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１．はじめに

ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、上水・
工業用水等の都市用水の補給、発電等様々な役割を持
つ重要な社会資本である。

一方、日本国土は山地が多く地形が急峻で、かつ大
雨・豪雨が多いため、土砂生産量が大きく、ダム貯水
池にも大量の土砂が流れ込んでいる。

ダム貯水池への堆砂はその進行に伴い洪水調節容量
や利水容量の減少を招き、その結果、ダムの治水・利
水機能の低下をさせる懸念があるため、計画以上の堆
砂に対しては堆砂対策の適切な実施が必要となる。

ダム貯水池の容量確保のために、様々な排砂対策が
全国で実施されており、その一つに排砂バイパス工法
がある。実施事例は少ないものの、恒久的な堆砂対策
工法と考えられている。

本研究は、排砂バイパス工法について着目し、その

設計体系を整理することを目的としている。
本稿においては、既往事例としてAダムの設計の考

え方を整理して、今後排砂バイパス工法が他工法に比
べ有利と考えられるBダムについて、排砂バイパスの
配置を検討した結果を報告する。

2．排砂バイパスの設計体系の整理

（1）排砂バイパス工法の概要
排砂バイパスは分派堰により導入された洪水と土砂

をバイパストンネルを通じて下流河川へ排出する工法
である。ある程度粒径の大きな土砂も排砂対象とする
ことが可能である。

本工法はトンネル建設に伴う初期費用が高価である
ものの、「ダム堤体の改良無しに新設可能」、「下流環
境への負荷が比較的少ない」などの利点があり、将来、
ダム貯水池堆砂問題の有用な対策案として期待される
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工法である。

（2）設計体系の整理
排砂バイパスの設計体系化を図るにあたり、「計画」、

「設計」、「管理」の3つの観点をもって検討を進めるこ
ととした。本研究の全体的な流れを図-1に示す。

まず、事例分析を行い計画・設計・管理の各観点に
おける整理項目を抽出する。

次に、「体系的とりまとめ」として、目標土砂収支
をとりまとめるとともに、排砂バイパスの施設を主要
な部分（トンネル部、分派堰、トンネル吞口部、トン
ネル吐口部）に区分し、各観点で検討が必要な項目を
分析する。

最後に、下流河道への影響に関する検討を合わせて、
体系的なとりまとめを行う。

なお、各観点の基本的な考え方を以下に示す。

○計画：排砂バイパス施設は、適切な規模や配置検討
を行い、効率的な運用により、最大の効果が発揮でき
るよう計画する。このために、対象流量、平面線形、
縦断線形、分派対象の土砂の量・粒径等バイパス施設
の基本諸元や配置に関わる事項について「計画」の観
点から検討する。

○設計：排砂バイパス施設は、設定したバイパスの計

画排砂量を安全かつ確実に流下させること、施工性や
経済性、維持管理に配慮した形状・構造の施設設計を
行うことが重要である。このために、トンネル断面形
状、分派堰・貯砂ダム・トンネル呑口部、トンネル吐
口部の構造、各施設の摩耗対策等施設の形状や構造に
関わる事項について「設計」の観点から検討する。

○管理：排砂バイパス施設は、施設内を通過する砂礫
による摩耗損傷への対応を考慮した維持管理が重要で
ある。また、下流河川の物理環境、生物環境への影響
を把握する必要がある。このために、施設の点検方法、
補修方法、下流河道でのモニタリング方法等、施設の
維持管理や適切かつ持続的な排砂に関わる事項につい
て「管理」の観点から検討する。

3．排砂バイパス計画論・設計論の考え方

本章では国内でわずか数例しかない排砂バイパス事
例の中から、現在建設中のAダムについて設計内容（考
え方）を整理した。

排砂バイパスの設計においては、個々のダム特有の
自然・社会条件が大きく関係し、先例の設計条件がそ
のまま踏襲できるものではないが、少ない先行事例の
中で、その考え方を整理し把握して置くことは重要で
あると考えた。

図-1 研究の概要
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整理した内容のなかで有効と考えられる点について
は、ケーススタディの際の基本データとした。

なお、Aダムの設計内容は平成12年度から平成26
年度における既往成果をもとに整理した。

以下に、整理した結果を示す。

■運用操作
・ バイパス施設は洪水調節放流時のみ運用されてい

る。
・ 洪水中は、排砂バイパス側のゲートは全開で自然

調節を行い、計画放流量（一定率一定量）に対する
不足分は、堤体側のコンジットゲートから放流す
る操作とされている（バイパス呑口から下流の残
流域流出分は堤体コンジットから放流している）。

・ 排砂バイパス側のゲートと堤体側のゲートの同時
操作は極力回避することとされている。 

・ ただし書き操作は、従前どおり、堤体のコンジッ
トゲートとクレストゲートで実施されている。

・ バイパストンネル規模と排砂量の関係から効率
性を考慮した検討結果を踏まえ、計画最大放流量
500㎥ /sの74%に相当する370㎥ /sがバイパス対象
流量に設定されている。

※バイパス対象流量の算定について
 　Aダムの計画洪水波形について、バイパス排砂量
を算定すると表-1のとおりであり、バイパス規模
が大きくなると排砂量、排砂率ともに増大すること
がわかる（図-2）。ただし、排砂量の増大量は、バ
イパス規模が増大するにつれて小さくなる。
 　規模を300㎥ /sから370㎥ /sに増大したときの排
砂の増大量は約9万㎥（S63.9洪水）であり、これだ
けの土砂を浚渫で排砂するとすれば、単価を7,000
円/㎥として、約6.3億円の費用がかかることになる。
 　一方、バイパストンネルの規模を300㎥ /sから
370m㎥ /sに増大した場合の工事費の増大量は約5
億円と試算されており、浚渫に要する費用はC/C＝
1.26と算出される。
このことから計画洪水の発生を前提にすれば、バイ

パス規模を370㎥ /s（計画最大放流量500㎥ /sの74%）
とすることが経済的に成立するといえる。

■分派堰
・ 既設の砂防堰堤を改造することにより、分派堰と

して活用されている。
・ 型式は、重力式コンクリート堰堤で、改造部分は

鉄筋コンクリート構造となっている。
・ 通常の砂防堰堤と同様に、「水通し」と「水叩き」

を有する構造である。
・ 設計越流量は、計画最大流入量1,500㎥ /sで、越

流水深4.95mである（分派量がゼロでも流下可能と
している）。

■吞口構造
・ ゲート操作を伴わずに計画で定められている一定

率一定量操作が可能な構造とされている。
・ 貯水池内に配置されるため、非越流部標高、水位

頻度と考慮荷重の考え方、構造の安定性等に関し
ては『ダム』として扱われている。

・ 躯体の構造細目についてはRC構造の河川構造物
である河川砂防技術基準（案）の堰に準拠している。

・ レベル2地震動の耐震性能照査の対象とされてい
ない。

・水路部の形状は水理模型実験にて設定されている。
・ 呑口部より下流のトランジション区間については、

外水圧を受ける防水トンネルとして設計（止水板
を配置）されている。

■トンネル
・ トンネル設計の際に考慮すべき事項として下記が

挙げられている。
−　�バイパストンネルの水路底版における摩耗対策
−　�バイパストンネルと近接する他施設（発電トン

※浮遊砂・ウォッシュロードを対象
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ネル等）への影響
−　�トンネル掘削に伴う貯水池からの浸透水・地下

水の下流への逸水を防止するための止水対策
−　�トンネル維持管理のための呑口部の管理用通路

の設置検討
・ 底版コンクリートの厚さは、下記のとおり、「維

持管理厚（補修可能厚）」、「摩耗厚（年最大摩耗厚）」、
「余裕厚」から設定されている。
−　�維持管理厚：補修可能な厚さとし、最大骨材

4cmの4倍→16cm
−　�年最大摩耗厚：計画洪水時のシミュレーション

結果より設定→19cm（（財）電力中央研究所に
おいて発表されている計算式を採用）

−　�余裕厚：トンネルインバート打設時最大粗骨材
寸法80mmを考慮→10cm

　＊ 補修可能な厚さ16cm+最大摩耗厚19cm+余裕
厚10cm＝45cmを設定

・ 標準断面図および支保パターンについては、「道
路トンネル技術基準（構造編）」の標準的な支保構
造の組み合わせを参考にし、設定されている。

・ 底版部は土砂摩耗の集中に配慮して水平とされて
いる。

・ 覆工コンクリート厚さは、底版で大きく、水面に
近づくにつれて小さくなるように、上部から下部
へと覆工厚を漸増させてある。（水路インバート底
面部450mm、水路インバート上部350mm、アー
チ部300mm）

■吐口構造
・ 既往水理模型実験結果に基づき、合流部流況の検

討を行い、減勢させるための施設構成が検討され
ている。

・ 周辺施設（堤防、橋梁など）のクリアランス（余裕
高）が考慮されている。

・ 上記の検討に基づき、トンネル坑口及び河道形状
と整合する施設配置・構造を検討し、詳細設計が
行われている。

・ 沢など吐口周りの地形を踏まえて施設配置を行い、
合理的な法面対策工法の選定と設計が行われてい
る。

・ バイパストンネルからの放流水により対岸は水衝
部となるため、力学的に安定する護岸構造が検討
されている。

■流木対策
・ 円柱構造物を河床に固定する形式が採用されてい

る。
・流木対策の要求性能を以下に示す。
−　�計画高水流量の流下を阻害せず、護岸・堤防の

安定に悪い影響を与えないこと。
−　�景観性、水質、生態系及び地形変化など周辺環

境に対する影響が少ないこと。
−　�流木・塵芥を効率よく捕捉できること （捕捉率

が高いこと） 。
−　�大規模な構造とならずに、建設及び維持管理に

おいて総合的に経済的であること。
−　�靱性に優れ、補修が容易なこと（作用荷重を正

確に設定し難いことから、外力に対して靱性に
優れ、また破損しても補修が容易な構造である
こと）。

−　�摩耗、損傷に強く長期耐久性に優れていること。
−　�捕捉物の除去が特殊な機械を用いることなく可

能で、しかも作業が単純、仮設工を必要としな
いこと。

■ライニング仕様
・ トンネルの縦断勾配が変化し断面も変化する部分

は鋼製ライニングで保護されている。
・ 材質は、呑口部に設置されるゲートがステンレス

製のため、“もらい錆”を避けるため、本体構造物
の部分はステンレスによるライニングとされてい
る。一方、トンネル部は、若干の断面変化は許容
されることや腐食しても錆や錆汁は下流に流下す
るだけであるため普通鋼が使用されている。

・ トンネル部については、経済比較を行った結果、「普
通鋼+無防食」が最も安価となったため、トンネル
部は、普通鋼を使用して塗替塗装は行わず、耐用
年数を考慮した腐食厚が見込まれている。

4．排砂バイパスの設計に関するケーススタディ

本章では既設ダムを対象に、トンネルの平面・縦断
線形、トンネル断面、分派ルール、呑口・吐口の概略
構造、概算コスト等を検討し、コスト縮減策等の課題
を抽出した。

ここでは、運用開始後約50年程度経過した「Bダム」
を対象とし、ケーススタディを実施した。

以下に、Bダム排砂バイパスのケーススタディ検討
フロー（図-3）を示す。

■ダム・貯水池の概要整理
・ ダム・貯水池諸元、堤体形状、平面図、容量配分図、
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洪水調節計画等の対象ダムの概要を整理した。
Bダム ダム・貯水池諸元（表-2）を示す。

■堆砂特性の整理
・ 現況の堆砂状況、堆砂量の経年変化、堆砂縦断形

状（本川、支川）について整理した。
Bダム 堆砂状況（表-3）を示す。

■施設設置上の制約条件の抽出
・Bダムでは以下の3つの制約条件を整理した。
　①貯水池運用の制約
　　 Bダムは洪水期に貯水位を低下（制限水位

EL.544m→最低水位EL.501m）させる貯水池運
用計画があるため、この運用の制約を踏まえる
必要がある。

　②流木流入に対する制約
　　 トンネル呑口部では流木の流入への対応が必

要。
　③既設の貯砂ダムに対する制約
　　 既設の貯砂ダムの配置も考慮したトンネル施設

の検討が必要。

■排砂バイパスの設置方針
・ 全粒径の土砂を対象にした排砂バイパスを想定し

た。

■バイパストンネル流量の設定
【対象流量の設定】
・ Aダムの比率を上限の目安として、バイパス対象

流量は500㎥ /sに設定した。
※Bにおける計画放流量は、下記のとおりである。
−　�放流開始200㎥ /s
−　�計画最大放流量800㎥ /s
⇒ Aダムの最大放流量の74%程度を上限として、排

砂バイパス対象流量を想定し、バイパス対象流量
は、500㎥ /s（＜592㎥ /s）に設定する（バイパス
開始流量は200㎥ /s）。

図-3 Bダム排砂バイパスのケーススタディ検討フロー

表-2 Bダム ダム・貯水池諸元

表-3 Bダム 堆砂状況（平成23年度）
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 　なお、バイパス開始流量200㎥ /sを確率規模で評
価すると、「1/9.5年」となり、排砂バイパスの実績

（1/4 〜 1/10年程度）と比較しても、概ね妥当であ
ると考えられる。

【トンネル配置ケースの設定】
・ 大規模な支川を有しているため、本川への排砂バ

イパス設置に加えて、支川への設置も想定した。
⇒ 「本川設置」単独、「支川設置」単独、「本川設置」

と「支川設置」組合せの3ケースを想定した（図
-4）。

■トンネル線形の設定
・吐口部はダム直下地点、呑口部は、貯水池運用を

踏まえた上で、現況堆砂面付近に呑口標高を設定した。
⇒本川はA・B・C案、支川はA・B・C案を想定した。

また、排砂効率に関する検討も実施した。

■トンネル断面の設定
【内空断面形状】
・ 摩耗損傷を分散させる観点より、トンネル内空断

面形状は、インバート底面部が水平な「幌形」を想
定した。

・ 通常の水路トンネルの設計基準を参考に断面形状
を設定した。

【覆工厚】
・ 覆工コンクリート厚さは、底版で大きく、水面に

近づくにつれて小さくなるように、上部から下部
へと覆工厚を漸増させた。

⇒ 水路インバート底面部450mm、水路インバート
上部350mm、アーチ部300mm

■分派堰の概略検討
・ コンクリート構造および鋼矢板構造を想定した。
⇒ 貯水池上流端で堆積土砂がない範囲はコンクリー

ト構造とし、堆積土砂が厚く、コンクリート構造
での設置が困難な範囲は鋼矢板構造とした。

■コスト分析
・ 比較案として本川・支川のそれぞれA・B・C単独

案と、本川、支川の組合せ案（いずれもバイパス
対象流量の総量は500㎥ /s）を設定した。

・ 各案に対する「概算初期費用」、「概算維持管理費
用」を算定し、合計の必要費用（表-4、表-5）を比
較した。

【概算初期費用】
 　工事費（トンネル工、呑口工、吐口工、分派堰工、
放流設備、管理設備費）、雑工事、仮設備費、測量
及び試験費、用地及び補償費、補償工事費、船舶及

本川設置案

0 1km

支川設置案

本川 A ルート

本川 C ルート本川 B ルート

支川 A ルート

支川 B ルート

支川 C ルート

ルート延長
（ｍ）

呑口標高
（ｍ）

吐口標高
（ｍ）

勾配
（1/N）

A 3,510 536 440 1/37

B 2,520 518 440 1/32
C 2,100 512 440 1/29
A 2,410 537 440 1/25
B 1,720 525 440 1/20
C 1,440 520 440 1/18

本川
配置案

支川
配置案

ルート諸元

図-4 排砂バイパストンネル線形
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び機械器具費、営繕費・宿舎費、工事事務費
【概算維持管理費用】
　トンネルインバート部の摩耗補修費
⇒ 年間摩耗量（体積）に覆工コンクリート補修単価

50,000円/㎥を乗じることで、運用開始100年間
の維持管理費を算定した。

■ケーススタディの総括
・ 排砂バイパスの単独案（本川Aルート）における

排砂単価は4,100円/㎥、組合せ案（本川Aルート・
支川Aルート）における排砂単価は3,500円/㎥（表
-6）であり、機械的な堆砂対策（陸上掘削で4,000
円/㎥程度、水中掘削で9,000円/㎥程度）に比較
して経済的に排砂バイパスの有効性を示す結果と
なった。

⇒ Bダムにおける排砂バイパスルートは「本川Aルー
ト：単独案」が有利な結果を示している。

・ トンネル勾配が急なルート案（単独案支川Bルー
ト、単独案支川Cルート）では、対象流量が大きい
場合に設計流速が20m/s前後となる可能性もあり、
トンネル安全性の面で留意・対応等が必要と考え
られる。

【ケーススタディ結果における今後の検討課題】
 　ケーススタディ実施の結果、以下の検討課題を抽
出した。
・ 流速20m/sを超えるトンネル内流速の安全性の評

価
・トンネル内流速と摩耗量の関係把握

・ 費用対効果の評価方法（排砂効率と必要費用の関
係）

・ 鋼矢板構造による分派（スイスSolisダム方式）の
適用性の調査

・ 水路トンネルの設計基準に準拠しない場合のコス
ト縮減量の検討（断面余裕の考え方等）

5．トンネル費用に関する感度分析

先のケーススタディにおいて、本川単独案（Aルー
ト）では100年間の必要費用が197.3億円となることが
わかった。排砂単価は他工法に比べ経済的に有効性が
確認されたものの、さらなるコスト縮減が求められる。

本章では、ケーススタディで検討した本川単独案を
対象にコスト分析を行うとともに、必要費用・排砂単
価に対する「対象流量」ならびに「土砂分派率」の感度
分析を実施し、必要コストの特性に関する考察を実施
した。
a）トンネル費用（初期費用）のコスト構造分析
・ 排砂バイパスの必要初期費用の中でも、「トンネ

ル工（掘削工、トンネル覆工、グラウト工）」が約
62%を占め、支配的となる（表-7）。

・ 「トンネル工」の必要費用の中でも、「掘削工（吹
付コンクリート、ロックボルトを含む）」が支配的
となる（約59%を占める）（図-5）。

・ 上記を踏まえると、コスト縮減の観点からは下記
の2点が重要となる。

① 設計・施工面：「掘削工」を減じる、もしくはよ
り安価に実施する技術開発

② 計画面：トンネル延長の短縮化（例えば、貯水池
の中間付近に呑口を設ける案）

初期費用
100年間

維持管理費
合計費用

年間バイパス
土砂量

排砂単価

Aルート 185.5億円 11.8億円 197.3億円 47,926㎥/年 4.1千円/㎥

Bルート 143.5億円 5.0億円 148.5億円 26,839㎥/年 5.5千円/㎥

Cルート 121.1億円 2.9億円 124.0億円 17,733㎥/年 7.0千円/㎥

Aルート 125.7億円 7.0億円 132.7億円 34,266㎥/年 3.9千円/㎥

Bルート 98.3億円 4.1億円 102.4億円 26,042㎥/年 3.9千円/㎥

Cルート 84.1億円 3.0億円 87.1億円 21,245㎥/年 4.1千円/㎥

支川

バイパス流量

（500ｍ
3
/s）

本川

バイパス流量

（500ｍ
3
/s）

表-4 各案必要費用および排砂単価【単独案】

初期費用
100年間

維持管理費
合計費用

年間バイパス
土砂量

排砂単価

Aルート 148.3億円 9.4億円 157.7億円 42,251㎥/年 3.7千円/㎥

Bルート 114.5億円 4.0億円 118.5億円 23,660㎥/年 5.0千円/㎥

Cルート 96.3億円 2.3億円 98.6億円 15,633㎥/年 6.3千円/㎥

Aルート 75.4億円 3.9億円 79.3億円 23,915㎥/年 3.3千円/㎥

Bルート 60.5億円 2.3億円 62.8億円 18,175㎥/年 3.5千円/㎥

Cルート 53.5億円 1.7億円 55.2億円 14,827㎥/年 3.7千円/㎥

本川

バイパス流量

（320ｍ
3
/s）

支川

バイパス流量

（180ｍ
3
/s）

表-5 各案必要費用および排砂単価【組合せ案】

バイパス流量

（ｍ3/s）
初期費用

100年間
維持管理費

合計費用
年間バイパス

土砂量
排砂単価

単独案 本川：Aルート 500 185.5億円 11.8億円 197.3億円 47,926㎥/年 4.1千円/㎥

本川：Aルート 320 148.3億円 9.4億円 157.7億円 42,251㎥/年 3.7千円/㎥

支川：Aルート 180 75.4億円 3.9億円 79.3億円 23,915㎥/年 3.3千円/㎥

合計 500 223.7億円 13.3億円 237.0億円 66,166㎥/年 3.5千円/㎥

組合せ
案

表-6 選定候補案

 

費　用 全体に対する割合

トンネル工 11,447百万円 61.7%

呑口工 686百万円 3.7%

吐口工 686百万円 3.7%

分派堰 238百万円 1.3%

放流設備 750百万円 4.0%

管理設備費 500百万円 2.7%

715百万円 3.9%

1,431百万円 7.7%

715百万円 3.9%

143百万円 0.8%

143百万円 0.8%

143百万円 0.8%

72百万円 0.4%

883百万円 4.8%

18,553百万円

単独案

本川Aルート

工事事務費

合　計

建設費

工事費

用地及び補償費

補償工事費

船舶及び機械器具費

雑工事

仮設備費

測量及び試験費

営繕費・宿舎費

表-7 本川単独案（Aルート）の費用内訳
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・ 上記の②には、貯水池内の堆砂面上に分派堰を設
置する技術の確立が必要となる。よって、鋼矢板
構造で分派堰を設置している。

b）感度分析
■検討ケース

感度分析のパラメータは、「対象流量」および「粗
粒土砂の分派率」とする。なお、前章のケーススタ
ディでは、対象流量は500㎥ /s、粗粒土砂の分派率は
100%を設定している（表-8）。
■検討結果

・ トンネル対象流量の影響は、今回想定した範囲で
は、総費用150〜240億円/100年間程度、排砂単価3.6
〜 4.3千円/㎥程度である（図-6）。

・ 粗粒土砂の分派率の影響は、今回想定した範囲で
は、総費用190〜200億円/100年間程度、排砂単価4.1
〜 5.5千円/㎥程度である（図-7）。

⇒ 粗粒土砂の分派率を変動させる場合、粗粒土砂の
分派率100%の基本ケースの100年間必要費用が、
最も安価となった。よって、対象流量を下げるよ
りも分派率を向上させて排砂単価を下げる工夫が

重要である。効率的な土砂の分派が可能となるよ
うな分派堰の構造検討が望まれる。

6．トンネル内の摩耗量に関する感度分析

先のケーススタディでは、対象流量が大きく急勾配
のケースには、設計流速が20m/s以上となる可能性が
あることがわかった。

一方、排砂バイパスの事例で、最大の設計流速はA
ダムの15.8m/sであり、上記のとおり、トンネル内流
速が20m/sを超過するようなケースでは、トンネル内
の摩耗対策に留意する必要があると考えられる。

本章では、Bダムの単独案（Aルート）を対象に、バ
イパス土砂量（トンネル流量）を一定にした状態で、
摩耗量に対する“トンネル勾配”ならびに“土砂粒径”
の感度分析を実施し、バイパストンネルの摩耗量に関
する考察を行った。
a）感度分析
■検討ケースの整理

感度分析のパラメータは、「トンネル勾配」および「土
砂の粒径」とする。単独案（Aルート）を対象に、下

図-5 本川単独案（Aルート）の費用内訳

 

表-8 本川単独案必要費用・排砂単価の感度分析検討ケース

図-6 対象流量の感度分析結果

図-7 粗粒土砂の分派率の感度分析結果
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感度分析の検討ケースを設定した（表-9）。感度分析
の検討結果も、同表に示す。

■検討結果
・ トンネル勾配の影響は、今回想定した範囲では、

年間摩耗量［深さ］6 〜 14mm/年程度、年間摩耗
量［総体積］180 〜 320㎥ /年程度である（図-8）。

・ バイパス土砂粒径の影響は、今回想定した範囲で
は、年間摩耗量［深さ］7 〜 11mm/年程度、年間
摩耗量［総体積］200 〜 270㎥ /年程度である（図
-9）。

・ 上記の摩耗量の変動範囲は、年間維持補修費に換
算すると、下記のとおりとなる（トンネル勾配の
影響が比較的大きい）。
−　�トンネル勾配： 9,000 〜 16,000千円/年の変動

幅
−　�バイパス土砂粒径：10,000 〜 14,000千円/年の

変動幅
・ 本検討では、トンネル勾配が1/30（基本ケース）

より急となる場合に、年間摩耗量の増加量が大き
くなる結果となった。また、土砂の粒径が4.0mm

（基本ケース）より大きくなる場合に、摩耗の増加
量が小さくなる傾向がみられた。

⇒ バイパストンネル配置計画時にはトンネル勾配と
それに伴う流速に留意することが重要である。

7．まとめ

本稿では将来ダム貯水池堆砂問題の有用な対策案と
して期待される工法の一つである排砂バイパスについ
て、「計画」、「設計」、「管理」の3つの観点をもって検
討を進めた。既設ダムを対象にケーススタディを実施
し、新たなコスト縮減策等の課題を抽出した。

今後は外国の最新事例を収集し、バイパス設計流量
の設定方法や、摩耗対策に関する取りまとめを行うな
ど、排砂バイパスの設計体系化に向けてさらに検討を
進めていく。
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年間摩耗量
[深さ]
(mm/年)

年間摩耗量
[総体積]
(㎥/年)

年間
維持補修費用
(千円/年)

7.4 1/37 17.1 4.0 9.1 236.4 11,818

1/20 6.6 1/20 21.4 4.0 13.6 315.1 15,753

1/30 7.2 1/30 18.3 4.0 10.2 257.8 12,889 ○

1/37 7.4 1/37 17.1 4.0 9.1 236.4 11,818

1/50 7.9 1/50 15.2 4.0 7.3 202.4 10,121

1/60 8.2 1/60 14.2 4.0 6.5 187.1 9,354

0.5 7.4 1/37 17.1 0.5 7.8 202.6 10,130

2.0 7.4 1/20 21.4 2.0 8.6 223.4 11,169

4.0 7.4 1/37 17.1 4.0 9.1 236.4 11,818 ○

8.0 7.4 1/37 17.1 8.0 9.6 249.4 12,468

20.0 7.4 1/50 15.2 20.0 10.3 267.5 13,377

※バイパス流量：500（ｍ3/ｓ）、トンネル延長3,510（ｍ）、バイパス土砂量（ｍ3/年） ○：基本ケース

基本ケース
単独案Aルート

トン
ネル
勾配

土砂の
粒径

トンネル
径
(m)

トンネル
勾配

設計流速
(m/s)

バイパス
土砂粒径

(mm)

摩耗量

表-9 摩耗量の感度分析結果
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図-8 トンネル勾配の影響分析

図-9 バイパス土砂粒径の影響分析


