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１．はじめに

（一財）水源地環境センターでは、（一社）ダム水源
地土砂対策技術研究会との共同研究として、平成13
年より水圧吸引式ダム堆積土砂排除システムとしてマ
ルチホールサクション排砂管工法（以下、MHS工法）

（図-1）を開発してきた1）。MHS工法とは、ダム湖内外
の水位差を利用して排砂管内に水流を発生させること
で、管内に生じる負圧により排砂管上に堆積している

土砂を吸引し、浸透崩壊とパイピング原理により、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。

開発過程において平成21年に行った現地実物大実
験の結果より、一定量の土砂吸引後に排砂管上部では
アーチアクションによる土砂の自立により、堆積土砂
の浸水崩壊及び排砂管への吸引が停止するという知見
を得た。そこで、同工法に対して継続的な吸引性能を
向上させるために、堆積土砂内に水平に埋設する吸引
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ダム貯水池に堆積した土砂は、ダムの容量を減少させ、治水、利水機能に影響を及ぼす。また流域の源流
から海岸までの一貫した総合土砂管理の観点からも、貯水池の堆積土砂排除に向けた検討が求められてい
る。このような背景の中、当センターでは（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会との共同研究として、平
成 13 年より土砂の排除方法にもダムの持つ自然エネルギーを利用した水圧差土砂吸引システムであるマル
チホールサクション排砂管工法（MHS 工法）の開発に着手してきた。この工法の開発過程で土被り厚が吸
引における課題となり、対応策として、堆積土砂内に水平に埋設する吸引孔を有する排砂管を鉛直配置させ
た改良案（VMHS 工法）を提唱し、現地適用に向けて開発検討を進めてきたところである。平成 26 年度ま
でに行った多数の実験結果からは、VMHS 工法の適用可能な土質性状や粘性が高く透水性の低い土砂吸引
に対する連続離散型スリット形式の優位性を把握するに至った。

本稿では上記経緯を踏まえて、平成 27 年度に行った実スケールでの高土圧下における「連続離散型スリッ
ト吸引管を用いた VMHS 工法」の実験結果より、開閉装置の動作確認および計測諸量から検証した最適な
開閉タイミングについて報告する。
キーワード：堆砂対策、VMHS工法、実スケール、開閉装置

The sedimentation which deposited in a dam reservoir decreases the capacity of the dam and has an influence on a 
flood control, an water utilization function. Also remove of sediment in reservoir is sought from the perspective of 
a comprehensive sediment management, from headwater to coast. In this background , we have embarked on the 
development of “multi hole suction pipe (MHS)” method using the natural energy of the dam. In the process of developing 
, the method had the problem with the large sediment thickness. and we proposed the “vertical multi hole suction pipe 

（VMHS） method,” as an improvement of proposal. By many experiments until 2014, we could grasp the new result for 
the characteristics of sediment that can be applied , and we could grasp another result that continuous discrete slit shows 
advantages against high viscosity, low-permeability sediment.
Under the process described above, this manuscript reports about the experimental result when operated continuous-
discrete slit switchgear under the higher soil pressure, and the timing that was verified by the operation of the switchgear, 
by doing a real scale model experiment in 2015.
Key words：reservoir sedimentation management, vertical multi hole suction pipe method (VMHS), real scale , switchgear
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孔を有する排砂管を鉛直配置させた鉛直埋設吸引管排
砂工法（以下、VMHS工法）に改良し（図-1）、現在ま
で開発を進めてきたところである。

平成23年から平成26年にかけては、VMHS工法に
ついて、シルトや粘性分を含有した土質や対象土厚の
適性限界を確認し、現地適用に向けた対策としてス
リット式吸引口について提案した。本報においては平
成27年に、実スケールの高土圧下における連続離散
型スリット開閉装置の動作確認および計測諸量から検
証した最適な開閉のタイミングについて報告する。

2．VMHS 工法既往実験結果の整理

平成23年度には硅砂に対する吸引土厚50cmの小規
模排砂実験によりVMHS工法の基礎的吸引性能を確
認し、平成24年度には粘性の高い実際のダム堆積土
砂を用いて、吸引土厚2mの中規模排砂実験を行った。
その結果から粘性が高く透水性が低い土砂に対し、離
散型孔形式では土砂吸引が困難であることがわかっ
た。またその対策として吸引口を堆積面より高い位
置（水中部）からの連続したスリット形状にした場合、
スリット部への流入時に発生するせん断力による堆積
面の表層浸食によって、土砂吸引が進行することもわ
かった。しかし実際のダム堆積土砂では粒度分布や含
水比が深度方向で異なり、含水比に応じてせん断力に
対する破壊限界が変化することから、平成25年度には、
砂質土および砂質土に一定割合の細粒分を含有させた
混合土砂を対象として、適用可能な吸引口形式を検証
するため、土厚60cmの小規模排砂実験を行った。そ

の結果、連続スリット形式の優位性が認められた。平
成26年度においては連続スリット形式の他、連続離
散型スリット形式（引上方式、回転方式）の吸引実験
を行った。その結果、5%以下の細粒分含有率の砂質
土に対し、連続離散型スリット形式（引上方式）が吸
引性能、運用面ともに他吸引口形式に対し、優位であ
るとの結論に至った（表-1）。

3．実験計画

（1）実験目的
本実験では、高土圧下における連続離散型スリット

年度 ）4102（62H）3102（52H）2102（42H）1102（32H

実験規模 模規小模規小模規中模規小

尺度 01/101/15.7/103/1

管径
φ60mm（外径）

（想定管径1,500mm）
φ100mm

（想定管径750mm）
φ60mm

（想定管径600mm）
φ60mm

（想定管径600mm）

土厚
50cm

（想定土厚15m）
2m

（想定土厚15m）
60cm

（想定土厚6m）
25cm

（想定土厚2.5m）

土質
4号硅砂，d50=0.67mm

6号硅砂，d50=0.16mm

粘性土
（相模湖ダム堆積土）

d50=0.02mm

混合土砂
（矢作ダム堆積土+細粒分）

d50=0.82mm

シルト含有0.65%

6号硅砂

d50=0.3mm

細粒分含有0.1%

吸引孔
φ26.8(1孔，3孔，5孔)
φ42.4(1孔，3孔，5孔)

φ45(4孔)，φ71(1孔)
連続スリットW=45，71

φ26.8(6孔，11孔)
連続スリットW=16.0，26.8

連続スリットW=16
連続離散型スリットW=16

目的

①基礎的吸引性能確認
②MHS工法との比較

①アーチアクションを生じない最大吸
引土厚の把握
②実ダム堆積土砂を想定した吸引可
否の把握
③吸引孔条件（数，径等）による比較

①砂質土に対する吸引孔形式の確認
②吸引孔形式による適用可能な粒度
分布の確認

①開閉装置の動作･吸引状況確認
②細粒分含有率変化時の吸引効果の
確認

結果

①良好な吸引状況を確認
②MHS工法との比較により優位性を確
認

①②透水性の低い土砂では吸引不可
③粘性の高い土砂において離散吸引
孔は不可、堆積面より高い水中部から
の連続スリットの優位性を確認

①土砂性状によらず、吸引孔形式よ
り、連続スリット形式の方が適用性は高
い。またスリットの開口率は0.3程度が
適当。

②均等係数UC=3.4程度までは吸引可

能である。

①引き上げ式，回転式ともに開閉装置
の動作に問題なし。排砂量は管内濃
度に支配される。
②細粒分は5%程度まで吸引可

表-1 VMHS工法開発経緯概要表

図-1 MHS工法およびVMHS工法のイメージ図
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開閉装置の動作確認、連続離散型スリットの適性長確
認（Case-1とCase-2の比較実験）、および吸引時の計
測諸量から最適な開閉タイミングを検証することを目
的とし、実験縮尺1/1（現地吸引土厚2m程度を想定）、
且つ実ダム堆積土砂（本実験では後述するように矢作
ダムの堆積土砂を使用）を対象に模型排砂実験を行う
こととした。模型排砂実験にあたり、実験目的・確認
項目を表-2に、また実験パターンを表-3に示す。

（2）実験条件
a）実験装置および縮尺

本実験での目標吸引対象土厚は、180cmとした。ま
た排砂管径は連続離散型スリット管（φ150mm）を用
いた。

実験装置はコンテナ水槽を仕切り、片側に鉛直排砂
管と土砂を設置、もう片側は溢水槽とした。コンテナ
水槽は、長さ4.6m、幅4.6m、高さ3mであり、仕切壁
によって吸引槽と溢水槽に分けた。またコンテナ水槽
には半地下土槽を隣接させ、吸引した土砂をここへ排
出させた。一方、半地下土槽は給水設備も兼ねており、
ここに貯水された水をポンプで汲み上げてコンテナ水
槽の溢水槽へ給水した。給水された水は一定水位（水
頭）を保持できるよう、溢水槽仕切り壁を越えた水は
半地下土槽へ還元される仕組みとした。実験装置概要
図を図-3に示す。

b）水位差

VMHS工法のような水圧吸引式排砂管工法では、ダ
ム湖水面と排出口との標高差（水位差）をエネルギー
として利用する。実験でも同様に、ダム湖を模擬した
水槽の水面と放出口の高低差を水位差として実験を

行った。水位差の条件は、排砂管（内径Φ150）、排砂
濃度15％の場合のDurand式による限界流速3.1m/sを
参考に、排砂が可能となる水位差を予備実験等により
6mに設定した。

c）計測項目

排砂中の状況を把握するため、以下の項目について
計測を行った。管内圧力、管外土圧、管内流速、排砂
密度の計測は、連続データとして同期収録した。吸引
後の吸引出来形についても計測を実施した。計測項目
と目的を表-4に、また計測機器の配置について図-3に
示す。

d）吸引口諸元

吸引管は吸引部、輸送部とも鋼製とし、吸引部は
内管と外管からなる2重管構造とした。両管は離散的
に配置された連続スリットを有するものとし、外管、
内管とも円管とした。スリット幅は外管8cm、内管
6cm。またスリット長さ60cmを目張により30cm×2
段に分割し、30cmずつ引き上げることが可能な構造
とした。

なお室内試験における空頭制限、貯水コンテナ高さ
制限のなか土厚を確保するため、本実験では目張（鋼
製アングル材で製作）を取外すことで開放を行ったが、
現地では内管の引上げのみで対応可能である。図-4に
吸引管断面を示す。

離散型孔形式 連続離散型スリット形式

連続スリット形式

図-2 吸引口形式概略図

No 目的 検証・確認方法 

1
高土圧下における開閉

装置の動作確認 

対象土厚に適応する開放面積（スリ

ット長）を確認する。 

高土圧下において開閉装置が機能す

るか(引上に支障ないか)確認する。

2 開閉のタイミング検証
計測諸量のうち、管内密度計による

開閉タイミングの検証を行う。 

表-2 実験目的・確認項目

排砂実験：連続離散型スリット形式による土砂排出時における諸量

を計測する。密度計モニタリングによる土砂開閉タイミ

ングを検証する。併せてスリット開放面積の比較実験、

開閉装置の動作確認を行う。 

Case-1 

吸引部開放要領

吸引口開放要領： 

(1)スリット上段（目張）30cm 開放 

(2)スリット上段（目張）30cm 開放 

(3)スリット中段（内管引上）60cm 開放 

(4)スリット下段（内管引上）60cm 開放 

Case-2 

吸引部開放要領

吸引口開放要領： 

(1)スリット上段（目張）30cm 開放 

(2)スリット上段（目張）30cm 開放 

(3)スリット中段（内管引上）30cm 開放 

(4)スリット中段（目張）30cm 開放 

(5)スリット下段（内管引上）30cm 開放 

(6)スリット下段（目張）30cm 開放 

表-3 実験パターン
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e）対象土砂

吸引対象土砂については、矢作ダムの堆積土砂を対
象とした。土砂は現地の大竹河床掘削場における土砂
とした。代表粒径としてはd50=1.3mmの粗砂で、シ
ルト含有率は0.75％であった。なお本来のダム湖内の
堆積土砂中には粗礫や流木・木切れなどの障害物も含
まれるが、今回の実験では吸引孔サイズより特に大き
な礫や流木等は除いた。更に30mmのメッシュで篩を
かけた土砂を吸引対象とした。このほか、吸引対象の
土砂性状を確認するため、密度試験、水中安息角の計
測を実施した。砂密度は平均2.64g/㎤、水中安息角度
は計測方法にもよるが、水中で31°〜 38°であった。

（3）排砂実験概要（Case-1）
土厚1.8m、水位差6m、連続離散型スリットを3箇

所（長さ60cm（上段は目張30cm+30cm）, スリット幅
内管6cm・外管8cm）配置した条件で、吸引対象土砂

（矢作ダム堆積土砂）に対して排砂実験を実施し、開
閉動作や吸引状況を確認した。実験条件を表-5に、ま
たCase-1のスリット開放手順（概要）を図-5に示す。

（4）排砂実験概要（Case-2）
土厚1.8m、水位差6m、連続離散型スリットを3箇所 

（長さ60cm（上中下段それぞれに対し目張30cm+30cm
設置） スリット幅内管6cm・外管8cm）配置した条件
で、吸引対象土砂に対して排砂実験を実施し、開閉
動作や吸引状況を確認した。実験条件を表-6に、また
Case-2のスリット開放手順（概要）を図-6に示す。

4．実験結果

（1）排砂実験（Case-1）の結果
　  （開閉動作確認およびタイミングの検証実験）

排砂実験（Case-1）の結果、上段スリットおよび下
段スリット部の吸引は閉塞など発生せず完了したもの
の、中段スリット部にて一時、排砂が不能となった（④
〜⑤）。原因は中段スリット部付近に発生した管内閉
塞であった。その後、小型ポンプ等を用いた水噴射等
を実施し、管内堆積土砂を排出した上で土砂吸引を継
続させ、吸引自体は完了することができた。

密度計、流量計の計測結果および密度計測値の拡大
図を図-7に示す。下段スリットの開放（⑤）直後、密

計測項目 使用機器 計測数 計測の目的 

管内圧力 水圧計 6 か所 管内圧力分布の把握 

管外土圧 土圧計 6 か所 スリット周辺土圧変化の把握 

流速 
電磁流速計 1 か所 吸引流速の把握 

電磁流量計 1 か所 管内流速の把握 

排砂密度 γ線密度計 1 か所 排出濃度の把握 

排出状況 
ビデオ撮影

／目視 
2 か所 排出状況の把握 

外管(内径155.2)

内管(外径139.8)
土留リング(B10)

内管ストッパー7.7ｍｍ

内管・外管ガイド

図-3 実験装置概要図（計測機器配置図）

表-4 計測項目と目的

図-4 吸引管断面
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度計測値はピークを記録し、土砂吸引が完了すると密
度は静水時の値へ近づいた。Case-1における密度計計
測からは、次のスリット開放のタイミングを1.005g/
㎤、吸引完了のタイミングを1.000g/㎤と読み取った。

（2）排砂実験（Case-2）の結果
　　 （密度計モニタリングによる開閉タイミングの検

証実験）

排砂実験（Case-2）の結果、スリット部付近の管内
閉塞が生じることもなく、吸引を完了することができ
た。

吸引時の密度計、流量計の計測結果を図-9に示す。
下段スリット開（⑥目張上除去）時に密度計および流
量計の計測値が低下したが、これは閉塞等が発生した

訳ではなく、吸引部水表面に渦が発生したことが原因
であり、渦消失によって計測値は回復した。

Case-2の密度計計測からは、次のスリット開放の
タイミングを1.018g/㎤、吸引完了のタイミングを
1.013g/㎤と読み取った。

最後に吸引完了後、水を抜いた後の吸引出来形を写
真-1に計測出来形を図-8に示す。最終的な吸引土砂量
は9.7㎥であった。

対象土砂 矢作ダム堆積土砂（大型礫は除去） 

土厚 1.8m 

水位差 6.0m 

排砂管 外径：φ150，吸引部：2.65m，輸送部：15m 

吸引部 連続離散型スリット3箇所：長さ60cm 

（上段スリットのみ目張2段設置、30cm+30cm） 

スリット幅：６cm（内管），8cm（外管） 

スリット延長：1.8m 

スリット配置：上段から時計周りに76.2°ずらした配置 

実験手順 ①排砂管 開 

②上段スリット部－上側目張開放（30cm） 

③上段スリット部－下側目張開放（30cm） 

④中段スリット部－内管引上開放（60cm） 

⑤下段スリット部－内管引上開放（60cm） 

⑥排砂管 閉 

対象土砂 矢作ダム堆積土砂（大型礫は除去） 

土厚 1.8m 

水位差 6.0m 

排砂管 外径：φ150，吸引部：2.65m，輸送部：15m 

吸引部 連続離散型スリット3箇所：長さ60cm 

（上，中，下段スリットとも目張設置により30cm+30cm） 

スリット幅：６cm（内管），8cm（外管） 

スリット延長：1.8m 

スリット配置：上段から時計周りに76.2°ずらした配置 

実験手順 ①排砂管 開 

②上段スリット部－上側目張開放（30cm） 

③上段スリット部－下側目張開放（30cm） 

④中段スリット部－内管引上開放（30cm） 

⑤中段スリット部－下側目張開放（30cm） 

⑥下段スリット部－内管引上開放（30cm） 

⑦下段スリット部－下側目張開放（30cm） 

⑧内管引下戻し 

⑨排砂管 閉 

表-5 Case-1実験条件 表-6 Case-2実験条件

内管外管 目張

スリット幅： 80mm

長：600mm

スリット幅： 60mm

長：600mm長：300mm

外管№1

外管№2

外管№3

外管№4

目張№1

目張№2

開放(1)→②

開放(2)→③

開放(3)→④

開放(4)→⑤

開放(3)→④

開放(4)→⑤

開放(1)→②

開放(2)→③

内管外管 目張

スリット幅： 80mm

長：600mm

スリット幅： 60mm

長：600mm長：300mm

外管№1

外管№2

外管№3

外管№4

目張№1

目張№2

目張№3

目張№4

開放(1)→②

開放(2)→③

開放(3)→④

開放(4)→⑤

開放(5)→⑥

開放(6)→⑦

開放(3)→④

開放(5)→⑥

開放(1)→②

開放(2)→③

開放(4)→⑤

開放(6)→⑦

図-5 スリット開放概要図（Case-1）

図-6 スリット開放概要図（Case-2）
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5．考察

排砂実験（Case-1）においては中段スリット部（ス
リット長60cm）の開放直後に、吸引管内が閉塞し、
排砂不能となったが、スリット長を全て30cm毎に開
放したCase-2においては、閉塞を生じることなく吸引
を完了することができた。このことから、閉塞原因と
して60cmというスリット長が土砂の吸引過多につな
がり、それに伴ってスリットへの連続吸引に不可欠な
負圧（圧力損失）が低下したために管内閉塞につながっ
たと考えられる。

密度計測値の傾向については、Case-1、Case-2とも
に、スリット開放直後にピーク値を記録し、その後、
静水時の密度へ近づく結果を示したが、スリット開放
位置が排砂管のより下方にある程、多くの土砂を吸引
しなければならないため、密度計のピーク値も大きく
なった。下段スリット開放後は、他より大きな密度ピー
クを記録しており、その後、小さな密度ピークを繰り
返しながら静水時の密度へ近づいた。小さな密度ピー
クはすり鉢状に吸引される土砂法面が安息角に近づく
に伴って発生する崩壊によるものと考えられ、排砂管
下方に行くほど密度のピークが繰返し出現することを
確認することができた。なおCase-2においてCase-1よ
りもより大きい密度でスリットを開放することとなっ
たのは、静水時の濁り（初期状態の濁り）が大きかっ
たためと考えられる。吸引終了のタイミングは静水時
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項目 時間（S）
①排砂管　開 960
②上段 - 上開 1,200
③上段 - 下開 1,530
④中段 - 上開 1,920
⑤中段 - 下開 2,310
⑥下段 - 上開 2,950
⑦下段 - 下開 3,865
⑧内管引下戻し 7,200
⑨排砂管　閉 7,470

密度

流量

次スリット開

吸引終了

拡大

①②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨

①②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨

図-7 密度計・流量計の計測結果（Case-1）（上:全体,下:拡大） 図-9 密度計・流量計の計測結果（Case-2）（上:全体,下:拡大）

写真-1 吸引後土砂形状
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図-8 密度計・流量計の計測結果（上:全体,下:拡大）
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の濁り値、スリット開閉のタイミングは、静水時の濁
り+0.005g/㎤程度と考えられ、開閉をコントロールす
る目安（基準）に関する知見を得たが、2ケースのみ
の検証であることや密度計の測定誤差の問題もあり、
検証データを増加させていく必要がある。

6．実験結果のまとめ

（1）高土圧下における開閉装置の動作確認
Case-1では、スリット開閉は天井クレーンを使用し、

目張除去および内管を引上げることで行った。現地適
用の際は、桟橋建設と動力の使用が必要となる。引き
上げは1.8m厚の高土圧下でも問題なく行えた。土砂
吸引後は、内管の引き下げも可能であることをCase-2
にて確認した。

また連続離散型スリットの一箇所当たりのスリット
長は、吸引流速を確保するため、30cm程度が望ましい。

（2）開閉のタイミング
Case-1、Case-2の実験結果より、静水時の濁り（初

期密度）の値に多少なりとも左右されるようではある
が、本実験の目的である密度計モニタリングによるス
リット開閉および吸引終了のコントロールは可能であ
ることが実証できた。

（3）今後の課題
今後の検討課題としては、大きく以下の2つが考え

られる。
①高土圧下における開閉装置の動作に関する検討事項

・ 目張をすべてスリット化した場合の吸引管の製作
と動作確認

②スリット開閉タイミングの検証に関する検討事項
・�密度計モニタリングに関するさらなるデータ蓄積
・ 密度計にノイズが発生した場合に備え、他の計測

モニタリングによるスリット開閉タイミングの検証
・�計測モニタリングに基づいた開閉の自動化に関す

る検討

7．おわりに

ダムの持つ自然エネルギーを利用した水圧差土砂吸
引システムを実用化するため、これまでMHS工法の
提案から実証試験、VMHS工法への改良という経緯
において、多数の実験を重ねてきた。そのなかで最大
の問題でもあった、吸引孔周部に発生するアーチアク
ションによる排砂障害を回避するための適用可能な土

質性状の把握や吸引孔形状の良否等に対する多くの知
見を得てきた。

本年度実験においては吸引口開閉装置の吸引動作能
力確認を中規模室内試験にて実施し、実ダム土砂によ
る実土厚下での土砂吸引が可能なプロトモデルを得る
までに至った。また排砂（吸引）コントロールのため
の密度計モニタリングによるスリット開閉タイミング
の目安となる基準も得ることができた。

VMHS工法を有効な堆砂対策の一つとして実用化
させるための以降課題としては、ハード面として吸引
口開閉装置の自動制御化機構を開発する必要があり、
排砂コントロールのための明確な基準値を得るために
も検証を重ね、多数のデータを得る必要がある。また
土砂吸引状態を安定させるために、吸引口周辺土砂を
浸水（連鎖）崩壊させるウォータージェット等の補助
装置の検討も必要となる。ソフト面としては、吸引シ
ステム設置箇所にどのような手法で適用可能な性状の
土砂を堆積させるか、また流木をはじめとする塵芥の
障害物対策等も含めたダム貯水池全体設備の運用計画
立案が必要となってくる。

元来、水圧差土砂吸引システムの共同研究に着手し
た背景としては、それまでのダム堆積土砂の排除方法
が、港湾等で用いられるポンプ浚渫船やグラブ浚渫船
による浚渫工法により排除された土砂を近くの山間部
谷間に盛土するか、湖内移送して貯水池内の死水域へ
の投入処理を多く行ってきており、このことに対し環
境問題を含めて土砂処分方法を模索していたこと。ま
た平成10年に河川審議会（当時）より発表された報告

「流砂系の総合的な土砂管理に向けて」に基づき、ダ
ムおよび河川で土砂の下流還元試験や、環境影響調査
の実施による堆積土砂排除に向けた検討が各地で進め
られていたことにある2）。

これらを総合的に鑑み、今後の中長期的な検討方針
として、土砂排出方法としてのVMHS工法も含め、ダ
ム貯水池の堆積土砂を採取、輸送、処分する土砂搬出
システムの構築を目指し、ダム貯水池への適用性に関
して検討を進めていく所存である。

最後に本報告書は、共同研究者である（一社）ダム
水源地土砂対策技術研究会の多大な御協力により、成
果をとりまとめることができた。ここに至る経緯に謝
意を表し、今後も引続きの御協力をお願い申しあげる。
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