
35

１．はじめに

ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利
水補給、発電等多様な目的を持つ重要な社会資本であ
る。

わが国ではこれまで、多くのダムが建設されてきた。
すでに50年を経過したダムが増加しているが、こ

のようなダムでは、堆砂容量を超えて堆砂が進行し、
洪水調節や利水補給機能に支障をきたす恐れのあるも
のがでてきている。この状況を受け、わが国では貯水
池の堆砂対策の必要性が高まっている。

ダム貯水池への流入土砂の軽減や、流入した土砂の
排出を目的とした堆砂対策には、掘削・浚渫を始めと
して、排砂バイパス、フラッシング排砂・スルーシン
グ排砂、密度流排砂など様々な工法がある。

その中でも、恒久的な効果が期待できる工法として
有力視されているのが、排砂バイパストンネル工法で
ある。本工法では河道に分派堰を設け、そこから分流
した洪水・土砂をトンネルによりダム下流の河道へバ
イパス流下させるが、事例は少なく、効率性や経済性

を高めた設計手法の確立が期待されている。
排砂バイパストンネル工法は世界的にみると、日本、

スイス、台湾において先行している。本稿ではスイス
の排砂バイパストンネル数例に着目し、その特徴や諸
元、課題を整理した。

なお、スイスにおける排砂バイパストンネル工法の
事例収集にあたっては、2015年4月にスイス連邦工学
科大学チューリッヒ校、水理・水文・氷河学研究所主
催で開催された「第1回土砂バイパストンネルに関す
る国際ワークショップ」で発表された論文集を中心と
している。

2．スイスにおける堆砂対策

ヨーロッパの貯水池堆砂率（0.73％）は全世界の平
均（0.8％）よりも小さく、山岳地域が大部分を占める
スイスにおいても、世界のその他地域に比べて、堆砂
の進行が顕著ではない。

しかし、Tourtemagne貯水池（スイス、Valais州）
をはじめ、堆砂が近年進行している貯水池も確認され
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ている。
スイスにおける貯水池堆砂対策は「ダム構造体の改

変」、「貯水池流入土砂量の軽減」、「貯水池流入土砂の
通過」、「貯水池内堆積土砂の除去」の大きく4つに分
類される。

スイスでは日本と同様に様々な堆砂対策が実施され
ているが、過去より「貯水池流入土砂の通過」に該当
する排砂バイパストンネルの建設が促進されており、
現在でも排砂バイパストンネルに関する研究が盛んに
実施されている。

本稿では排砂バイパストンネルの設計論・管理論の
観点から、排砂バイパストンネル内部の摩耗に注目し、
摩耗特性（量・分布）、摩耗対策をキーワードとして
各ダムの事例分析を行った。

3．対象ダム

対象とするダムはスイスの南東部に位置する
Palagnedra（パラニエドラ）、Pfaffensprung（ファフェ
ンスブルグ）、Runcahez（ルンカヘス）、Solis（ソリス）
の4ダムである（図-1）。

各ダムの排砂バイパストンネルに関する諸元を表-1
に示す。
（1）Palagnedra（パラニエドラ）ダム

1953年に完成したPalagnedraダムはマッジア水力
発電会社（Ofima）の所有する堤高72mのアーチ式ダ
ムである。

1977年に、勾配2.0%、全長1,760m、断面積30㎡の
馬蹄形排砂バイパストンネルが建設された。トンネル
の設計流量は3年確率に相当する250㎥ /sである。

（2）Pfaffensprung（ファフェンスブルグ）ダム

1922年に完成したPfaffensprungダムはスイスアル
プスの北のReuss渓谷に設けられている石積みのアー

チ式ダムである。その貯水池はスイス連邦鉄道（SBB）
によって運転が開始されたAmstegの水力発電所の調
整池として使用されている。

発電所への土砂流入を抑制するために貯水池上流
に貯砂ダムが建設され、勾配3%、全長280m、断面積
21㎡の馬蹄形バイパストンネルが貯水池の左岸に建設
されている。トンネルの流下能力は220㎥ /sであり、
流速は10m/sから15m/sであり、流送土砂は1回で数
千㎥に達する場合がある。

（3）Runcahez（ルンカヘス）ダム

1961年 に 完 成 し たRuncahezダ ム は 堤 高35mの
重力式ダムである。その貯水池はスイス東部の
Volderrhein電 力 系 統 の2か 所 のSedrun発 電 所 と
Tavanasa発電所を結ぶ接点になっている。運用は
Kraftwerke Vorderrhein AG社（電力会社）である。

貯水池堆砂を抑えるために貯水池右岸側の渓谷側
に、勾配1.4%、全長572m、幅3.8m、高さ4.5mの幌形
バイパストンネルが設けられている。トンネル流下能
力は110㎥ /sでありコンクリートでライニングされて
いる。底部放流設備が洪水時に利用できない場合でも、
トンネルを加えることにより、1000年確率洪水も放
流することができる能力を有している。

（4）Solis（ソリス）ダム

1986年に完成したSolisダムは堤高61mのアーチ式
ダムである。

チューリッヒの電力会社に（ewz）管理されている。
2012年に、勾配1.9%、全長968mの幌形排砂バイパ

ストンネルが建設された。トンネル流下能力は170㎥
/sである。

4．摩耗特性（量・分布）の整理

（1）摩耗量
摩耗量については、以下の事項が確認された。

【Palagnedraダム】

スイス全土
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Pfaffensprung 
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図-1 対象ダム位置図
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表-1 排砂バイパストンネル諸元
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・ 1977年に土砂バイパストンネルが完成。1978年、
1980年代初頭の大規模な洪水により、インバー
トが深さ4m侵食（1983年に局所的に補修）。
・ 1985年以降は大規模な洪水は発生してないが、

摩耗による侵食が年々増加。
【Pfaffensprungダム】
・ 運用後6年後に、直線区間において平均4mmの

摩耗を確認。特に、長手方向のジョイント部分で
激しく損傷。

【Runcahezダム】
・ 土砂バイパストンネルは1962年に完成し、1960

年代後半に最初の摩耗被害を報告。

以上を踏まえると、摩耗量については以下のことが
言える。

大規模出水時には侵食が数メートルに達している事
例もあり、摩耗の進行が顕著である。また、運用開始
数年後には摩耗が確認されている。

（2）摩耗分布
摩耗分布については、以下の事項が確認された。

【Pfaffensprungダム】
・�湾曲部の内側（流下方向に対して右側）に、摩耗

が集中している状況が確認される。
【Runcahezダム】
・�トンネル底部の摩耗は、中心部ではなく、断面内

の両端付近に集中している状況が確認される。

なお、上記の傾向は、旭ダム（日本）の排砂バイパ
ストンネルにおいても確認されている特性である。

5．摩耗への対応方法

摩耗への対応方法（補修状況、補修方法）について
確認された内容をダムごとに抽出した。以下に示す。

（1）Palagnedra（パラニエドラ）ダム
・�排砂バイパストンネルは1977年に完成。
・�1978年、1980年代初頭に大規模な洪水があり、

土砂バイパストンネルが貯水池堆砂に対して効果
があることが確認された。しかし、その際、トン
ネルのインバートとライニングが深さ4m侵食さ
れた（図-2）。
・�2011年から2013年にかけて、トンネル最下流の

350mの範囲で補修を実施した（図-3）。
・�侵食の溝を礫で埋めるとともに、1.2m厚のスチー

ルファイバーコンクリートで埋め戻し、最後に
30cm厚のインバートスラブを、摩耗に強い高強
度コンクリート（90日強度fc=79.0N/m㎡）で補修
した。
・�2011年より最下流100m区間を3Dレーザースキャ

ンで、摩耗の影響についてモニタリングしている。
精度は±5mm。

（2）Pfaffensprung（ファフェンスブルグ）ダム
・�排砂バイパストンネルは1922年に完成。
・�数ミリを超える粒径の流砂によって侵食が発生

し、恒常的な補修が必要。
・�1961年以来、異なる材質による数回の修復が毎

年のように実施された。
・�補修費は毎年100,000スイスフラン（約1,230万円）

を超える。
・�2010年にフィジビリティスタディ（実行可能性

調査）が実施され、試験的に一区間を整形花崗岩
ブロックおよび高強度コンクリート（2回に分け
実施され、1回目のfc=115 N/m㎡、2回目fc=78 
N/m㎡）による補修を実施。
・�試験時には178㎥ /s、247㎥ /sが流下する洪水が

発生した。摩耗量は花崗岩ブロックでは角の部分
は10mmを超えたが平均では3mm、高強度コン

図-2 補修前の排砂バイパストンネル
（Palagnedraダム,2011年,出典:参考文献1））

300 

図-3 補修後の排砂バイパストンネル
（Palagnedraダム,2013年,出典:参考文献1））
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クリートは平均で15mm、最大は30mmとなった。
・�上記のほかに建築用の素材である玄武岩のタイル

を使用した箇所もあったが、そこではタイルが洪
水後剥がれていた。

（3）Runcahez（ルンカヘス）ダム
・�土砂バイパストンネルは1962年に完成（全長

572m）。
・�流入部のインバートはコンクリートで建設され、

1960年台後半に最初の摩耗被害が報告された。
その後、継続して補修はなされたものの大規模補
修が必要となり、1993年から2001年まで研究プ
ロジェクトが立ち上げられた。
・�1995年から複数の耐摩耗材料に関する現地実験

が行われており、20年経過後の摩耗データが取
得されており、RCC（ローラー転圧コンクリート）
は実験開始後すぐに摩耗深さが平均76mm、局所
的には455mmと大きく侵食したのに対し、RCC
以外の耐摩耗材料は平均摩耗深さが約1mm/year
と少ない結果となった。
・�耐摩耗材料を仕切る鉄骨に巨礫が原因と考えられ

る摩耗・損傷が多数確認された。

（4）Solis（ソリス）ダム
・�Solisダムは1986年に建設されたが、建設以来、

大量の土砂が流入し、容量の50%が損失。
・�堆砂により、洪水吐き（河床部）が閉塞する危険

性があったため、2011年〜 2012年に排砂バイパ
スを建設。
・�建設費は37百万スイスフラン（約45.5億円、計画

時は18百万スイスフラン（22.1億円））、年間の維
持管理費（補修費）は880千スイスフラン（約1.1
億円）
・�排砂バイパストンネル運用後、2年間は問題なく

運用されたが、2014年8月に1/100年確率規模の
洪水発生により、ダム付近まで堆砂が進んだこと
を確認。
・�排砂バイパストンネルは2012年完成で、比較的

新しいため、摩耗に関する文献等の知見はまだな
い。

（5）摩耗への対応方法まとめ
上記、各ダムの摩耗への対応方法を踏まえ、補修状

況と補修方法についてまとめた。事例分析結果を以下
に示す。

■補修状況
・�毎年の補修を基本とするダム（Pfaffensprungダ

ム、Runcahezダム）と毎年の補修は実施せず、
数年単位で大規模な補修を行うダム（Palagnedra
ダム）に分類される。
・�Pfaffensprungダムでは、異なる材質による修復

が試みられている。

■補修方法
・�近年では、高強度コンクリートや花崗岩ブロック

による補修が多く、これらの材質は摩耗量が少な
く、摩耗対策としての効果を発揮している。
・�3Dレーザースキャンによる摩耗影響のモニタリ

ングも実施されている。
・�摩耗補修費用は、年間約1億円程度となる。

補修状況の分析からは、摩耗に対する補修のタイミ
ングが毎年、あるいは、数年単位とダムによってまち
まちであることが確認されたが、これは摩耗の進行度
合いや、使用可能な補修予算額が関係すると推測され
る。

補修方法に関してはまだ試行段階で、実験的に素材
を替え、その経過を確認し、最適な方法を模索してい
る状況である。高強度コンクリートや花崗岩ブロック
による補修が増えているものの、最適な補修方法の確
立には至っていないものと思われる。

6．許容摩耗量の考え方

これらのダムはそれぞれ異なる電力会社等に管理さ
れているうえ、現時点で排砂バイパストンネルの初期
状態に対して許容できる摩耗量の基準等が統一されて
いないため、現在はダムごとの独自の判断で、補修の
タイミングを決定していると考えられる。以下に各ダ
ムの許容摩耗量の考え方をとりまとめた。

排砂バイパストンネル内部の摩耗は水理面、構造面
に対し、以下の影響が及ぶと予想される。

水理面：満管状態となるような水面変動の発生
構造面：トンネル構造の維持困難

Palagnedraダムの事例では、最大約1.5m程度の摩
耗が進行した時点において、構造面の安全性確保を目
的に、摩耗補修が実施されている。

⇒ 排砂バイパストンネルの上部約15mの位置に別
の導水トンネルが交差する方向に設置されており、摩
耗に伴う排砂バイパストンネルの変形が同導水トンネ
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ルに影響しないように、補修が実施されている。

摩耗によりトンネルの断面が大きくなることは、パ
イパス量を増加させることにつながるが、上記の例の
ようにトンネルの周辺施設への影響が懸念されたり、
局所的な摩耗の進行でバイパス機能に不都合が生じた
りすることが課題として考えられる。

特に水理面の課題としては、局所的な摩耗により不
陸が生じ、トンネル断面の粗度が上がることで、計画
流量が流下できなくなる可能性が考えられる。また、
流れに強弱ができることで、トンネル内を通過する土
砂が部分的に偏って堆積することも予想される。

維持管理面においては、補修方法を前もって計画し
ておくことが重要で、これを怠ると、施設運用後、摩
耗により管理車両が通行できなくなり、補修に大きな
手間がかかることも考えられる。その結果、補修コス
トの増大につながる。以上により、摩耗深さと補修コ
ストの関係性を把握するなど、事前の配慮が必要であ
る。

以下に許容摩耗量について考えられる課題一覧を示
す（表-2）。

7．構造的な工夫点

今回対象としたダムでは、構造的に工夫した点があ
り今後の排砂バイパストンネル設計・施工において、
コストを縮減する際の参考になる。

（1）維持管理面の工夫点
・�Palagnedraダムでは、当初設計時に建設後の維

持管理・補修を想定しておらず、重機を搬入する
ための道路などが設置されていないことから、吐
口部付近の立坑より小型の重機を吊り下ろして維
持管理・補修を実施している。このため、設計時

には、建設後の維持管理・補修を目的とした重機
の進入道路を想定しておくことが重要である。
・�Solisダムでは、排砂バイパストンネル内部に移動

式の壁（アクセス入り口）を設け、ここより車両
が入りトンネル内部を維持管理している。

以上は、排砂バイパストンネルの内部に維持管理車
両が進入するための工夫点である。

当初設計から進入方法を設定しておく必要はある
が、どのような補修が必要になるかや、補修のために
はどのような車両が進入する必要があるか等を事前に
想定し、その規模に合わせて進入口等の構造を計画す
る必要がある。

また、屈曲部のように摩耗が進行しやすいと予想さ
れる箇所への優先的なアクセス方法や、トンネル延長
が長い場合に進入口を複数設けることなども検討する
ことが望ましい。

（2）分派堰構築上の工夫点
・�Solisダムでは、排砂バイパス呑口部の建設時に使

用した仮締切を、分派堰として活用しており、仮
設部材の効率的活用が実施されている。なお、上
記の仮締切は矢板構造のため、堆砂面上にも分派
施設を設置することが可能となり、Solisダムの
排砂バイパスルートに合致した手法となっている

（図-4）。

排砂バイパスルート呑口付近に、既往の貯砂ダム等、
横断構造物がある場合は、それを分派堰として活用し
コスト縮減を図ることも考えられるが、新設の場合や
近くに活用できそうな施設がない場合は、本事例のよ

摩耗の進行による不都合、問題点

水理面 ･粗度が上がり、流れの抵抗が大きくなる

と計画断面で流下できなくなる可能性

がある。

･水面が乱れ、土砂が偏って堆積しやすく

なる。

･トンネルの上面に水面が当たる。

構造面 ･トンネルとしての安定性が損なわれる。

維持

管理面

･管理車両が通行できなくなる。

･補修コストが上がる（摩耗深さと補修コ

ストの関係把握が必要）。

表-2 許容摩耗量についての課題

図-4 仮設部材を使用した分派堰
（Solisダム,出典:参考文献4））
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うに、仮設材の有効利用も考えられる。
分派堰に限らず、仮設材の本設使用はコスト縮減に

大きく貢献するので、その他事項の事例収集、情報の
共有化が期待される。

8．まとめ

本稿ではスイスの4ダムについて排砂バイパストン
ネルの事例分析を行った。特に「摩耗」に関する事例
をとりまとめ、様々な対処例を確認できたものの、こ
れらはまだ試行段階で、摩耗への対応に関しては検討
途上であることがわかった。

いくつかの課題も明らかになったので、今後、これ
らの課題に対しては、日本や台湾、他国の事例を収集・
分析することで最適な対処方法を探っていく。

なお、排砂バイパスの設計体系化に向けて摩耗以外
の項目、例えば分派堰の位置についてや排砂バイパス
トンネルの計画設計流量、計画排砂量についてもさら
に検討を進めていく必要がある。
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