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１．はじめに

全国のダムの主要な堆砂対策事業において、近年で
は浚渫土を建設資材として有効利用することや置土方

式にて下流還元する手法が採用される傾向にある。浚
渫土には細粒分（粒径0.075mm以下のシルト・粘土分）
が含まれており、これを置土に使用すると下流還元の
際の濁りの発生や放流までの放置期間が長くなること
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ダム堆砂対策として、ダム貯水池の掘削や浚渫といった対策が広く用いられているが、掘削・浚渫土の処
理が様々なダムで課題となっている。その背景の一つに掘削・浚渫土に含まれる細粒分が多い場合、建設資
材として求められる品質や、下流還元のための置土に利用する際には環境面での基準を満足することが困難
となることなどのために、土砂処分場へ運搬し、処分せざるを得ないことがある。

掘削・浚渫土から細粒分や礫、塵芥を取り除き良質な砂分を抽出する手段として分級工法がある。当財団
と（一社）ダム水源地土砂対策技術研究会（以下、土砂研）は平成 29 年度よりダム堆砂の分級工法について
共同研究開発を行ってきた。令和元年度には千葉県の高滝ダムにおいて現地分級実験を行い、全体的に概ね
良好な結果が得られたものの、細粒分の除去について幾つかの技術的課題が残された。土砂を再利用するた
めの品質管理基準として細粒分含有率の項目があり、その基準値は用途によって異なる。令和 3 年度には細
粒分除去精度の向上を目的としたシステム改良のための小規模分級実験を行った。本稿では、これまで進めて
きた分級工法に関する実験結果の整理を行うとともに、今後の分級技術開発の展望について述べるものである。
キーワード：ダム堆砂対策、分級工法、細粒分除去、下流還元

In order to maintain the original functions of dams, such as flood control and water utilization, dam sediment control 
measures by excavation or dredging of dam reservoirs are essential. However, if the dam sediment removed contains 
large amount of fine contents, it would be difficult to meet qualities required for use as construction earth materials, 
or environmental standards when placed in rivers as feed materials for downstream returning. Continuing to filling 
dam sediment in at a disposal site not only increases the burden of soil transportation and disposal costs for the 
dam administrators, but also may cause to become the limited capacity of the disposal site tight. Based on the above 
background, it is considered very important for solving this problem to utilize dam sediment as a resource effectively and 
reduce its amount transported to be embedded at disposal sites.
Classification is a means of removing fine soil particles, gravel, and impurity from excavated or dredged soil to extract good 
quality sand content. WEC and Doshaken have been collaborating on a development of a sediment classification method 
since FY 2017. In FY2019, field classification experiments were conducted at Takataki Dam in Chiba Prefecture, and 
although generally good classification results were obtained, several technical issues remained regarding the removal of fine 
grains. Quality control standards for reusing soil and sand include an item for fine-grain content, and the standard values 
vary depending on the application. In FY2021, small-scale classification experiments were conducted to improve the system 
for the purpose of increasing the accuracy of fine-grain removal.In this paper, we summarize the studies and experiments 
on the classification method and discuss the prospects for the development of classification technology in the future.
Key words：dam sediment control , classification method , fine grain removal, sediment replenishment 
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による固結化等の弊害が生じる可能性がある。また、
浚渫土を建設資材として利用する場合には、用途に
よって品質管理基準が定められており、この基準を満
足しなければ有効利用できず、土砂処分場へ運搬・処
理する必要がある。対策として、浚渫土の礫分や細粒
分を除去することでこれらの弊害を低減することがで
きると考えられる。

浚渫土の粒度分布や下流河川の許可等の事情により
下流還元することができないダムが多くあり、その場
合、浚渫土を土砂処分場へ運搬し処分する。このよう
なダム堆砂から需要がある粒度の土砂を抽出し、処分
する土砂を減容化することで処分量を最小限に抑える
ことが有効である。

また、細粒分や礫分を除去し、求められている粒度
のみを抽出することで骨材等の建設資材としての利用
も可能となる。

上記のことから、ダム堆砂の浚渫土を有効活用する
ため、当財団と土砂研では、粒度改善を行う土砂分級
技術について研究している。下流還元や建設資材とし
ての有効利用を促進する一方で、土砂処分場への運搬
の前に本来行われない分級の工程を追加することでコ
ストが増加しダム管理者の負担を増やすこととなるた
め、低コストの分級技術が求められる。各ダムによっ
て堆砂の性質や分級後の土砂の用途が異なるため、広
範囲な粒度に対応できるシステムが必要である。その
ため、いくつかの機械の組み合わせによりシステムを
構築し、各ダムの条件に適合した機械の組み合わせに
よって対応することが可能なシステムとする。

本稿では、令和元年度に高滝ダムにて行った分級実
験及び令和3年度に千葉県市原市にて行った分級実験
で得られた知見と分級工法の現場導入に向けた今後の
展望について述べる。

2．令和元年度高滝ダム分級実験

2.1　高滝ダム分級実験の目的
千葉県の高滝ダムは堆砂処理として実験的に置土に

よる下流還元を行っている。このことからモデルダム
として選出し、高滝ダムの堆積土砂を利用し、事前に
検討した分級システムをダムサイト内の試験ヤードに
構築し分級実験を行った。実験の目的として以下の項
目を挙げた。
・広域な粒径を有するダム堆積土砂に対して、目標と

するレンジの粒径を除去（抽出）する分級技術を開
発する。

・分級プロセスで発生した余水・細粒分の処理につい

て、複数のメニューを試験し、その効果・性能を示す。
・今後の堆砂対策に役立つ分級・細粒分処理技術のメ

ニューを紹介する。

2.2　高滝ダム分級実験の内容
分級実験に使用する堆積土砂は、高滝ダムで事前に

浚渫され、ストックヤードに仮置されていた浚渫土を
試験ヤードに運搬し使用した。ただし、高滝ダムの浚
渫土は粗粒分が少ないため、幅広い粒度分布をもつ土
砂への当該技術の有効性を確認するため、粒度調整用
の粗砂を混合し試験用土砂とした。

分級プラントの全景を図-1に示す。試験用土砂は、
定量フィーダー、ベルトコンベアを介して、前処理
装置（トロンメル）に投入し、加水混合、10mm以上
の礫分、ゴミ類を除去した後、一次処理装置（ハイ
メッシュセパレータ）で2 〜 10mmの礫分を除去、二
次処理装置（サイクロン・振動ふるい）で0.075mm 〜
2mmの砂分を抽出する。分級された土砂は水で洗浄
し、回収した。また分級後のシルト・粘土を含む泥水
は適切な処理を行いダム湖内へ放流した。上記のプロ

図-2 R1年度実験フロー図

図-1 分級プラント全景写真
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セスを分級フロー図として図-2に示す。また、各工
程で使用する機器類の写真を図-3 〜 5に示す。

2.3　高滝ダム分級実験の結果
浚渫土（原泥）及び分級過程で採取した試料の物理

的特性や化学的性質を把握するため、表-1に示す土
質試験を行った。

（1）分級試験用土砂の土質試験結果
高滝ダム浚渫土（原泥）、各実験日に使用した試験

用土砂（高滝原泥+粒度調整用粗砂）及び粒度調整用
粗砂の粒度試験結果を図-6に示す。粒度分布を見ると
原泥には1mm以上の粒径がほとんど含まれておらず、
粒度調整用粗砂を混合することにより、細粒分から粗
粒分までを含有する粒度分布となった。0.075mm以下
の細粒分含有率は、2月14日（＝2/14）採取分を除き
20％程度となっており、2/14採取分のみ10％程度と
なっている。また、1月28日（＝1/28）の事前採取分
のみ細粒分粒度試験を行った。それぞれほぼ同じ粒度
分布となったため、細粒分粒度試験を行った1/28採
取分の土砂を分級後の土砂と比較することとした。

（2）分級後土砂の土質試験結果
分級後の土砂を各工程で抽出した分級目標粒径ごと

図-3 前処理（トロンメル）

図-4 一次処理（ハイメッシュセパレータ）

図-5 二次処理（サイクロン・振動ふるい）

土懸濁液のpH 試験（JGS 0211）

試 験 名

土粒子の密度試験（JIS A 1202）

土の含水比試験（JIS A 1203）

土の粒度試験（JIS A 1204）

土の液性限界・塑性限界試験（JIS A 1205）

土の強熱減量試験（JIS A 1226）

表-1 土質試験項目

図-6 分級前粒径加積曲線

図-7 目標粒径0.075mm 〜 2mm粒径加積曲線
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に0.075mm 〜 2mmを図-7に、2mm 〜 10mmを図-8に、
0.075mm以下を図-9に示し分級前の試験用土砂と比
較した。また、各物性試験のうち、強熱減量試験の結
果を、表-2に示した。

今回の実験では砂分（0.075mm 〜 2.0mm）の抽出を
目標とした。オーバーカット（2.0mm以上の除去）に
ついては図-7に示す通り概ね達成できていた。アン
ダーカット（0.075mm以下の除去）については、分級
前ブレンド土砂では細粒分含有率が25％程度であっ
たが、分級後は10％程度まで低減されている。また、
同図より、5回の実験結果から分級後産物の粒度曲線
は同様の形状をしていることから再現性が確認され、
安定して分級することが可能なシステムであることが
わかる。

分級後の産物には、砂に付着した細粒分や解泥でき
なかった団塊状の泥の影響が原因と考えられる10％

の細粒分が含まれていた。これは解泥工程や洗浄工程
の見直しにより改善できると考えられ、細粒分除去精
度の更なる向上が期待できる。

礫分（2.0mm 〜 10mm）については図-8に示す結果と
なっており、10mm以上が全て除去されていることがわ
かる。よって前処理のトロンメルと一次処理のハイメッ
シュセパレータが適切に機能していると評価できる。

一方、細粒分（二次処理後のオーバーフロー泥水）
について図-9に示す。①の細粒分含有率は65％程度
と低いものの、②及び③では、ともに90％程度となっ
ている。二次処理の振動篩及びサイクロン分級におけ
る洗浄作業の安定化により泥水中の細粒分が高い数値
に収束してくると期待できる。

表-2の強熱減量試験結果を見ると分級前の土砂が
概ね4.5％であるのに対し、分級後の砂では2.4％とほ
ぼ半減しており、分級による有機分（木片や植物等）
の除去効果も確認できた。

2.4　新たな課題
高滝ダム分級実験では概ね想定していた結果が得ら

れた。しかし、ダムによって堆積土砂の土質特性は異
なり、様々な土質に対応できるよう、更なる分級精度
向上が求められる。

（1）オーバーカットの課題
ハイメッシュセパレータの2mmふるいにて抽出さ

れた礫分（分級目標粒径2mm 〜 10mm）に約30％の
砂分が含まれていた。この原因としてふるいの目詰
まりが考えられる。図-10にハイメッシュセパレータ

（2mm網）の写真を示した。中央の白い2本の横線に
見える部分が目詰まりしていない箇所でそれ以外の部
分は目詰まりが生じていた。また、ふるい面積あたり
の処理量が大きく、ふるいの負荷を低減することも必

図-8 目標粒径2mm 〜 10mm粒径加積曲線

図-9 目標粒径0.075mm以下粒径加積曲線

表-2 強熱減量試験結果

ケース 強熱減量（%）
1/28分級前（試験用土砂） 4.1
2/5分級前（試験用土砂） 4.5
2/12分級前（試験用土砂） 4.7
2/14分級前（試験用土砂） 4.5

2.2①砂後級分
4.2②砂後級分
4.2③砂後級分
4.2④砂後級分

図-10 ハイメッシュセパレータ2mm網
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要であると考えられる。
上記の課題への対応策として以下の方法が考えられ

る。
①ふるい網面積の増加

ふるい網の段数を増やす等により負荷を下げる。
②シャワリングの増加

シャワー水量の増加による目詰まりの低減
③パンチングボールの使用

 パンチングボールの使用により土砂の抜けをよくす
る。（ハイメッシュでは網目より粒径が若干大きい
場合、土砂が網目を広げて挟まるが、パンチングボー
ルは鉄板に細かい穴をあけたような構造であり、網
目ではないため広がらない。）

（2）アンダーカットの課題
二次処理でのサイクロンから抽出された砂分（分級

目標粒径0.075mm 〜 2.0mm）には約12％（重量比）
の細粒分が含まれていた。堆砂はダム毎だけでなく同
じダムでも採取場所により性状が異なり目標とする分
級点で分級できていなかったことが考えられる。また、
固結したシルト・粘土塊が解泥されずに残っていたこ
とも原因として考えられる。

上記の課題への対応策として以下の方法が考えられ
る。
①下流口、上昇口の口径の変更

下流口の口径を小さく、上昇口の口径を大きくする。
これによりサイクロンオーバーの割合が多くなり、より
多くの細粒分がされる。ただし、砂分も回収率低下、上
昇口の泥水量が増加により余水処理の負担が増加する。
②設備の追加

多段サイクロン設備を追加する。サイクロン分級を
段階的に複数回行うことで精度が向上するためでる。
ただし処理費用が増加する。
③加水

泥水濃度を薄くして分級性能を上げる。ただし、設
備の能力低下、余水処理の負担が増加する。
④解泥工程の見直し

解泥効果の高い装置の導入で固着した細粒分の分離
能力を向上させる。

3．令和 3 年度分級実験

3.1　令和3年度分級実験の目的
堆砂問題を抱える様々なダム堆砂に対し、現場適用

性の高い分級技術を提供するため実験の目的として以
下の項目を挙げた。

・浚渫時期や仮置き保管状況、粒度特性、状態が異な
る土砂に対して安定した分級品質が確保できる分級
技術とする。

・分級設備やプロセスを集約し、分級コストの低減を
図る。
令和元年度高滝ダム分級実験では、一次処理の段階

で、砂粒子に付着した細粒分の分離（解泥）が不十分
であったため、分級砂の細粒分含有率の低減効果に影
響があったと考えられる。そこで本実験では解泥効果
のある機械を組込み、細粒分除去に注力し実験を行っ
た。令和元年度高滝ダム分級実験におけるトロンメル
をドラムウォッシャーに変更したことによる解泥効果
の確認を行ったあと、分級実験を行うこととした。

3.2　ドラムウォッシャー事前実験
3.2.1　目的

令和3年度分級実験では、分級性能向上のためには
ドラムウォッシャー（以下、DW）による解泥効果が
最も重要であると位置付けた。従って、分級システム
中にDWを組み込み稼働させた場合の最適条件を設定
することを事前実験の目的とした。

3.2.2　DW事前実験の評価方法
砂礫分に付着した細粒分、またはシルト・粘土塊（以

下、ダマ）を解泥するための最適条件を設定すること
が目的であるため、DW投入前後の試料のダマの量を
把握し、その量で解泥効果を評価した。解泥効果の評
価には、ダマの量を把握する必要があるが、ダマの性
質上定量的な計測が難しく、目視による定性的な評価
とした。DW通過後の試料は振動スクリーンを経て液
体サイクロンに打ち込まれる。泥水濃度は液体サイク
ロンの処理能力に影響するため、DW通過後の試料の
泥水密度についても評価項目とした。また、処理能力、
実験での時間的な制約も評価の際に考慮した。

3.2.3　DW事前実験の結果
DW事前実験のケースとその結果一覧を表-3に示

す。
図-11に解泥前のダマ、図-12に解泥後の土砂の写

真を示す。図-12の上方では土と水の比率が1：2であっ
たが下方では1：4に変更したところ解泥効果が向上
していることが確認できる。

（1）滞留時間
滞留時間に関してはバッチ運転の結果から90秒で

十分な解泥効果があると判断し、連続運転の結果から
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連続運転では滞留時間を長くしても解泥効果の向上は
見られないと判断した。事前実験の結果から滞留時間
の適正条件は90秒とした。

バッチ運転は、試料を全量DWに投入し解泥し、設
定した滞留時間に試料を取り出す運転方法である。一
方、連続運転は、DWに土砂を投入し続け、設定した
滞留時間になると後から投入された土砂に押し出さ
れ、DWの外に排出される運転方法である。本実験及
び現地導入の場合、連続運転を行う。

（2）土砂投入量と加水量
加水量が増えれば解泥効果は向上するが、処理能力

（時間当たりの処理数量）の低下と最終的な水処理量の
増加が問題となる。また、分級過程でサイクロンに打
込まれる泥水濃度は低いほど分級の品質は良くなる。

よって、泥水密度の下限値は1.07g/cm3（質量濃度
10％）を目安に、最適な土砂投入量と加水量の比率を1：
4（容積比）とした。

（3）回転数
実験ケースとして基本回転数を38.5rpmとし、最高

回転数である48.0rpmとその半分である24.0rpmで実
験を行った。回転数が上がり過ぎると投入した試料が
飛散し、揉み洗いされないまま排出される割合が高く、
解泥効果は向上しなかった。逆に、回転数を下げ過ぎ
ると投入した試料は送り羽と一緒に回ってしまい、揉
み洗い効果が発揮されず、解泥効果は向上しなかった。

よって、回転数の最適条件はメーカー推奨値である
38.5rpmとした。

3.3　分級本実験
DW事前実験の結果評価に基づいて、最適の解泥効

果を得られるDWの運転仕様（土砂投入量と加水量、
回転数、滞留時間）を決定し、一連の土砂分級システ
ムを稼働させて分級本実験を実施した。

3.3.1　令和3年度分級実験の試料と機器構成
令和3年度分級実験の対象とする試料と分級システ

ムの機器構成を以下に示す。

（1）実験試料
令和3年度分級実験に使用する試料は、堆砂対策を

実施中であるAダム、Bダム、及びCダムの堆積土砂
を使用した。堆砂試料の入手に当たっては、各ダムの
管理事務所にご理解とご協力を得た。また、各試料の
性状を事前試験（土質試験）により確認を行った結果

水：土
(重量比・容積比)

回転数
（rpm）

滞留時間
（s）

目視による
ダマの解泥

泥水密度
(g/cm3)

ー○031-1

ー○062-1

2.1◎093-1

ー○031-2

ー◎062-2

50.1◎093-2

ー△031-3

ー○062-3

ー○093-3

42.1○0214-3

ー×061-4

ー×0212-4

ー×0813-4

ー×0424-4

ー×0635-4

ー×0211-5

ー×0422-5

41.1×0633-5

ー△0211-6

ー△0422-6

50.1△0633-6

ー×0211-7

ー×0422-7

42.1△0633-7

ー×031-8

ー×062-8

ー×093-8

ー×061-9

ー×092-9

ー×0213-9

ー×0814-9

ー×0425-9

ー×0726-9

ー×0637-9

１：４
（容積比）

バッチ運転 38.5

１：１
（重量比）

バッチ運転 38.5

１：２
（容積比）

38.5

１：１
（重量比）

連続運転

バッチ運転 37.5

１：４
（容積比）

38.5

１：２
（容積比）

48.0

１：２
（容積比）

24.0

連続運転

連続運転

バッチ運転

試験結果

１：１
（重量比）

38.5

１：２
（容積比）

38.5

連続運転

連続運転

実験条件
試験ケース

表-3 DW事前実験結果一覧

土：水(容)＝1：2、連続運転、回転数 38.5 

滞留時間 

120 秒 

滞留時間 

240 秒 

滞留時間 

360 秒 

土：水(容)＝1：4、連続運転、回転数 38.5 

図-12 解泥効果比較

図-11 解泥前のダマ
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を図-13に示す。
Aダムの試料は、細粒分含有率がFc＝4.9％であり、

分級の必要性が低いため単体での実験対象から除外
し、Bダム、Cダムは粒度分布が近似しているため、
実験試料にはAダム・Cダム資料をブレンドし、粒度
調整したものを実験対象に追加した。よって実験対象
の試料は以下の4種類とした。

①Bダム試料（細粒分含有率：59.8％）
②Cダム試料（細粒分含有率：67.4％）
③Aダム・Cダムブレンド試料1
　A：C＝1：2（細粒分含有率：46.5％）
④Aダム・Cダムブレンド試料2
　A：C＝2：1（細粒分含有率：25.7％）

（2）機器構成
分級システムの機械構成は、解泥機能の改善による

分級精度の向上及び全体機器構成の簡略化によるコス
ト低減の観点により、令和元年度高滝ダム分級実験時
から改良した。分級用の土砂は、前処理装置（グリズ
リ）に投入され100mm以上の大礫を除去、定量フィー
ダー、投入コンベアを介し、一次処理機（ドラムウォッ
シャー）により細粒分が解泥後、二次処理機（サイク
ロン・シャワリング機構付3段振動スクリーン）に送
られる。中段スクリーンにて15 〜 100mmの中礫分を
除去、下段スクリーンにて2 〜 15mmの小礫分を除去、
サイクロンと上段スクリーンにて0.075mm以下の細
粒分を除去し、最終産物として0.075mm 〜 2mmの砂
分を抽出する。ただし、実験コスト抑制の観点から、
現地適用規格の機械ではなく、小型の機械を使用する
こととした。現地適用規格と令和3年度実験機は機械
の規模が異なるものの機能としては同等である。現地
適用規格の機械と令和3年度実験機の比較表を表-4に
示す。また実験のフローを図-14に分級プラントの全
景写真を図-15に、各工程で使用する機械の写真を図
-16 〜 18に示した。

図-13 実験用土砂粒度分布

機験実度年3R格規用適地現称名器機

グリズリ 分級対象土砂の粒度により設置
30mm目によるふるい分け(手作業)
※実験機ドラムウォッシャーの
最大粒径が30mmのため

定量フィーダ 定量フィーダ なし

投入コンベア 投入コンベア 投入コンベア

ドラムウォッシャー ドラムウォッシャー
（最大粒径75、100、150mm） ドラムウォッシャー（最大粒径30mm）

振動スクリーン 3段振動スクリーン

①振動スクリーンNo.1（2段スクリーン）
 15mm目、2mm目
②振動スクリーンNo.2
（サイクロン付き1段振動スクリーン）
 0.6mmウェッジワイヤ

6-DM9、6-DMンロクイサ

表-4 現地適用規格と令和3年度実験機比較表

図-14 令和3年度実験フロー図

図-16 ドラムウォッシャー（一次処理）

図-15 令和3年度分級プラント全景
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3.3.2　実験実施状況
DW稼働状況および振動スクリーンNo.1通過後試料

を図-19 〜 21に、サイクロンおよび振動スクリーン
No.2での分級状況を図-24に示す。

DW事前実験で決めた運転仕様のもとDWにて解泥
を行ったが、解泥効果が確認できず、DW通過後の試
料をもう一度、DWにて解泥を行った。DWの運転時
間は180秒（90秒×2回）となった。

滞留時間が長くなると処理能力（時間当たりの処理
数量）の低下が懸念されるが、DWの形状を滞留時間
に合わせて設計すること（ドラムの長さを2倍にする
と滞留時間が2倍になる）により改善の余地がある。

DW1回目通過後に振動スクリーンNo.1で分級した
試料には、シルト塊が残っているが、2回目通過後に
分級した試料には（図-22 〜 23）はシルト塊や木く
ずはほとんど残っておらず、DWの解泥効果が確認で
きた。

図-17 振動スクリーンNo.1（二次処理a、b）

図-18 サイクロン・振動スクリーンNo.2（二次処理c、d）

図-19 DW吐出状況

図-20 DW1回目・振動スクリーンNo.1　15mm以上

図-21 DW1回目・振動スクリーンNo.1　2mm以上

図-22 DW2回目・振動スクリーンNo.1　15mm以上
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3.3.3　分級本実験の結果と評価
分級本実験ケースを5つとし、分級前後の各ポイン

トで土質試験を実施した。土質試験のケースを表-5
に示す。DW事前実験では土砂と水の容積比は1:4が
最適と判断したが、分級の時間当たりの処理量や分級
後の余水処理の量を考慮すると、泥水密度が高い方が、
効率的であるため、Bダムの試料については土砂と水
の容積比1:2のケースについても検討した。

（1）分級本実験の回収試料
分級本実験での回収試料を図-25 〜 28に示す。

DW2回通過後、振動スクリーンNo.1の上段、中段か
ら回収された試料には、シルト塊や木くずはほとんど
残っておらず、本実験で意図したDWでの解泥は十分
な効果があることが確認できた。

図-27に示すサイクロンアンダー、振動スクリーン
No.2からの回収物について、2mm及び0.075mmのふ
るいを用いた簡易ふるい分を加水しながら実施したと
ころ、図-28のとおり、目視では2mmふるいには残
留しなかった。また、0.075mmふるい通過分は0.075mm
ふるい残留分に比べわずかであった。

図-23 DW2回目・振動スクリーンNo.1　2mm以上

図-24 振動スクリーンNo.2

表-5 分級本実験の土質試験ケース

図-25 振動スクリーンNo.1上段回収物（15mm以上）

図-26 振動スクリーンNo.1中段回収物（2mm以上）

図-27 振動スクリーンNo.2回収物（0.075 〜 2mm）
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（2）事後の土質試験結果
一連の土質試験結果から得られた粒径加積曲線の一

覧を図-29 〜 33に示す。
このうち、A：C＝2：1の試料（図-32）では、原土（緑

線AC-2 Or）の細粒分含有率は25.7％であったがサイ
クロンアンダー（青線AC-2 C_U）の細粒分含有率は
10％程度であった。A：C＝2：1の試料の原土は、元
年度高滝ダム分級実験とほぼ等価な粒度分布であり、
全体機器構成を簡略化した今回の分級システムにおい
ても同等の結果が得られたことから、機材設備費に関
するイニシャルコストの削減は可能であると考えられ
る。またCダム試料（図-33）では、細粒分含有率65％
以上の原土を35％程度にまで下げることができたこ
と、Bダム試料（図-29）、およびA：C＝1：2の試料（図
-30）においても、細粒分含有率をいずれも10％程度
下げることができたことから、本システムによる一定
程度の分級効果は確認できたと言える。しかし、A：
C＝2：1以外の試験ケースでは「細粒分含有率が多い
土砂におけるFc≧10％」の目標達成は今後の課題と
なった。

（3）サイクロン分級の評価
上述のとおり令和3年度実験において、サイクロン

分級装置（MD-6）による分級処理では、一定の効果は
確認できたものの細粒分除去精度は十分ではないとの
結論に至った。粒径加積曲線からみたサイクロン分級
の評価を図-34 〜 38および以下にまとめる。

サイクロン分級前後の粒度比較のため、便宜的に原
土の粒度から4.75mm以上の礫分を除外した粒度（緑
線）とサイクロンアンダーの排出土砂粒度（青線）を
比較した。分級点を部分回収率粒径；dpr50（分級前

0.075mm 以下0.075～2mm 

2mm 以上

図-28 振動スクリーンNo.2回収物ふるい分け

図-29 B-1　粒経加積分布

図-30 B-2　粒経加積分布

図-31 AC-1　粒経加積分布

図-32 AC-2　粒経加積分布

図-33 C　粒経加積分布
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の原土からサイクロンアンダーへの配分が50％とな
る粒径）とする。目標としているサイクロンの分級点
0.075mmとの差について評価する。

分級点（＝dpr50）の評価として、Bダムは0.04 〜
0.05mm程度（図-34, 35）、ブレンド試料（A1＋C2）
は0.025 〜 0.04mm程 度（ 図-36）、Cダ ム は0.05 〜
0.075mm程度（図-38）と考えられる（それぞれ黄色の
ハッチング）。それぞれ目標としていた分級点より低
く位置しているため分級点を0.075mm程度まで上げ
るような改良が必要となる。

4．今後の分級技術開発の展望

3.3.3節で述べた「細粒分除去精度は十分ではない」
ことに対して、現時点で解決手法として考えられる対
策を以下に示す。

4.1　サイクロン分級での分級点のコントロール
① 分級点（＝dpr50）を0.075㎜程度まで上げるため

に、アンダーフローノズルを絞りサイクロンでよ
り多くの細粒分をサイクロンオーバーとして除去
する1）。

② 高揚程のポンプを用いてサイクロンの打込み圧を
上げことで流入速度も速くなり、サイクロンの遠
心力に初速を加えることができる。速度の上昇に
よりサイクロンオーバーが増え、分級点が上がる1）。

上記2点の対策を行うと流量比（アンダーとオーバー
の比；Qu/Qo）の低下により、処理能力が低下する。
サイクロンのサイズを大きくすることで、流量比が下
がっても能力を確保する。

③ マルチ処理（サイクロンの並列配置、繰り返し処
理等）の実施。これにより、段階的に、不要な粒
径の土砂を抽出することで、細やかな分級点の調
整を行うことができる。

4.2　対象土砂の物性・目的に適したシステム構築
① 本分級システムは単一のシステムではないため、

対象土砂の物性・目的（分級レベル）に合わせ、
使用機械を組替える。

② ハイスペックな品質目標（細粒分含有率の高い土
砂をFc＝10％以下まで下げる）が求められる場合
の分級システムについて再検討する。

図-37 AC-2　サイクロンの分級点評価

図-36 AC-1　サイクロンの分級点評価

図-35 B-2　サイクロンの分級点評価

図-34 B-1　サイクロンの分級点評価

図-38 C　サイクロンの分級点評価
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5．おわりに

令和3年度末時点での国土交通省所管ダム573ダム
のうち半数を超える324ダムでは洪水調節容量内に堆
砂しており、堆砂対策は多くのダムでの課題となって
いる2）。対策促進のためには、掘削や浚渫で除去し
た土砂は用途があれば再利用することが望ましいが、
利用目的に照らし低品質のものは受け入れが困難であ
り、土砂処分場で処分されることになる。ダム堆砂分
級技術は、掘削・浚渫土から良質な土砂だけを抽出し、
その良質な土砂を建設資材や下流還元のための置土等
に使用することで、土砂処分量の減容化が図られ処分
場の延命化にも繋がる。また本来、コストをかけて処
分する土砂が有価物として生まれ変わるという経済的
なメリットもある。

本工法の適用によりダム堆砂の下流還元や有効利用
が促進できれば，技術的難易度が比較的低い掘削・浚
渫工法は，多くのダムで早期計画・着手が可能な堆砂
対策となり得る3）。

その反面、ダム堆砂対策に分級工程を加えることで、
ダム管理者の対策コスト負担は増加する。そこで令和
3年度分級実験では、分級コスト低減のため分級工程
の集約を行い、処理土の品質を変えずに、令和元年度
高滝ダム分級実験とほぼ等価な分級性能が得られるこ
とを確認した。

一方、令和3年度分級実験では、より細粒分含有率
の高い試料を使用し実験を行ったが、その細粒分除去
については十分な結果が得られなかった。

今後の検討では、このような細粒分を多く含む土砂に
対する分級精度の向上を目指して、技術開発に取り組
んでいく。これにより様々な堆砂の土質性状をもつ全国
各地のダムに適用可能な工法となることが期待される。

なお、本稿は共同研究者である土砂研の関係者を含
め、本技術の開発にかかわってきた方々の協力に基づ
く成果である。ここに記して感謝の意を表すとともに、
今後も引続き、ご協力をお願いするものです。
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