出形状に大きな違
いは無かった（case2-1,2-2,3-1,3-2）。従って、実機での
開閉装置は、物理的に操作しやすく、簡易で故障しに
くい、連続離散型スリットで内管引上げ方式（case3-1）
を選定するものとした。
（2）今後の展望
現地では洪水時に流入してくる木片、木の葉、大礫、
ゴミ等が吸引管の閉塞原因となることが予想されるた
め、本工法適用にあたっては、フローティングネット
やフェンス導入の他に、吸引部周辺土砂を強制的に崩
壊させるジェット水流発生装置の設置等による塵芥対
策の実施や、予め塵芥を除去した土砂を吸引対象とす
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