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ダム浚渫における水圧吸引工法の技術
Technique of Hydro Suction Dredging on Dam Reservoir
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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と下流への土砂還元が重要と
なってくる。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に
おいて、平成 13 年より土砂の排除方法の一つとして、ダムの持つ自然エネルギー（高低差）を利用して堆
積土砂を下流還元する方策の一つである水圧式土砂吸引システム（HSRS）の開発に着手した。最初は吸引
管を水平に埋設する形式のマルチホールサクション排砂管工法（MHS 工法）の開発を行った。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。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を把握し、また粘性が高
く透水性の低い土砂に対する吸引対策として連続離散型スリット形式への改良を進めた。平成 27 年、28 年
には高土圧下における連続離散型スリット形式の開閉装置の動作確認や最適な開閉タイミングについて検討
を行い、実機に向けた実験を一通り終えた。
本稿では、MHS 工法、VMHS 工法の検討成果の整理を行うとともに、今後のダム浚渫における吸引工法
の適用性拡大策に向けた将来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、吸引工法、MHS工法、VMHS工法、適用性拡大
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. The check of operation and the optimal opening-and-closing
timing of the opening-and-closing equipment of continuation dispersion type slit form was considered under the higher soil
pressure in 2015 and 2016, and the experiment towards utilization was finished briefly.
In this paper, while arranging the examination result of the MHS method and the VMHS method, the future view towards
the applicability expansion measure of the suction dredging against the dam reservoir sedimentation is stated.
Key words：reservoir sedimentation management, suction dredging, multi hole suction pipe method(MHS), vertical multi
hole suction pipe method (VMHS), applicability expansion

１．はじめに

り、閉塞しない程度の高濃度土砂輸送が通例であった。
従って稼動安全率は高いが、エネルギーの観点からは
決して経済的であったとは言えない。

一般に、浚渫方法はグラブ浚渫とポンプ浚渫に二分
され、ポンプ浚渫に代表される管路土砂輸送では、高

しかし、例えば近年のダム堆積土砂の排除技術の研

濃度による流速低下に伴う閉塞などの問題が生じな

究では、今まで主流であったポンプ動力に代わって、

いように高エネルギー（高揚程、高流速）の運用とさ

環境配慮の観点から、自然エネルギーである水位差を

れ、経済性の観点から特に環境上の配慮事項がない限

利用したり、排砂効率が多少低くても低濃度で安定し
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ルトや粘性分を含有した土質や対象土厚の適性限界を

た排砂を目標とする技術開発も見られるようになって
きている 。低濃度排砂は、下流河川への土砂還元の

確認し、現地適用に向けた対策としてスリット式吸引

観点からも望まれる技術である。

口について提案してきた。

1）

ダム堆積土砂の下流河川への還元に関連する運用条

本報は、これまでの吸引工法の開発成果の整理を行

件の制約等から比較的低濃度の排砂が許容される場

うとともに、今後のダム浚渫への実適用に向けた課題

合、環境負荷の観点からも低エネルギー（低揚程、低

について考察を行ったものである。

流速）で、稼動安全率は若干低くなるものの低コスト

2．吸引工法について

の土砂排除システムが望まれることとなる。
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において、

（1）ダム浚渫における開発コンセプト

平成 13 年より水圧吸引式ダム堆積土砂排除システム

ダムの堆積土砂対策としての浚渫工事は、ダム周辺

の一つであるマルチホールサクション排砂管工法（以

に土砂の仮置き場所や有効利用先が少ないことが多

下、MHS工法）
（図-1.1）を開発してきた。MHS工法

く、遠方まで運搬することにより処理コストが高くな

とは、ダム湖内外の水位差を利用して排砂管内に水流

るなどの問題が少なからず顕在していた。そのような

を発生させることで、管内に生じる負圧により排砂管

中、流砂系一環の総合土砂管理の概念が提唱され、ま

上に堆積している土砂を吸引し、浸透崩壊とパイピン

た環境配慮からよりエネルギーの小さいダム堆積土砂

グ原理により、土砂の弛緩と連鎖崩壊を引き起こし、

対策が望まれていた。このような背景の中、吸引工法

連続して排砂を行う吸引工法である。

の開発が検討されてきた。当時の吸引工法の開発にお

開発過程において平成 21 年に行った現地実物大実

けるメリットとしては以下があげられる。

験の結果より、排砂管上部では高土圧の場合にアーチ

・動力を極力用いない（ダム湖水面と下流河川との水

アクションによる土砂の自立により、堆積土砂の吸引

位差を有効利用できる技術）

が停止するという知見を得た。そこで、同工法に対し

・土砂処分上の問題と総合土砂管理の観点から、ダム

て継続的な吸引性能を向上させるために、堆積土砂内

堆積土砂を下流還元できる技術

に水平に埋設する吸引孔を有する排砂管を鉛直配置さ

・吸引工法は大量の水を利用するため、平常時の稼動

せた鉛直埋設吸引管排砂工法（以下、VMHS工法）に

は難しいが、洪水時であれば豊富な水量を利用する

改良し（図-1.1）
、平成 23 年から平成 26 年にかけてシ

ことが可能
・洪水時の短時間に大量の土砂を下流に還元できる技
術
・洪水時に安全に作業できる技術
・平常時排砂の場合は濁水問題が課題となるが、洪水
時であれば大きく問題にならない
（2）吸引工法の開発
吸引工法には、吸引口を予め堆積土砂内に埋設して
おく固定式排砂管を利用した方法（固定式）と、土砂
吸引口の部分を移動させる方法（移動式）の大きく 2
種類に分類されている。ダム堆積土砂の下流還元を前
提に、下流環境へのインパクトを考え洪水時の稼働を
基本とするが安全かつ確実な稼働が必要である。移動
式は従来の浚渫技術であり堆砂表面からの吸引である
ため障害物回避が比較的簡易である半面、洪水時に作
業船を浮かべるため作業安全性の確保が重要となる。
一方、固定式は事前に吸引管を埋設しておくため洪水
時の湖面での作業はないが、堆積土砂の固結による吸
引不能、高濃度や障害物等による吸引口や管路内の閉

図-1.1 MHS工法およびVMHS工法のイメージ図

塞対策が課題と考えられている。各方式とも課題があ
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るものの水位差以外の動力も使用可能であるため、ダ
ム貯水池だけでなく河道や海岸域などの水頭差が確保
できない場所など適用範囲の拡大が期待できる技術で
ある。このような背景の中、水圧式の吸引工法の検討
を始めた。
①水平埋設型の水圧吸引式土砂排除工法の開発
平成 13 年度から固定式吸引工法の検討を開始した。
当初は、吸引メカニズムの中で課題の多い堆砂を吸入
する部分（吸引口）について、室内模型実験により検
討を行い、現在開発している工法の原案となる吸引管
を水平に埋設する水圧吸引土砂排除工法を提案した。

写真-2.2 実験池内の吸引部の様子

平成 14 年度は、平成 13 年度の補足実験を行い、吸
入理論モデルを検討するための基礎データを取得する
とともに、管内閉塞回避や吸入範囲拡大方策について
も実験による検討を行った。
平成 15 年度からは、管内閉塞回避の補助機能とし
て上流部に吸水口を付加したタイプをMHS排砂管工
法（図-1.1）と名付け、その土砂吸入メカニズム理論
を構築した。同時に吸入範囲拡大方策となる吸砂口の
開閉制御や吸砂口付近の高圧水噴射の有効性を確認し
た。また室内実験結果より、吸引部の損失を考慮した
1 次元管路の水理モデルを構築した 2）。
さらに、実験の縮尺効果、水理モデルの実スケール
適用性、MHS工法の実際の貯水池への適用性を確認

写真-2.3 排出の様子（排出口）

するため、平成 16 年度には長野県の天竜川水系三峰
川にある美和ダム湖内にて、美和ダムの堆積土砂を対

②水平埋設型の改良

象とした現地スケールの排砂実験を実施し、その適用

MHS排砂管工法は、吸引により出来た間隙に管上

性を確認した（写真-2.1 〜 2.3）。これらの成果を整

方の土砂が浸透流により崩され流入してくることを期

理し、貯水池の状況、排砂管の敷設レイアウト、使用

待するものだが、平成 20 年に応募採択され平成 21 年

できる水位差、堆積土砂の土質性状などの基本的条件

に実施した現地実証実験において、地盤条件や吸引土

3）

による概略設計手法を確立した 。

砂が高土厚になると、アーチアクションが生じること
により管上方の堆積土砂が自立し崩れてこないことが
課題となった（写真-2.4）。
そこで平成 23 年度より、吸引土砂が高土厚の場合
にも土砂崩壊を促進し安定した吸引を可能とするた
め、吸引口を鉛直方向に配置することにより各吸引孔
が分担する吸引土厚を薄くした鉛直埋設吸引管排砂工
法（VMHS工法）を提案した（図-1.1）4）5）。平成 21 年
度は、硅砂を対象とした小規模吸引実験を実施し、吸
引口を鉛直に配置することで、表層に近い吸引孔か
ら順次、標高の低い吸引孔へと吸引が移行し、アー
チアクション対策として機能することを確認した（写
真-2.5）。この工法が水平型と比べ有利な点としては、
①高土厚を何層かに分けて吸引できる、②管内流の方

写真-2.1 実験装置全景（美和湖内）

向と土砂の流入方向が同じで吸引時の抵抗が少ない、
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写真-2.4 アーチアクションによる吸引不調の様子
（現地実証実験の吸引口上堆積面状況）

写真-2.6 中規模吸引実験施設

写真-2.7 スリット式吸引部による排砂後地形（中規模実験）

写真-2.5 VMHS工法の吸引状況

③鉛直吸引管沿いに水道が形成されても土砂を崩す方
向に作用する、などが挙げられる。
その後、排砂実験のスケール効果と実ダムへの適用
性を確認するため、中規模室内排砂実験を実施した（写
真-2.6、2.7）
。実ダム堆積土砂では砂分だけでなく
シルトの混入も多く、吸引に対する抵抗が大きくなる。

図-2.1 吸引口形式概略図

その対策として、連続したスリット形式の吸引口を堆
積面表層まで設けることで、細粒分が多く透水性の低

質土および砂質土に一定割合の細粒分を含有させた混

い土砂でも表層の開放された吸引部からの流れによる

合土砂を対象として、適用可能な吸引口形式を検証す

せん断力で、表層土砂から吸引が進行することを確認

るため、土厚 60cmの小規模排砂実験を行った。その

した。

結果、連続スリット形式の優位性が認められた。平成

さらに実際のダム堆積土砂では粒度分布や含水比が

26 年度においては連続スリット形式の他、連続離散

深度方向で異なり、含水比に応じてせん断力に対する

型スリット形式（引上方式、回転方式）の吸引実験を

破壊限界が変化することから、平成 25 年度には、砂

行った（図-2.1、写真-2.8）。その結果、5%以下の細
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写真-2.9 離散型スリットによる吸引後土砂形状
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写真-2.8 実験で使用した離散型スリット吸引管

0.0
1.6 0.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1.2

P

粒分含有率の砂質土に対し、連続離散型スリット形式

1.0

（引上方式）が吸引性能、運用面ともに他吸引口形式

0.8

に対し、優位であることを明らかにした（写真-2.9）6）

0.4

7）8）

。

0.0
0.20 0.0

③設計マニュアルの整備
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吸引性能が管内流速に依存している吸引工法では、
水平型も鉛直型も吸引力は同等であり、水平型を対象

0.15
0.10
0.05

にしてこれまで実施してきた実験結果等の知見から設

0.00

計マニュアルを作成、公開している 2）。その中では、
水平型を対象に吸引部の損失を実験からモデル化した
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図-2.2 モデルによる管内諸元の推定例（VMHS工法）

水平型の 1 次元管路の水理モデルを構築している。こ
のモデルを鉛直型の吸引・輸送状態に適用した例を示
す。なお，排出濃度については提案式（1）9）の平均値

適用例を図-2.2 に示した。管内流速、管内圧力水
頭、排出濃度とも概ね良好に推定できていることがわ

として評価した。

｛

かる。従って、設計としては本モデルより求まる吸引
− 13

− 1.8

0.8

− 0.2

外力を用いることができるが、課題としては対象土砂

CV＝ 5.09 × 10 ν V D ：上限（堆積流）
（1）
− 14
− 1.8 0.8 − 0.2
8.91 × 10 ν V D ：下限（浮遊流）

の性状のモデル化まではできていないことがあげられ
る。

ここに，CV：排出濃度，ν：水の動粘性係数，V：
管内流速，D：管径，である．
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3．現状の吸引工法の課題

ヤードの確保が難しいことが多いこと、陸揚後に有効
利用する場合でも運搬コストがかかること、下流還元

吸引工法の開発は、当センター以外にもいくつかの

を実施する場合でも堤体下流の置土場の確保や洪水時

団体、企業で実施されていたが、同じ課題に直面して

しか還元できないため還元量が制限されること、置土

いるものと思われる。

場までの運搬コストも更に検討が必要な部分である。

一つは、対象となる堆積土砂の粘性の問題であると

4．ダム浚渫への適用性拡大方策

思われる。砂質中心であれば、水圧吸引工法でも十分
実用化が期待できると考えているが、シルトや粘土成
分の混入が増えると、堆積土砂が自立して浸透崩壊し

ここでは、実際のダム浚渫において適用するための

なくなることと、安息角が大きくなるため固定式の吸

適用性拡大方策について考察を加える。

引工法のように点排砂では浚渫量が少なく、吸引設備

まず一つはシルトや粘性土が対象となる場合の課題

の面的な展開あるいは深さ方向への能力増強が必要と

についてであるが、最初に述べたように、吸引工法の

なる。ただし深さ方向への展開は、VMHS工法開発で

開発は環境に配慮して自然エネルギーを利用するとい

記載したように、高土厚となると浸透崩壊を起こさな

うコンセプトで進めてきたが、従来のポンプ浚渫と同

い確率が更に高まることになり、浚渫量減少のリスク

様に動力を付加することで吸引力を増強したり、管路

が問題となる。

輸送距離を延長することが可能である。場合によって

もう 1 つは堆積土砂内に混在する流木や木切れ等の

は、堆積土砂を強制的に崩す仕組み（例えばカッター

塵芥対策である。洪水時の吸引工法稼動時に上流から

や高圧ジェット水の併用）も導入可能となる。動力を

流入してくる塵芥については砂防ダムのようなスク

付加することで運用コスト増につながるが、限られた

リーン設備や通常の浚渫工事で用いられる汚濁防止幕

洪水時に安定して稼動するためには十分検討の余地が

や防止枠などの併用によりある程度回避できるものと

ある方策と考えられる。塵芥対策としてもある程度の

考えられるが、既にダム湖内に堆積している土砂内に

ものは吸引できる、あるいはカッターで粉砕できるこ

混在する塵芥については、吸引口周辺に塵芥が集まっ

とも付加価値として考えられる。

てくると土砂の吸引を阻害することがわかっているこ

次に、確実な塵芥対策を考えると二段階システムが

とと、仮に吸引口周りにスクリーンのような対策を設

考えられる。これは、平常時に浚渫作業（ポンプ浚渫

けてもスクリーン自体が塵芥により目詰まりを起こす

でもグラブ浚渫でも可能）を行い、塵芥処理も通常の

ことが考えられ、今のところ効果的な対策が見つかっ

浚渫作業と同様に行うが、塵芥処理後の堆積土砂は湖

ていない。通常の浚渫では、掘削した堆積土砂中にあ
る塵芥を抽出し、僅かであるが有効利用している事例
もあるが、大半は陸揚し産業廃棄処分をしていること
が多い。
また堆積土砂についても、ダム周辺に仮置場となる

図-3.1 吸引工法で吸引部に混入した塵芥の例 10）
（天ダム再編事業 恒久堆砂対策工法検討委員会資料から抜粋）

図-3.2 塵芥対策のための 2 段階排砂イメージ 11）
（総合土砂管理研究フォーラム資料より抜粋）
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業となるのでコスト増となるが、塵芥の確実な処理を
考えると現実的な方法であると考えられる。この方法
であれば、下流還元土砂の質と量の確実性が高まるこ
とが期待できるが、ダム湖内仮置場の確保や、必要で
あればその構造なども検討する必要がある。

5．おわりに
ダムの持つ自然エネルギーを利用した水圧吸引式土
砂排除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辺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。
VMHS工法を有効な堆砂対策の一つとして実用化
させるための課題としては、ソフト面として吸引シス
テム設置箇所にどのような手法で適用可能な性状の土
砂を堆積させるか等、貯水池全体設備の運用計画立案
も必要となってくる。
元来、水圧式吸引工法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関係者を含む、開発に携
わってきた多くの方々の御協力の成果である。ここに
至る経緯に謝意を表すとともに、今後も引続きの御協
力をお願い申しあげる。
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