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提言

人類が造り出した最も偉大な構造物
ダム貯水池―――――

―――――

財団法人 とっとり政策総合研究センター 理事長

道上 正

（前 鳥取大学長）

1. 自然は時には無慈悲である

このように現代社会は水を極限まで利用しているので、

今年の夏は雨が少なくて、西日本ではどの地域も河川

渇水時には水利用の面でいろいろな障害が現れる。その

からの取水制限について話し合われる委員会が作られた。

渇水の頻度は、平均して10 年に一度起こっているが、そ

その中で最も深刻であったのは、瀬戸内海地域であり、

れを救う切り札は、社会的制約を課さないとすれば、ダ

香川県のいくつかの市町村では夜間断水も止むを得ない

ムによる洪水の貯留しかありえない。一部のマスコミで

という段階まできていたが、天の恵みかまとまった雨が

はやし立てられている森林、いわゆる「緑のダム」では

あって、夜間断水だけは免れた。そのときの四国の水が

到底水不足を救う「切り札」にはなりえないし、一部の

めである早明浦ダムの貯水率は、8 月19 日には0%に達

都市地域を除くと、山は豊富な森林で覆われているが、

していたが、この恵みの雨のため、22 日には６%まで回

渇水時には水は不足し私たちを悩ませる。

復した。このような渇水対策委員会ができて、本格的な
取水制限の割り振りや渇水対策についての議論が白熱す

2. 自然は決して優しくない

ると、雨乞いの呪文のように天に響くのか、まとまった

昨年は今年と違って台風が10 個も日本列島に上陸し

雨が来て、この会合も一件落着という形をとって収束す

て、多雨をもたらした。この10 個の台風の上陸数は、平年

る。だから、なかなか本格的な渇水対策ができない。

の４倍に相当する。いくら雨が天の恵みとはいえ「過ぎた

本格的な渇水対策として期待できるのは、まず私たち

るは猶及ばざるが如し」のように、台風などが運んでくる

の水使用量の削減である。これには、生活用水、工業用

雨が多すぎても、私たちの生活は大きな支障をきたす。

水、農業用水等があるが、生活用水を削減するには私た

昨年は洪水災害も多発して、全国で200 名以上の死者

ちのライフスタイルを変えて、快適性や利便性を少し我

行方不明者を出している。これは、最近の風水害による

慢しなければならない。しかし、現在の社会に生きる私

死者行方不明者数の数十名と比べれば、近年にない甚大

たちにとって「我慢」することが最も難しい。なぜなら

な人的被害であるが、私たちも自然の脅威を科学技術で

ば、私たちがどっぷり浸かっている市場経済社会は、こ

押さえ込んだと過信していたのではなかろうか。

れでもか、これでもかと私たちの欲望をかきたてる製品

前号によれば、昨年は洪水調節ダム463 ダムで、延べ

やイベントを創り出す。私たちの生活で、水の使用だけ

933 回の洪水調節を実施している。このような洪水調節

を抑えることはなかなか難しく、昭和40年当時の使用量

ダムの活躍によって全国的に洪水氾濫が抑制されたり、

と比べると、現在は1.5倍に増加している。

あるいは洪水被害が軽減された。

工業用水の削減であるが、企業の努力によって工場に

昔よく「ダムの過放流」あるいは「ゲートの誤操作に

おける水の循環システムを完成させて、使い捨ての水、

よる洪水災害の激化」などの見出しが新聞をにぎわした

言い換えると工場廃水を極力低減させてきた。そのお陰

が、昨年はそんな記事は一度も目にしなかった。これは

で、現在の使用量は昭和40 年当時と比べると、20 ％余

ダムの効用が一般によく理解されてきたことや適切な操

り低下している。

作がなされたことの証拠であると思うが、私たちも自然

農業用水は昔からの慣行水利権で守られていて、減反
などで水利用が落ちているけれど、これを調整すること
は容易でなく、昭和40 年当時とほとんど変わらない。

を注意深く観察して、自然の変化を敏感に察知しなけれ
ばならない。
1900 年からの100 年間の年降水量の変化を見ると、ト
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レンド的にはわずかながら減少している。この少雨化現

し強い降雨があれば、畑の土壌が流れ出し、渓流やダム

象があるにもかかわらず、この40 〜50 年間では少雨の

湖を真っ黒に染めた。これはまったく予期せぬことであ

年と多雨の年の年降水量の変動が大きくなってきている。

ったが、畑での大根の作り方や畦・畝それに森林の残し

この原因は温暖化に起因しているとも言われているが、

方などを工夫して、なんとかこの濁水問題を解決した。

社会を不安定化させる要因になってきた。

設時と完成後の環境評価を行っているが、どうもここに

る洪水の激化である。とくにこれは中小河川で頻発する

は猛禽類のクマタカがいそうだという専門家の意見に従

ことが予想されるので、この防止対策は「緑のダム」で

って、野鳥の調査を開始した。クマタカの調査に３〜４

はなくて、
「洪水調節のダム」に頼るのがもっとも現実

年の歳月をかけてその実態の把握に努めてきた。その結

的であり、かつ効率的であると思う。

果、クマタカの生態、例えば、営巣、抱卵、子育て、雛

ただし、
「ダムの建設」だけが洪水対策のすべてでは

の巣立ちなどがよく理解でき、専門家の意見と調査結果

ないので、あらゆる観点から検討を加え、バランスの取

に基づいて地形の改変・工事の騒音などを極力抑えるよ

れた洪水対策が立てられなければならない。その中に、

う、設計変更や工程管理の変更をこまめに実施した。

既存のダムの効率的な運用や、ダム堆砂によって貯水容

あるときは雛が無事育って、巣立ちをしたときは皆で

量が減少しているダムの機能回復も大きな課題である。

拍手をして祝った。またあるときには待てど暮らせど雛

3. ダムは最大の人工構造物
エジプトのピラミッド、中国の万里の長城、仁徳天皇

が孵らず、落胆したこともあったが、よく考えてみると、
人でも子供のできない夫婦がいるように、クマタカの世
界でも常に雛が生まれるとは限らないことを知った。

陵など、古代から土木構造物の中には巨大なものが含ま

昨年は台風の強い風のため巣が落ちてしまって、子育

れており、為政者の威厳を保つために造られたものも少

てに失敗した。決して自然や自然の慣わしは優しいもの

なくないが、民生の安定に役立つように創造された土木

ばかりではなく、厳しい環境の方がより一般的のように

構造物も多い。

思われた。

現在の社会で造られる構造物の中でも、もっとも大き

最近では工事現場も、クマタカに悪影響を与えないよ

な構造物はダムではなかろうか。だから費用も巨額であ

うに大変気遣っている姿はすばらしいが、マニアックな

るし、効用も非常に大きく、周辺に与える影響も大きい

写真家や野鳥の同好会の面々が所かまわずこのような貴

ので、ダム建設にあっては慎重な検討が必要であること

重種を追いかけ、自己中（虫？）になって、クマタカな

は言を待たない。

どをいじめていることは嘆かわしい限りである。

最近では、ダム建設に関しては、環境アセスメントを

巨大構造物を造るときは、多面的な環境評価がなさ

するのが常態化しているが、私が最初にかかわってきた

れ、評価の結果によってはその構造物の建設を中止する

昭和50年頃は、アセスメントのマニュアルがなかったの

こともありうるという風土になってきた。したがって、

で、手探りでアセスメントの項目を立てて、環境評価を

しっかりした計画に基づいた巨大構造物の建設でありた

行ってきた。それ以来、8 ダムのアセスメントにかかわ

いし、その最前線がダムであると考えている。

ってきたが、一番困ったことというか困惑したことは、
アセスメントのときには何の問題もなかったが、ダムが
建設されてから10 年ぐらいしてダム上流域の地形の改変
が起こったことであった。
数軒の農家がダム上流域で高原大根の栽培を始めた。
そこでは森を切り開いて、大根を栽培したため、大根が
大きくなる前はむき出しの裸地となっていた。そこに少

2

最近のあるダムでは、環境検討委員会を作り、ダム建

その一つに、多雨年の集中豪雨の発生頻度の増加によ
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堆砂対策特集

独立行政法人 土木研究所 水工研究グループ
ダム水理チーム 上席研究員

柏井 条介

1. 対策検討技術の進展

対策実績に基づく各種対策方法に関する知見の蓄積で

管理ダムの堆砂が進行し、何らかの堆砂対策が求め

ある。両者を利用することにより、各種堆砂対策の費

られた状況を想定する。堆砂対策を検討しなければな

用対効果の検討、下流河道への影響評価が（まだまだ

らない訳であるが、いざ検討しようとすると何から手

の部分も多いとは言え）それなりの精度で実施できる

をつけていいか分からないという場合も多いと想像す

ようになり、当該貯水池に適切な堆砂対策の選定がよ

る。堆砂対策の検討手順を整理したものがないからで

り高い精度で可能になってきている。
今回、堆砂対策技術の課題と展望に関する原稿執筆

ある。
対策土砂量の絶対値が小さければそれほど悩むこと

の依頼をいただいた。ここでは、近年整備されつつあ

はないであろう。小規模生活貯水池のように集水面積

るとした将来予測計算の現状について、予測精度にお

3

ける管理ダムの優位性を含め簡単に述べる。また、各

3

合もみられる。こうしたダムでは数万m の掘削・浚

種堆砂対策手法について特徴を論じるとともに、筆者

渫除去を行えば将来100 年間、貯水池を支障なく利用

が考えている新しい方法について紹介する。管理に苦

することができる。難しいことは何もない。

労されている読者諸氏の参考になれば幸いである。

の小さい貯水池では、堆砂容量が数万m といった場

対象となる土砂量が多くなるに従って、悩みは大き

なお、堆砂対策手法については、費用も掛からな

くなる。費用がかかる、土捨場の確保も考えなければ

い、土捨場もいらない、環境問題も簡単に解決できる

ならない。下流に流そうとすれば治水や環境への影響

といった方法は、残念ながら今のところない。イメー

も検討しなければならない。こうした場合の検討手順

ジではあるが新しい方法を紹介した所以であり、今後

は、先に述べたように整理されていない状況にある。

の技術開発に期待するところも大きい。

しかしながら、検討ツールは徐々にではあるが整備さ
れつつあると思っている。筆者個人の考えであるが、

2. 将来予測計算

整理したものがないだけであり、検討手順についても

将来予測モデルは、堆砂対策の検討において、対策

（細部の問題はあるが）おおよその筋書きはできてい

後の堆砂予測及び下流河道の治水・環境予測に用いる

ると考えている。
整備されつつあると考えている検討ツールの一つは、

もので、堆砂対策検討において欠くことのできないツ
ールである。

堆砂及び下流河道の河床変動計算ソフトである。計算

将来予測モデルは、水と土砂の流れを同時に解く河

機の急速な発達により、粘土〜玉石に至る広範囲の粒

床変動計算モデルとして作成される。河床変動計算は

径分布を持つ河床変動計算が、比較的短時間で容易に

その名の通り、河床変動の予測計算に用いられてきて

実施できるようになった。これにより、対策効果の予

おり、河床構成材料の計算を主体に発達してきたもの

測が比較的高い精度で可能になってきている。ただ

である。貯水池堆砂の計算では、河床構成材料以外の

し、高い予測精度が得られるのは管理ダムにおいてで

微細粒子成分の占める割合が比較的大きいので、シル

あり、このことは後に紹介する。他のツールは、堆砂

ト、粘土といった微細粒子についても精度のよい計算
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を行わなければならないが、
（広く一般にという訳に

位低下操作によるフラッシングを行う場合には、上記

はいかないものの）できるようになってきていると考

計算モデルを用いた計算により、そのまま堆砂対策効

えてよい。ただし、発展途上でもあり、堆砂計算では

果及び下流河道への影響が計算されることになる。ま

粘土を含む微細粒子の再浮上条件の設定方法など、下

た、掘削・浚渫を行う場合には掘削・浚渫エリアを設

流河道計算では水棲生物への影響を検討するための小

定し、その部分で計画の土砂量を除くことで将来の堆

規模の河床及び河床材料変化の予測方法など、個別に

砂形状が予測されるなど、堆砂対策方策に応じて将来

対応すべき部分も多く残されている。

の堆砂形状を予測することができる。

適当なモデルがあるとして、具体的計算を進めるた

こうして検討される堆砂対策後の貯水池内堆砂は、

めには上流端断面を流下する土砂量を設定する必要が

貯水池内に分布を持ったものとして与えられる。従来

ある。新設ダムの予測計算では、この段階で予測精度

の堆砂計画では、堆砂面を水平とするのが一般的であ

上の大きな障壁を経験することになる。現在の河床構

るが、管理ダムでは精度のよい堆砂形状予測が可能で

成材料から予測できるのは、河道形状を決定づける比

あり、貯水池内分布を考慮した堆砂計画を策定するこ

較的大きな粒径の成分であり、細砂以下の粒径の通過

とが望まれる。

量を設定するのは困難である。また、ダム位置では露
岩が生じている河床、あるいは河床堆積厚の非常に薄

3. 堆砂対策手法

い河床も多くみられるが、この場合には大きな粒径成

堆砂対策であるが、誌上によく報告されているもの

分の流下土砂量の推定も困難になることが予想される。

として、土砂バイパスや先述の土砂のフラッシングが

出水によっては流砂量式に見合う土砂量が河床に存在

ある。これらは誌上でよく見かけるが堆砂対策の一般

しない状況が生じ得るためである。

的方法というには無理がある。すなわち、土砂フラッ

この点に関し、管理ダムでは精度のよい設定が期待

シングでは、水位低下操作が必要であり、フラッシン

できる。上流端断面の通過土砂量の積分値が貯水池内

グ及び貯水位回復に必要な十分な水量が確保できなけ

にあるからである。多くのダムで毎年の堆砂測量が実

れば利水・低水運用との調整が困難になる。また、土

施されているのがわが国の自慢であり、年毎の堆砂の

砂バイパスには迂回水路が必要となり、比較的大きな

変遷を知ることが可能である。ただし、将来予測計算

初期費用を必要とする。これらの方法は、どちらかと

に必要なのは粒径別の流下土砂量であるので、堆砂ボ

言えば特殊な事例と言うべきであろう。今後検証して

ーリングによる粒度組成調査が新たに必要になる。毎

いきたいと考えているが、筆者は、これらの方法は年

年の堆砂測量結果とボーリング調査結果を重ね合わせ

間の土砂処理量が数十万m 3 以上の大きな場合に有利

れば、粒径別の毎年の流下土砂量データ群を得ること

な方法ではないかと思っている。

ができる。一方、ダム管理データより対象期間の流入

堆砂対策の一般的方法は、やはり浚渫・掘削という

水量データが得られるので、両データ群をもとに流入

機械力によるものであろう。ただし、浚渫・掘削では

水量と粒径別流下土砂量の関係（例えば、流下土砂

処理土砂量が大きくなるに従って、費用が増大すると

量＝a ×
（流入水量）b として定数a、b を同定する）を求

ともに、浚渫・掘削後の処分が困難になってくるとい

めることができる。なお、微細粒子については貯水池

う問題がある。年間数十万m 3 以上といった大きい土

から流下している成分（つまり堆砂として存在してい

砂量を相手にする場合には、費用、搬出路・搬出先の

ない成分）も想定されるので、その分は計算モデルを

確保ともに問題が大きくなるであろう。土砂バイパス

用いる等により別途求め加算する必要がある。計算モ

やフラッシングとの適用上の棲み分けがなされると考

デルの検証は流下土砂量設定に用いた上記堆砂データ

える所以であり、ここで一般的方法としたのは、年間

により実施される。

数十万m3 以上が流入する貯水池はわが国では少数派と

堆砂対策として黒部川のダムに見られるような貯水
4
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堆砂対策特集

さて、費用と浚渫・掘削土の処分の問題であるが、

る必要がある。本排砂システムの実施例は今のところ

堆砂の有効利用が可能であれば、問題を大きく軽減す

ないが、原理的には難しいものではない（浚渫の動力

ることができる。有効利用は最初に検討されるべき事

にダム貯水池の落差を用いたと思えばよい）
。従って、

項であるが、大量の利用が期待できるのは建設材料と

適当な対象貯水池があれば、
（現地試験等が必要になる

しての砂や礫であり、シルトや粘土成分について期待

ものの）実用化のための時間もそれ程要しないものと

するのは難しい。堆砂の粒度構成は貯水池ごとに異な

思っている。

るが、シルトや粘土は平均的には堆砂の約半分を占め

貯水池内の仮置き・排砂に要する主たる費用は、管

る粒径成分であり、これらを無視した堆砂対策は恒久

路系の排砂システムの設置費用及び堆砂の湖内輸送費

的なものにはなり得ない。

用となる。排砂システムの設置費用は（特に重力式コ

近年では、掘削土を下流河道に仮置きし、出水時等の

ンクリートダムでは）それほど大きくないであろう。

ダムの放流により流下させる方法が実施されるように

また、堆砂の湖内輸送費用は船を用いることで比較的

なっており、誌上にも実施報告が見られるようになっ

安価になるものと思われる。放流水のエネルギーを用

ている。多くは下流河道の環境保全をその目的に持つ

いることができれば更に経済性を追求することも可能

ものとして報告されているが、堆砂対策の観点から言

である。筆者は、本方法は将来ある程度の一般性を持つ

えば、土捨場用地面積や運搬距離の縮減対策と捉える

ことが可能と考えており、現在、管路系システム入口部

こともでき、費用対策とも位置づけることができる。

形式を主たる対象に検討を進めているところである。

費用対策としてみた場合、仮置き場所はできるだけ

以上が、現在考えられる堆砂対策方法である。開発中

浚渫・掘削場所に近いのが望ましいが、運搬距離の短

の技術も含めて示したが、それほど多様な方法がある

いダム堤体の直下流などに、適当な広さを確保するの

訳ではない。更なる技術開発が期待される所以でもある。

は困難な場合も多いと考えられる。また、仮置きに必

なお、以上の記述において下流河道への土砂の排出

要な面積が大きくなれば、仮置きそのものが河川環境

（供給）は、濁水問題等に配慮し出水時を前提に実施す

に影響を与えることにもなりかねない。いずれにして

るものとしている。

も仮置きによる方法は経済的に処理できる土砂量がか
なり限定されるものと思われる。なお、
、貯水池上下流

1）土砂の吸引・輸送に関する技術

2）広いエリアの土砂を吸引するための技術

での流況の違い（つまり下流におけるダム建設による
流況変化）や元々の河道の土砂環境により、流入土砂量

2）-2 吸引口を移動させる

の全てが下流に還元できないことも考えられる。この
場合には、河道外におけるある程度の土砂処分を想定
する必要がある。河道外での処分の必要性については、

2）-1 吸引口に土砂を移動させる

河道に土砂を還元する全ての方法に共通の事項である。
吸引口

仮置き土に関する上記認識のもと、筆者は仮置き場
所としてダム堤体近くの貯水池を使えないかと考えて

図

洪水時排砂のイメージ

いる。堤体近傍の貯水池内に仮置きが可能であれば、
管路系の排砂システムを用い、出水時のダム放流に併
せた仮置土の排出が可能になる。管路系の排砂システ
ムは、スラリー輸送システムと同様のものであるが、

参考文献
1）柏井条介 堆砂対策によるダム貯水池の持続的利用
土木技術資料 47-1（2005）
2）柏井条介 最近の貯水池土砂管理について 第 15回ダム工学学術講演資料

所要の土砂を安定して排出するためには、管入口部に
工夫が必要になる。具体的には、浚渫施設のように入
口標高（又は平面位置）のある程度の移動を可能とす
リザバー 2005.9
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堆砂対策事例特集
既設ダムの堆砂対策は、貯水池保全・長寿命化、貯水池上流河川の河床維持、ダム下流への土砂供給等の目的のためにますます
重要になっており、堆砂対策手法が種々試みられ、また試験や研究が行われている。
堆砂対策手法の現状は、以下のようである。

堆砂対策手法

実施ダム名等

①掘削・浚渫により搬出し、
再利用や下流還元、土捨場処理

国交省直轄・水機構ダムで、管理中の121ダムのうち二風谷ダム、川治ダム等23ダムで実施中、
このうち
三春ダム、二瀬ダム等６ダムで下流還元試験を実施中。佐久間ダム等発電ダムでも多く実施されている。

②ゲート・排砂門等により洪水時
に排砂

黒部ダムと出平ダムで連携してゲート排砂しているほか、千頭ダム、泰阜ダム等の発電ダムでは排砂門等
から排砂している例がある。

③バイパストンネル等により洪水
時に迂回排砂

旭ダムで実施しているほか美和ダムが新たに完成した。

以上の手法により実施しているダムのうち、ダム管理所に参考となる代表的ダムの事例を８ダム紹介していただいた。

2. 宇奈月ダム・出し平ダム連携排砂の概要

＊

1. 黒部川における連携排砂の必要性
黒部川は富山県東部を流れる一級河川で、日本有数
の急流河川であるとともに、上流域からの土砂流出が
極めて多いという特徴を有しており、多くの土砂災害
も引き起こしてきた。しかし近年は、河川流況の変化
などにより、上流部の土砂が河口まで運搬されず、海岸
部においては著しい海岸浸食が進行している。
このため、黒部川では、土砂災害を防止する一方で、
河道の安定的維持や海岸の保全を図るため、安定的な
土砂流下を確保する総合的な土砂管理システムの確立
が非常に重要な課題となっており、そのための取り組
みの一環として排砂を始め、宇奈月ダム（H13 完成、
国土交通省）及び出し平ダム（S60 完成、関西電力
（株）
）において連携排砂を実施している。
（写真−1）

黒部川に設置されている宇奈月ダム、出し平ダムに
おいて、貯水池内の土砂堆積を軽減するため、また、
上流から流入する土砂を下流に流下させるため、2ダ
ムが連携して排砂を実施するものであり、平成13年度
以降の出水時において、毎年実施している。
連携排砂は、出来るだけダム貯水池に土砂を貯め込
まず、貯水池内の一定の河床形状を維持するために、6
月から８月までの間の洪水時に行うこととしている。
洪水ピークが過ぎた洪水の末期に、それぞれのダムの
貯水位を下げ、続いて、ダム堤体河床部に設置されて
いる排砂ゲートを開けることにより、ダム貯水池内を
湛水前の自然の河川状態（空虚状態）にし、河川の掃流
力のみによって土砂を下流に流す。
（写真−2）また、連
携排砂終了後には、下流河道内に細粒土砂が残ってし
まうことがあることから、各々のダムから一定規模の
流量を放流し、河道内に残された細粒土砂をフラッシュ
する操作を行う。

写真―2 宇奈月ダムの排砂中の土砂掃流
写真―1

宇奈月ダムの排砂状況（下流側）

3. 連携排砂に対する合意形成
連携排砂の実施にあたっては、漁業関係者をはじ
め、関係団体や関係行政機関の意見を聞いた上で、ダ

6
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ム・環境・生物・漁業などの専門家からなる第３者委
員会「黒部川ダム排砂評価委員会」で審議・評価をい
ただき、関係市町長や富山県などで構成する「黒部川
土砂管理協議会」において合意形成を図っている。ま
た、徹底した情報公開と広範な広報活動を行い、地域
の理解を得ながら実施している。

吐口

水路トンネル
標準断面図
3,800

分派堰、呑口

4. 連携排砂結果の評価
連携排砂時には、下流環境に及ぼす影響を把握する
ため、海域、河川、ダム貯水池及び黒部川から取水す
る用水路等において、水質調査、底質調査、水生生物調
査等を排砂実施前、実施中、実施後に実施している。こ
れまでの連携排砂については「黒部川排砂評価委員
会」から「全体的にみて、環境に対し大きな影響を及
ぼしたとは考えられない」との評価をいただいている。
また、連携排砂の実施前後で貯水池横断測量を実施し、
貯水池内の堆積土砂変化をモニタリングするとともに、
数値解析シミュレーションにより検証を行い、これま
でに得られた連携排砂による効果・影響と併せ、より
効率的な排砂方法等について適宜見直しを行っている。
＊

トン
ネル
（L
＝2
,35
0m
）

旭ダム

3,800

図―１

排砂バイパス全体平面図

（1） 堆砂に対する軽減効果
排砂バイパスが運用を開始した平成10年以降、年間
流入土砂量の約8〜9割が下流へ流下したと考えられる。
（2） 濁水長期化に対する軽減効果
バイパス運用前には50〜130日に及んで濁水が長期
化していたものが、運用開始後は年間10日前後と、バ
イパス運用による濁水長期化軽減効果を確認できた。
（千ｍ3）

（千ｍ3）
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図―2 堆砂量の推移

1. 排砂バイパス設置に至る経緯
160

日数（5ppm以上の濁度）

奈良県吉野郡十津川村に位置する関西電力旭ダムは、
昭和53年に完成した高さ86.1mのアーチ式ダムで、流
域面積は39.2à、総貯水容量は15.47百万ãである。
旭ダムでは、流域の崩壊地増加や大規模出水の発生
などにより濁水長期化や当初計画以上の堆砂進行も懸
念される状況となったため、これら諸問題に対する抜
本的対策として排砂バイパスを設置した。

上流測水所（呑口上流）

140

下流測水所（吐口下流）

120

日数差

100

バイパス運用開始

80
60
40
20
0
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H9
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H11

H12

H13

H14

H15
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年度

2. 排砂バイパスの概要
排砂バイパスは、平成6年に工事着手し、同10年より
運用を開始しており、運用後は高さ13.5m の分派堰、
最大通水量140ã/sのトンネルにより、流入量5ã/s
以上の出水時のバイパスを運用して、総流入量の約
60％を下流へ直接放流している。
運用効果は、以下のとおりである。

図―3 濁度測定結果（5ppm以上の日数）

3. 堆砂対策の現状と課題
これまでの環境調査から、排砂バイパスの運用によ
る濁水長期化や堆砂の軽減効果が確認できた。今後と
も調査･計測を実施する予定である。

リザバー 2005.9
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57年、58年の洪水で大量の土砂が堆積した。
（図−1）
現在では同41年に見直した有効容量を、かろうじて
保つ程度まで堆砂が進行している。

2. 堆砂対策の概要
運用時の吐口の状況

＊

関西電力株式会社 土木建築室 土木グループチーフマネジャー

1. 排砂バイパス設置に至る経緯
三峰川総合開発事業は、天竜川の最大の支川である
三峰川に位置する既設美和ダムの再開発と美和ダム上流
に計画している戸草ダムの建設を行うものである。
このうち、美和ダムの再開発は、美和ダムの治水・利
水の機能維持及び強化のため、貯水池堆砂掘削及び恒久
堆砂対策を行う。
美和ダムは、昭和34 年に旧建設省が建設した堤高
69.1m、流域面積311.1àの重力式コンクリートダムで
ある。再開発後には総貯水容量3,430万ã（現2,995万
ã）
、死水堆砂容量920万ã（現920万ã）
、計画堆砂年数
100年となる。平成14年現在の堆砂は、総貯水容量に対
して21％である。
天竜川の特徴は水とともに大量の土砂が流出すること
にある。昭和34年の美和ダム完成以降、同36年、47年、

貯水池掘削は平成14年度より開始し、これまでに陸
上掘削・ダンプトラック運搬の方法で約200万ãを湖外
に排出し、貯水容量の回復を図った。堆積土は付け替え
道路の盛土材や圃場整備事業等の公共工事に活用された。
恒久堆砂対策は、洪水とともに美和ダムに流入する土
砂を貯水池の手前で捕捉又は貯水池下流にバイパスさせ
ることにより、土砂流入による貯水池容量の減少を抑制
することを目的とするものである。美和ダムへの流入土
砂は細粒分（ウォッシュ・ロード）が多いという特徴が
あることから、粗粒分（掃流砂・浮遊砂）は貯砂ダム等
により貯水池上流で全量捕捉し、ウォッシュ・ロードの
みをダム下流にバイパスする計画となっている。配置図
と年間の土砂移動量を図−2、3に示す。
恒久堆砂対策施設の内、洪水バイパストンネルと分派
堰については、平成13年2月から工事に着手し、同17年
5月に完成した。

3. 堆砂対策の現状と課題
洪水バイパストンネル及び分派堰の完成に伴い、平
成17年6月から試験運用を実施している。

図―2

配置図

525

21
79
499

160
399
26

図―3 年間土砂移動量図

図―1 美和ダムにおける堆砂量等の推移
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685

126

（数値：千ã）

モニタリング調査は、排砂の効果の検証、下流河川環
境への影響の評価を目的としている。
モニタリング期間は試験運用開始後概ね5年間を想定
しているが、状況に応じて適宜見直すこととしている。
なお、洪水調節等のために貯水池内に洪水とともに流

堆砂対策特集
入するウォッシュ・ロードを貯水池下流に放流する湖内
堆砂対策施設については、現在施設設計を行っている。

写真―1 洪水バイパストンネル出口の試験運用状況
国土交通省 中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所 調査設計課長

＊

1. ダムの堆砂状況
お

し ら

り

6年、8年、10年、14年の４回に亘り137,526ãを、道営
圃場整備事業等により客土に活用された。
客土は、道営かんぱい事業（客土）及び担い手育成
基盤整備事業等で取り組まれ、堀削・運搬は、冬季の
落水期に実施されている。
貯水池敷地内に仮設道路を設置し、油圧ショベル
（バックホウ）等による掘削・積み込み、ダンプカー
による運搬・仮置きを行い、クローラーダンプ（小運搬
車）やブルドーザー等で團場内敷き均しを行っている。
この結果、客土材としての有効活用総量は618,230 ã
となり、単純平均では雨竜町水田面積 3,260haに対し
て約2Úの客土が行われたこととなる。

写真―1 掘削・積み込み状況（写真提供：雨竜町）

か

尾白利加ダムは、かんがいを目的としたダムで、昭
和41年に竣工したダム堤高31.8m、堤頂長233m、流域
面積87à、総貯水量10,979千ã、有効貯水量10,126千
ãであり、平成17年現在で39年を経過している。
累加堆砂量推移は次表のとおりであるが、平成15年現
在堆砂量は319千ãで、約37%の堆砂率となっている。
1,000
堆 900
砂
量 800
（千ｍ3）700

累加堆砂量
現在堆砂量

写真―2

3. 堆砂土砂有効活用の概要

600
500
400
300
200
100
S50

團場内運搬（写真提供：雨竜町）

S60

図

Ｈ元

Ｈ5

Ｈ10

Ｈ15

堆砂量の推移

客土への取り組みは、表土の改良を目的に始められ
たが、近年は「食の安全・安心」の観点から農産物の
付加価値を高めており、農家からも引き続き客土に対
する要望が出されている。
また、尾白利加ダムは比較的農地に近い立地条件に
あり、地域資源の有効活用として、今後も積極的な搬
出・利活用が期待される。

2. 堆砂土砂有効活用の概要
う りゅうちょう

当ダム周辺の雨竜町の水田は表土が薄く、客土が望
まれていた。尾白利加ダム堆砂土砂は流域内の山林か
ら流入しており、腐葉土が堆積し有機物を多く含んだ
土壌が水田客土材として着目された。このため、堆砂
土を昭和56年から同62年の７年間で480,704 ã、平成

リザバー 2005.9
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表-1
工
浚

1. ダムの堆砂状況
浜原ダムは、図−１のとおり中国地方最大の流域面
積を有する一級河川、江の川水系江の川の中流域に位
置する中国電力
（株）
の利水
（発電）
専用ダムで、昭和29
年に完成している。浜原ダムは、高さ19.0ｍ、総貯水
容量11百万ãで平成16年時点の堆砂率は約7%である。
当ダムでは、堆砂対策として、堆積土砂の排除を計画
的に実施しており、その概要を紹介する。

機種等

種
渫

主要機械構成
仕

様

浚渫台船
10.1m×21.4m
（ユニフロート台船） （積載能力 160ｔ）
バックホウ＋クラムシェル

1.0m3級

水上運搬

土運船（引船）

150m3積（300PS）

揚土・
陸上運搬

バックホウ

揚土1.0m3級
積込1.0m3級

ダンプトラック

11t積

船は汎用ユニフロートを使用時に組立てている。概算
工事費は、約1億円／年（平成12年以降）である。

バックホウ+クラムシェル

土運船

浚渫台船

写真―1

3. 堆積土砂排除の課題

図―1 位置図

2. 堆積土砂排除の概要
当ダムでは堆砂対策として平成2年以降10年間に約
74万ãの堆砂を排除し、平成12年度以降も貯水池内
への年間流入量1〜2万ã相当の堆砂を計画的に排除し
ている。
土砂排除工事の施工フロー、主要機械構成及び施工
状況を図−2、表−1及び写真−1に示す。
排除した土砂のうち砂・砂利は骨材として有効利用
（有効利用率：50 〜60 ％、有償引渡し）し、その他
（玉石、シルト）は土捨場に埋立処分している。当ダ
ムは山間地に位置するため、土運船は現地で建造し、
不使用時には現地に格納保管している。また、浚渫台
土運船
浚渫

浚渫台船
陸上運搬
有効利用
土捨場
水切
仮置
選別

水上運搬
揚土

図―2
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施工フロー

浚渫状況

土砂排除費用低減のため、土捨場に埋立処分してい
る土砂（玉石、シルト）の有効利用技術を確立し、そ
の有効利用率向上が課題である。
＊

中国電力株式会社 島根支社 土木･建築担当 専任係長

1. ダムの堆砂状況
利賀川ダムは、ダム高37ｍ、流域面積38à、総貯水容
量270万ãの重力式コンクリートダムで、昭和49年に
完成し、既に31年を経過している。
ダムの計画堆砂容量は135万ã、平成16年度末の堆
砂率が97.3％、有効容量内の堆砂率は22.2％に達して
いる。
年毎の堆砂の状況は、5年に1回程度の比較的大きな
出水
（洪水量60ã/sに対して100ã/s以上）
が発生した
年が9万ã/年程度、平年並の年でも、3万ã/年程度と
なっている。

堆砂対策特集
2. 堆砂対策の概要
利賀川ダムの堆砂対策として、これまでに貯砂ダム
の建設と貯水池内堆積土砂の掘削搬出を行っている。
貯砂ダムは、平成9年度に利賀川ダム上流約1Ü地点
に、ダム高7.5ｍ、堆砂容量2.3万ãの貯砂ダムを総事業
費351百万円で建設しているが、現在ではほぼ満砂状態
となっている。
堆積土砂の掘削搬出については、平成10年度の出水
（209ã/s）により貯水池内に異常堆積した約2.3万ãの
土砂を災害復旧事業等により貯水池内から掘削・搬出
したほか、最近では、同16年度に県単独事業により、
約1万ãの土砂を掘削搬出している。また、昨年の台風
23号でも異常堆積した約3万ãの土砂を今年度から災
害復旧事業により掘削搬出する予定である。

が堆砂することから、堆砂量を計画的に減らしていく
ためには、今後、年約2万ãの搬出が必要と考えている。
しかしながら、当ダムは山間僻地のため、下流への
土砂運搬に多額の費用が必要となることに加え、ダム
周辺はほとんどが保安林で、地形的にも多量の土砂を
処理できる場所が限られていることから、搬出土砂の
処理が最も大きな課題である。
継続的な土砂の搬出を図るため、現在、ダム周辺にお
ける比較的大規模な土砂処理場の確保について、関係
機関と協議・調整中であるが、仮に処理場を確保した
場合でも、年間3,000万円以上の事業費が必要となるた
め、事業費削減の観点から、砂利採取業者と連携した土
砂の有効利用策について検討中である。
＊

富山県 利賀川ダム管理事務所長

1. はじめに
写真―1 貯砂ダム

写真―2

貯水池堆砂状況

掘削した土砂はいずれも、出水の影響のないダム周
辺で処理しており、堀削から土捨場処理費用まで1ã当
たり1,500円程度になる。

3. 堆砂対策の現状と課題
排砂ゲートや排砂用バイパストンネルの建設等は、
費用面から困難であると考えており、当面はダム貯水
池や貯砂ダムに堆積した土砂の搬出と併せ、ダム上流
域での治山や砂防事業の促進を働きかけている。
土砂については、有効貯水容量内に年平均約１万ã

天竜川は、流域に急峻な山脈があり、かつ地質も中
央構造線等の各種断層を抱え、非常に脆弱で、土砂流
出の激しい河川である。
このような状況のもと、佐久間ダムをはじめとする
流域のダムの堆砂とダム下流域の河床低下等、海岸浸
食の進行等が課題となっている。
これらの課題を検討するため、関係機関及び漁協等
の協力のもと、下流域の河川管理者である国土交通省
浜松河川国道事務所を事務局に「天竜川土砂供給試験
協議会」を設置し、洪水流を利用した土砂供給を試験
的に行い、土砂を河道還元する場合の制約条件につい
てケーススタディした。

2. 土砂供給試験の概要
天竜川中下流域には、貯水池堆砂が顕在化している
佐久間ダム、秋葉ダム及び船明ダム（以上電源開発
（株）
）があり、これより下流河川には横断構造物が存
在していないことから、土砂移動の試験フィールドと
して極めて良好と判断される。
土砂供給試験は、平成10年に船明ダム下流右岸、平
成11年〜同13年には秋葉ダム直下流左岸に秋葉ダム貯
水池の堆積土砂を仮置きし、洪水時における流下状況
と下流河道への影響を把握した。
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①供給土砂
供給試験に使用する土
砂は、秋葉ダムの管理者
である電源開発（株）に
より、貯水池内河床維持
のため、グラブ浚渫船に
より採取された土砂が揚
砂場に仮置きされている
ことから、これより船明
ダム下流及び秋葉ダム下
流まで運搬し、河道内に
仮置きした。
試験に使用した土砂の
粒度分布は2.0㎜以上の礫
分が65 〜84 ％、0.075 ㎜
以下のシルト・粘土分は2
〜5％であった。
②河道仮置き
河道に仮置きした土砂
は、平水時では流下しな
い標高に敷土し、洪水時
の流量の増加に伴い順次
（侵食されて）流下する形
状とした。また、1年間に
2〜3回の出水で流下する
よう、仮置土が完全に水
没する天端標高とした。対象流量は、秋葉ダムのゲー
ト放流となる500〜1,500ã/sを想定した。

写真ー1 船明ダム下流土砂置き場

写真ー2

土砂流出後 （H10.9.21撮影）

流に還元し、5出水（最大4,455ã/s）により23,000ã
の土砂が流出した。残りの7,000ãは坂路として利用
したもので、流出しなかった。船明ダム貯水池の堆砂
測量では285,000ãの堆積があり、主要な堆積箇所は
船明ダム貯水池の死水容量内で、河道部での堆積傾向
は明確に確認できなかった。水質調査や河床材料調査
では、明確な差異は認められなかった。

3. 試験経過
平成10年から同13年にかけて実施した調査結果の概
要を以下に記す。
①平成10年度 船明ダムからの供給試験
秋葉ダムの掘削土砂10,000ãを船明ダム直下流に還
元し、4出水（最大3,078ã/s）により流出した。ダム
下流の約3Ü区間の横断測量の比較では、河床低下し
229,000ãの土砂が流出していて、還元土砂量の20倍
以上の土砂が動いたことになる。還元土砂量が河道内
の土砂移動量に対して極めて小さいため、土砂還元の
影響が判定できない状況であった。また、水質調査や
河床材料調査を合わせて実施したが、明確な差異は認
められなかった。
ただし、漁協からは、玉石の間に砂が詰まり、鮎の
育成等に悪影響があるとの意見があった。
②平成11年度 秋葉ダムからの供給試験
秋葉ダム貯水池の掘削土砂30,000ãを秋葉ダム直下

12
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写真ー3

秋葉ダム下流土砂搬入完了 （H11.9.15撮影）

写真ー4 土砂流出後 （H11.9.16撮影）

ただし、漁協からは、ウナギのすみかが砂により詰
まり悪影響が出ているとの意見があった。

堆砂対策特集
③平成12年度 秋葉ダムからの供給試験
前年同様20,000ãを還元し、3出水
（最大3,366ã/s）
により全て流出した。船明ダム貯水池の堆砂測量で
は、大きな変化は見られず、73,000ãの堆砂量の減少
が確認された。また、水質調査や河床材料調査、河床
状況調査を合わせて実施したが、明確な差異は認めら
れなかった。
なお、漁協からは、魚類等への影響の有無を明確に
する等、生物調査の実施をしたほうが良いのではない
かという意見が出された。
④平成13年度 秋葉ダムからの供給試験
前年同様18,000ãを還元し、
4出水
（最大1,511ã/s）
により全て流出した。また、横断測量を合わせて実施
したが、明確な堆積傾向の個所はなかった。水質調査
や河床材料調査、生物調査も実施したが、明確な差異
は認められなかった。
協議会での意見調整により、当面2カ年程度土砂供
給を休止して、土砂環境や生物環境について調査を実
施し、十分な現況把握をした上で、土砂供給を再開す
ることが決められた。
⑤平成15、16年度 環境調査
協議会の意見に基づき、平成15、16年度に環境調査
を実施した。
⑥平成17年度秋葉ダムからの供給試験
平成17年度も継続して環境調査を実施するとともに、
土砂供給試験を再開して、
雲名橋上流
（秋葉ダム下流）
に
20,000ãを仮置きし、
出水を待っている状況である。
今後出水があれば、藻類および魚類生息環境等の変
化を調査することとしている。

4.今後の課題
平成15、16年度と土砂供給を中止している間にも河
口西側の海岸を中心に浸食は進んでいる。
これまでの土砂供給試験の結果からは、供給土砂の
影響は毎年の洪水による影響に飲み込まれているよう
に見える。
今後、より細粒の土砂に粒径を変えたり、仮置き土
砂量を変えるなどにより、土砂供給試験を継続できる
ことを願うものである。
＊

国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 副所長

1. ダムの堆砂状況
独立行政法人水資源機構が管理する利根川水系下久
保ダムは、高さ129ｍ、流域面積322.9à、総貯水容量
130百万ãの多目的ダムで、昭和43年に完成した。堆
砂容量は100年間で10,000千ãを見込んでいるが、平
成16年末の堆砂量は8,057千ãで計画堆砂容量に対し
80.6 ％に達している。堆砂量は、流入量が500 ã/s
（当ダムの洪水流量）を超える出水時に大きく進行す
る傾向がある。

2. 堆砂対策の概要
貯水池保全事業として、平成 7 年度から貯砂ダム新
設工事に着手し、同12年度に完成した。この貯砂ダム
は貯水池内にあるが、貯砂ダム天端高さを洪水期制限
水位＋1.0mとしたことから、洪水期にはドライ施工に
よる掘削・搬出が可能である。これまで民間により堆
砂を採取（県による採取料は一部減免）
し、骨材として
有効利用を図ってきたが、これまでの搬出量は20年間
で231千ãに止まっており、堆砂の進行を食い止める
までには至っていない。このため、恒久的かつ大規模
な対策を行う必要がある。

写真―1

貯砂ダムでの掘削作業

新たな対策としてダム下流河川への土砂掃流試験を
平成15年度から実施している。この試験は、堆砂対策
と同時にダム下流河川の景観回復をテーマとしている。
下久保ダム下流の1.5Ü区間は、国指定文化財「名勝
及び天然記念物 三波石峡」に指定されているが、ダ
ムの土砂捕捉による河床低下等の景観変化対策が課題
となっているからである。
ダム下流への土砂掃流試験は、
貯砂ダム地点でバッ
クホウにより採取した堆砂をダンプトラックで運搬し、
ダム下流50ｍ地点の河川敷へ仮置きし、
年数回程度起
こる出水時に流水させるものである。投入量は1回1,000
ãで年間２回を予定しており、
平成15、
16年度に投入し
た4,000ãは、
ほぼ全量が下流河川に流下している。
こ
の投入作業には年間約5百万円の費用を要している。
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3. 堆砂対策の現状と課題
ダム下流への土砂掃流試験に対して地元からは「三
波石峡の景観が蘇った」と好評を得ている。これは、
土砂の流下による河床の再生や、これまで風雨にさら
され黒ずんでいた三波石がクレンジング効果によって
磨かれ、鮮やかな色合いを取り戻したことによるもの
である。ダム管理所では定期的に地元自治体や有識者、
地域住民に対して報告会を開催し、土砂掃流試験の効
果について情報を共有するとともに相互に理解を深め
ている。
ただし、現在の試験投入量は堆砂量に対して少量の
ため、貯水池機能維持対策として極めて不十分であり、
投入量の増量が不可欠である。今後の課題としては、
恒久的な貯水池機能維持対策とするため、洪水調節に
よる最大掃流力の低減と放流時間増加による1出水あ
たりのダム上下流における土砂移動量の変化を明らか

写真―2

ダム下流の空中写真

（ダム直下流が投入地点。モニタリング調査のため撮影）

にし、ダム下流への理論上の投入量を算出するととも
に、掘削・運搬作業能力と投入形状の条件から最大土
砂投入量を設定しなければならない。また、河川モニタ
リング調査も実施し、関係機関や地域住民との情報共有
及び意見交換による連携もますます重要と考えられる。
独立行政法人水資源機構 下久保ダム管理所 主幹

＊

堆砂調査結果
国土交通省が実施している「ダムの堆砂状況の報告」に基づく平成14年度報告をとりまとめた結果は、
以下の通りです。

1. 地方ブロック別堆砂状況
国土交通省所管（403ダム）

堆砂率（%）

発電（313ダム）

その他（206ダム）

40.0%
35.0%

堆砂率＝

31%

30.0%

実績堆砂量
総貯水容量

25.0%
20.0%

18%

17%
14%

15.0%

11%

10.0%

8%

8%
6%

5.0%

4%
5%
5%

5%

4%

7%

7%
4%

6%
3%

1%

5%
3%
2%
2%

7%
4%

12%

11%

7%
5%

5%

4%

6%

7%
7%

1% 0% 1%

0.0%
北海道

東北

関東

北陸

中部

近畿

中部

四国

九州

図 全国のダムの堆砂率
（平成14年度922ダム）

沖縄

全国

平均

（1）報告のあった922ダムの総
貯水容量に対する実績堆砂
量は、全体の平均で7 ％で
ある。
（2）地域別に見ると中部地方が
特に大きい。

2．堆砂率の高いダムについて
（1）堆砂率（実績堆砂量／総貯水容量）が50％を超えているダムは全国で41ダムである。
1）このうち国土交通省所管のダムは3ダムで、このうち品木ダムは水質対策ダム、芦別ダムは導水用
ダムでダムの機能上直ちに問題にはならない。
2）41ダムのうち37ダムが発電専用ダムであるが、発電専用ダムは取水口が閉塞しない限り発電の機
能に支障がないものが多い。
（2）洪水調節や利水補給を目的としたダムで、実績堆砂量が計画堆砂容量を超えているダムには、木曽川
水系の横山ダム、吉野川水系の柳瀬ダムの2ダムがあるが、現在、堆積土砂の除去工事を継続実施中で
ある。
（以上 国交省河川局HPより）
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水圧吸引土砂排除システムの技術開発の動向
＊

内藤 敏郎

1. はじめに

3.水圧吸引土砂排除システムの概要

現在、貯水池の堆砂対策として、貯水池における浚渫・

水圧吸引土砂排除システムは、敷設した土砂吸引孔を持

掘削や貯砂ダム、排砂バイパスの建設などが行われている

つ管の上下流端の水圧差を利用して、管路流により土砂を

が、今後、堆砂対策をより一層推進していくためには、ダ

吸引して下流側へ排出するものである。海外では、ＨＳＲＳ

ムの状況や特性に応じた土砂排出工法を幅広く検討・適用

（Hydro-suction Sediment Removal System）とも呼ばれ

できるように、さらに新たな対策技術の開発を行っていく

ている。
本システムは、パイプ状の本体をあらかじめ貯水池内に

必要がある。
ここでは、比較的多くのダムに適用できる一般的な工法

敷設する固定式と、浚渫ポンプのように湖面より堆砂面に

として、これから開発が期待される堆砂対策技術のひとつ

下ろして、これを移動させる移動式等がある。これらの原

である水圧吸引土砂排除システムの技術開発の動向につい

理、課題及び事例についてまとめたものを表−１に示す。

て簡単に紹介することにする。

また、事例のうち代表的な工法について、その概念図を
図−２に示す。

2.ダムの堆砂対策と水圧吸引土砂排除システム
表―１

水圧吸引土砂排除システム

わが国のダムは、100 年の堆砂量を推算して定める計画
堆砂容量を持ち、その堆砂量をモニタリングしていくこと
を堆砂対策の原則としている。堆砂の進行の著しいダムに

分類

ているものである。

事例

浮体にサイフォン式浚 ･安定した機能 ･サイフォン浚渫
渫 機 械を載せ、浚 渫 ･洪水時の移動 ･SY工法
地点へ移動する
･Hydro-J工法

固定式

スリットまたはホールを ･安定した機能 ･Hydro-P工法
有する排砂管を貯水 ･排砂管まわりに ･マルチホール
池底に固定しておき、 堆積土砂を
サクション
そのまわりの土砂を排 集積する技術
排砂管工法
出する
･シート排砂

体的な対策・方法はその目的に応じて図−１のように分類

の堆積土砂の排除・移動を目的として近年開発が進められ

課題

移動式

ついては、さらに追加的な対策が講じられており、その具

される。このうち水圧吸引土砂排除システムは、貯水池内

原理

平常時に固定式排砂 ･安定した機能

【目的】

【具体的対策・方法】

貯水池への土
砂流入の軽減

生産土砂の低減や砂防ダム等
による流入土砂調節など

貯水池流入
土砂通過

運用する

技術

なお、水圧差による流れで排砂するため、その排砂能力

貯砂ダム
堆砂対策

半固定式 管を移動し、洪水時に ･移動させる

排砂バイパス

は水圧、管径などに影響を受け、排出する土砂はゆるい堆

スルーシング

積状態の細粒土砂を主な対象とする。

フラッシング
貯水池の堆積
土砂の排除

浚渫・掘削

下流還元等

水圧吸引土砂排除

図―１

ダム堆砂排除技術の分類

4.水圧吸引土砂排除システムの特徴と課題
本システムは、まだ実績がなく、その適用性については今
後の検討に委ねられるが、以下のような特徴を有している。
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除去された堆砂

吸引部への崩落
堆砂

吸引部

Hydro-P 工法

SY工法

Hydro-J 工法
マルチホールサクション排砂管工法

図ー 2

（1）貯水池の水位を低下させることなく排砂できる。

各工法概念図

（6）吸引後の土砂輸送方法 等

（2）管路流で排出するため、バルブの制御により放流量に

5.おわりに

対する排出土砂量の調整がしやすい。

ダムの堆砂対策は、長期にわたり貯水池機能を保全して

（3）水圧差を利用するため、動力設備が不要であり、経済
性の向上が期待できる。

いくための重要な問題であり、ここで紹介した水圧吸引土

また、本システムの現地応用については、固定式の場

砂排除システムは、その対策として有効な技術の一つと考

合、①沈砂池、②取水口の周辺、③ダム貯水池堆砂のデル

えられる。今後、上記の課題等の検討を進めるとともに、現

タ肩付近等の堆積集中域に排砂管を設置し、洪水時に堆積

地実証実験等を行うなどして、適用性の高い技術として確

土砂を貯水池外に排出する、あるいは移動式により平常時

立していくことが期待される。

に貯水池内に移動・仮置きするなどの方法が考えられる。
なお、本システムの今後の課題として、次のようなこと
が挙げられる。

1）柏井条介：堆砂対策によるダム貯水池の持続的利用、土木技術資料
47-1pp.46-51,2005
2）橋本 徹：ダムや堰などの貯水池に堆積した土砂を排出するHydro 技

（1）対象堆積土砂の特性（粒径等）による適用性

術、大ダム No.183 pp.85-89,2003-4

（2）安定した機能の確保

3）横森源治、福本晃久、土屋良明、渋谷

州：美和ダム貯水池内堆積土

（3）洪水時の移動を含めた排砂管の移動技術の開発

4）岡野眞久、俣野文孝、片山裕之、田島芳満、中川 一：水圧吸引土砂排

の効率的な排出工法の開発、ダム技術 No.205pp.47-63,2003-10
除システムの排砂機能に関する研究、ダム工学14（4）,PP.237-249,2004

（4）排砂管まわりに堆積土砂を集積する技術
（5）対象とする堆積面積に対する排砂設備規模を決めるた
めの設計方法
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行政

堆砂対策事業の仕組み

の

動き

国土交通省 河川局 河川環境課 流水管理室
農林水産省 農村振興局 整備部 水利整備課 施設管理室

きして洪水時に還元し、河川環境対策の一環としている事

.

例もあります。
（Ｈ17 下流還元実施予定ダム：二風谷ダム、

1. はじめに

三春ダム、二瀬ダム、相俣ダム、川俣ダム、蓮ダム、真名川ダ

ダムは、河川をせき止めて設置するものであることから、

ム、下久保ダム、一庫ダム、浦山ダム、布目ダム）

上流から流下する砂礫が堆積する宿命にあります。そのた

貯砂ダムからの土砂の除去は、通常の維持管理の中で実

め、ダムを計画する場合には100 年間に堆積すると予測さ

施していますが、管理中のダムにおける新たな貯砂ダムの

れる量の堆砂容量をあらかじめ確保することとしています。

設置は、堰堤改良事業（直轄・補助）により対応が可能です。

国土交通省の直轄及び（独）水資源機構が管理するダム

（２）土砂バイパス

では、完成後の初期に土砂が堆積していますが、その後は

土砂バイパスは、貯水池に流入する土砂量を低減させる

堆砂の進行が遅くなり、おおむね計画の範囲内に収まって

ため、貯水池の上流に分派施設（堰等）を設置し、トンネ

います。
（図−１）

ルを設けて、洪水時に土砂を含んだ流水をトンネル経由で

しかしながら、今後ダムの長寿命化・効率的運用等のた

ダム下流に迂回させる施設です。
国交省ダムでは、美和ダムが今年度から試験運用を開始

めには堆砂の低減を図ることが必要となっています。

しています。今後、小渋ダムにおいても計画していますが、
100%

凡

トンネルの縦断勾配及び、摩耗対策について検討する必要

堆砂容量100年間

例
：計画堆砂容量に対する実績堆砂量の割合

80%

があります。土砂バイパスの整備に関しても堰堤改良事業

Σ実績堆砂量
堆砂の進度＝
Σ
（計画堆砂量×ダム完成後経過年数/100）

70%

で実施できます。

（※1：グラフは、堆砂期間を100年間としている93ダムで作成している。）

60%

（３）排砂ゲート

（※2：点線は便宜的に引いたもの。）

50%

宇奈月ダムで採用されている方式です。黒部川流域は地

40%

形が急峻で地質も脆弱な部分が多いため、100 年間の流入

30%

土砂量は約1.4 億m3 と推定されています。このためダムの

10%

立地条件から堆砂容量の確保は不可能であり、ダム貯水池
0ダ
ム

）

0年
（
10

への流入土砂を洪水時に水位を下げて排砂ゲートから積極
的に下流に排砂するものです。

91

年

〜

〜
年
81

71

年

〜

90

80

年（

年（

0ダ
ム

0ダ
ム
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ム
年（
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〜

61

年

年
31
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〜

〜
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年

〜
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年（

12
ダ
ム
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）
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ダ
ム
年（
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21

年

〜

〜
年
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〜

10

20

年（

年（

19
ダ
ム

23
ダ
ム

）

）

0%

）

20%

0年

計画堆砂に対する堆砂量の割合（％）

90%

ダム完成経過年数

図―１ 直轄・水機構ダムにおける堆砂状況（国土交通省HP）

3. 災害復旧事業による対応
豪雨等によりダム貯水池に異常な土砂が流下し、洪水調
節機能が低下した場合、災害復旧事業として、洪水調節容

2. 堆砂対策

量内に堆積した土砂の排除が行えます。直轄・水機構ダム

近年では、貯水池の上流末端に小さな堰堤（貯砂ダム）

については、
「直轄ダムの洪水調節容量内の土砂等の堆積に

を設置し、この貯砂ダムに貯まった土砂を掘削・除去する

係る災害復旧事業について」
（平成４年４月９日：建設省

方法や、土砂バイパス（洪水バイパスとも呼ばれる）の設

河開発第63 号）により、直轄河川等災害復旧費で、補助ダ

置による土砂の自然流下が実施されています。

ムについては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に

（１）貯砂ダム

よります。

最も一般的な堆砂対策手法で、貯砂ダムで上流から流入

平成15 年8 月豪雨による二風谷ダム（直轄）
、平成16 年

する土砂を捕捉し、堆積した土砂を除去します。除去した

新潟豪雨による笠堀、大谷、刈谷田川ダム（補助）等が採

土砂は、コンクリート骨材に利用したり、下流河川に仮置

択され、実施しています。
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その災害復旧事業の概要は、以下のとおりです。

.

（１）流入量が洪水量以上の出水、又は日80mm以上の降

1. ため池等整備事業の拡充
農業用ダムやため池においても、治水ダムと同様に堆砂

雨等であること。

による貯水容量の減少が進んでいます。また、農村地域の都

（２）一定以上の堆砂量であること。
（イ）当該出水による総貯水容量内の堆砂量が年計画堆

市化・混住化の急速な進展により、ため池に生活雑排水が

砂量の３倍を超え、かつ、洪水調節容量内の堆砂

農業用水とともに混入し、有機物の蓄積や湖水の富栄養化

3

3

量が概ね直轄・水機構３万m 以上、補助１万m 以上

によるアオコ等水生植物の異常発生に伴う悪臭が社会問題

であること。

となっており、農家にとっても周辺住民から寄せられる苦

（ロ）上記土砂量は、中小出水による堆砂量を控除した
ものとする。
（ハ）中小出水による堆砂量

情により、営農を継続する環境が日増しに悪化しています。
このため、農業農村整備事業では、ため池の本来の機能
を回復させるべく、ため池等整備事業において、ため池本

中小出水による堆砂量は、当該ダムにおける過去

体の改修と併せてため池の土砂排除を行っていますが、従

の 総貯水容量内及び洪水調節容量内の年堆砂量の

来の事業では 浚渫 だけの目的で事業を行うことができ

平均値（総貯水容量内の年堆砂量が計画年堆砂量

なかったことから、ため池等の環境保全に向けた地域ぐる

の3 倍を超える年は、算定に含めない。
）を通常年

みの取り組みが進んでいない状況でした。

における洪水期間中の総貯水容量内及び洪水調節

こうした背景を踏まえ、水質悪化が著しく、地域の農業

容量内の堆砂量とし、これを洪水期間内の日数で

生産や公共用水域に悪影響を与えているため池の環境保全

除した値に、当該災害時点における洪水期初日か

に向けて、地域の取り組みを後押しするため、
「健全な水循

ら経過日数を乗じて算定するものとする。ただし、

環系の構築」を図ることを目的に、水質の悪化をもたらし

融雪期に中小洪水による堆砂が認められるダムにつ

ている底泥の浚渫等を単独で行える「ため池等整備事業

いては、当該期間を考慮して算定するものとする。

（一般）
（水質浄化等によるため池の機能の回復）
」が平成17
年度より拡充されました。

4. おわりに
ダムにおける堆砂は、ダムの機能維持のみでなく下流河

2. 整備事業の概要

川の環境の保全など、水系にとっても重要な課題となって

事業の概要は、以下のとおりです。

います。下流への土砂還元は、濁水及び取水堰への堆砂等

（１）事業の実施主体：都道府県、市町村

の問題があり関係者との調整のため、全てのダムで実施可

（２）採択の要件：ため池等整備事業に必要な面積要件に

能とはなっていませんが、今後更に取り組まなければなら
ない課題です。

加え、次の全てを満たすため池
（イ）ため池の水質が農業用水基準を未達成であること

また、既設ダムを有効活用するためには堆砂容量の活用

（ロ）農家・地域住民・行政等の関係者から構成される

が重要であることから、今後さらにダム湖内に土砂を堆積

「ため池水質改善協議会」の設置が見込まれること

させない方策を検討していく必要があります。

（ハ）総事業費が概ね3,500万円以上
（３）補助率：大規模55 ％、小規模50％
なお、農業用ダムの堆砂対策についても、公的管理事業
において実施可能ですが、土捨場の確保やコスト等の問題
により、あまり進んでいないのが現状です。しかし、堆積土
砂のほ場整備事業や農道路盤材への利用が図られるなど、
優良な事例も報告されており、前述のため池等整備事業制
度等、各種事業制度を幅広く活用するとともに、他事業との
連携を更に深め堆砂対策を推し進めていきたい考えています。
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平均3 回程度行っており、過去放流量の上位10 位は表
のとおりである。
なお、計画洪水流量は、2,300 ã/s である。

3. 下流の状況変化
現在、大迫ダムの下流約15 ㎞地点に、大滝ダムが建
設中であるが、それに伴い大迫ダムの警報区間の地形
条件等に次のような変化があった。
（1）付け替え道路が高い位置となった。
＊

壽柳 生喜

（2）付け替え道路は2 車線となり、通行車両が増え、
通行車両の走行速度が増した。
（3）付け替え道路が左岸に建設され、右岸の一部に
は管理用道路等が建設された。
（一部通行止め）
（4） 旧道は廃道となり、使用不可能となった。

1. はじめに

（5） 大滝ダムは、現在、貯水されていないため、

大迫ダムは、奈良県南東部の紀の川の最上流に位置
し、十津川紀の川総合開発事業により、農業用水・水

貯水敷でのキャンプ等の可能性がある。

道用水・発電を目的として建設され、昭和48 年に完成
新国道

した利水ダムである。
津風呂ダム
高見川

五條市

川
吉 野
吉野山

大滝ダム

旧国道
大迫ダム

大台ヶ原

写真―１

大滝ダム建設に伴う国道変更

2. 洪水吐ゲートからの放流履歴
ダムの流域面積は、114.8 àで、流域には全国でも有
数の多雨地帯である大台ヶ原を有している。そのため、
洪水吐ゲートからの放流はダムの完成以来88 回で、年
表

大迫ダムの放流量（単位：ã/s,Ù）

発生年月日

最大放流量

地点最大時間雨量

H6.9
H2.9
H9.7
S57.8
H16.9
H16.7
H16.8
H13.8
H16.10
S50.8

1,973
1,933
1,428
1,363
1,079
1,052
1,051
1,039
946
875

93
94
75
107
70
61
58
66
77
63

※地点最大時間雨量とは、流域内に設置した５カ所の 雨量計のうち
最も多い時間雨量で、毎正時の観測値である。

入川者
写真―２

貯水敷への入川者

4. 大滝ダム建設以前の警報区間と警報班
大滝ダム建設以前の操作規程上の警報区間は約21 ㎞
であったが、実際は行政サービスとして、その下流約
33 ㎞地点まで実施していた。
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6. 現在の警報活動実施例

大迫ダムは、南近畿土地改良調査管理事務所（以下、
「事務所」という）が津風呂ダムと下渕頭首工を併せ

平成16 年9 月28 日から29 日の台風21 号の影響に伴

て、統合的に管理している中の1 施設であり、洪水警報
活動等は、事務所全体で実施することとしている。洪水
放流に伴う警報活動の班編成は、大迫2 班、津風呂1 班、

う警報活動等の実例（概要）を紹介する。
（1）9 月28 日15 時からの気象台による「平成16 年台風
第21 号に関する説明会」に職員出席。

下渕2 班の計5 班とし、警報区間を分けて実施していた。
大迫先発班は、放流 1 時間前に警報活動を開始し、
津風呂班、下渕2 班（左岸・右岸）と合流する地点ま

（2）同日21 時18 分に「大雨・洪水注意報」が発表され
る。23 時15 分に「大雨・洪水警報」に切り替
えられ、洪水等の発生が認められ、洪水吐ゲートか

で行っていた。

らの放流が予想されたため、事務所で定めている内

大迫後発班は、放流15 分前から警報活動を開始し、

規の「第１号体制」で監視の強化を行うとともに、

下流約25 ㎞を実施した。

警報車の事前点検を実施した。

また、行政サービス区間のサイレン吹鳴の一部につい
ては、吉野広域消防本部や地元消防団の協力を得ていた。

（3）29 日0 時50 分に直前１時間における流入量が増加
しており、洪水吐ゲートからの放流の可能性が高ま

なお、1 班当たりの人員は、3 名を基本とした。

ったことから、内規「第2 号体制」とし、警報班の

5. 現在の警報区間と警報班
平成14 年度に大滝ダムが試験湛水を行うこととなり、

職員を事務所に招集し、班編成等の説明を行う。
（4）同日２時に１時50 分現在での流入予測に基づき、
４時からの放流を決定するとともに、警報班は、大

それに伴い、大迫ダムの操作規程も変更され、その警

迫ダム管理所に向けて事務所を出発した。

報区間は大滝ダムまでの区間となった。
警報区間の地形条件等の変化を踏まえ、現在の大迫

（5）警報班は、同日2 時50 分頃、管理所に到着し、事

ダム放流に伴う警報活動の班編成は大迫4 班体制とな

前点検された警報車を含めて、配車計画の確認を

り、放流1 時間前に先発2 班（右岸・左岸）が警報活動

行い、3 時に先発の2 班が警報活動を開始した。

を開始し、放流15 分前に後発2 班が開始することとし、

（6）先発班からは、無線を使って、あらかじめ決めてい

1 班当たり人員は4 名を基本としている。

る確認ポイント等での確認内容がダム管理所へ連絡

なお、事務所とダム管理所とは車で約1 時間の距離
にあるが、警報班の職員は統合管理事務所勤務であり、

された。なお、先発班の最終確認地点の確認終了
時間は、４時16 分と4 時27 分であった。

事務所で班編制を行い、ダム管理所に集合した後、警

（7）後発の警報2 班は、3 時47 分から警報活動を開始し、
確認終了時間は、
4時46分と4時55分であった。

報活動を行う。そのため、警報活動等には、放流決定

（8）一方、30 カ所ある警報局のサイレン吹鳴は、ダム

時間も重要な要素である。

管理所の操作で、3 時45 分から順次開始した。

地
点
名

大
迫
ダ
ム

大
滝
ダ
ム

仲
居
川
合
流
点

高
見
川
合
流
点

菜
摘
橋

美
吉
野
橋

六 栄
倉 山
寺

（9）４時から洪水吐ゲートからの放流を開始した。
（10）その後、各警報班は、ダム管理所に集合し、事務
所へ向かい、警報班の職員全員が事務所に着いた
のは、6 時10 分頃であった。

7. おわりに
新

大迫ダムは、昨年7 回の洪水放流を行うなど、洪水

※破線は、
後発班

放流回数が多いダムにあって、警報区間の地形条件等
が大きく様変わりしても、それに応じた警報活動を実

旧

施し、下流河川の安全確保に努めているところである。
＊

図

20

リザバー 2005.9

警報班編成及び警報区間の新旧概要図

農林水産省 近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所
大迫ダム管理所長

［ 管理所訪問 ］
滋賀県

水資源機構のダムを訪ねて

高山ダム

木津川ダム総合管理所・青蓮寺ダム管理所

木津川

淀川

夏の真っ盛り。青々と茂る緑豊かな丘陵地に、いくつもの住宅団地が点在する三重県
名張市。大阪都市圏のベッドタウンでもあるこの地に、独立行政法人水資源機構の木津川
ダム総合管理所と青蓮寺ダム管理所を訪ねた。木津川ダム総合管理所は、木津川上流の5
ダム（高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム）を統括している。流域は京都
府、奈良県、三重県にまたがり、流域面積は615km2、流域人口は14 万人弱である。青蓮寺
ダムは、旧水資源開発公団が調査段階から手がけた第1 号のダムである。ダム湖周辺には、
ダム建設を機にスタートした観光農園があり、ぶどう狩りやいちご狩りを楽しむことがで
き、名張市民に親しまれてきたダムである。

三重県
比奈知ダム

布目ダム

名張川

室生ダム

奈良県

青蓮寺ダム 青
蓮
寺
川

1. 木津川ダム総合管理所と青蓮寺ダム管理所

来機能である治水・利水」
「水質と環境への取り組み」
「地

今回は、まず木津川ダム総合管理所（以下、
「総管」と

域とのコミュニケーションと情報発信」の3 点に力を入れ

いう）を訪問し、野口澄彦所長と北牧正之管理課長に5 ダ

ているという。この3 点を軸にお話を伺った。

ム全体の管理と、平成16 年の台風11 号の統合操作について
伺った後、青蓮寺ダム管理所に移動し、近藤光次所長、桑原

2. 雷雨対策に苦労

稔所長代理に台風11 号の洪水調節の詳細について伺った。

5 ダムの洪水操作の判断は、
最終的には総管で行っている。

総管には、所長、副所長、

野口所長

流域に雨が降ると、
情報を収集し、
防災体制に入るかどうか

管理課 8 名、電通課 4 名、機

を判断して各ダムに指示を出す。指示を受けたダムでは、
ダ

械課3 名、総務課 6 名の計 23

ム管理所長が職員を召集し、
情報収集、
流入量等の予測、
関

名が勤務している。また、高

係機関への連絡、
機側での事前点検、
下流の巡視と警報等を

山ダムには7 名が、青蓮寺ダ

総管と調整しながら短時間のうちに並行して行っていく。

ム、室生ダム、布目ダム、比奈

総管に伺った8 月初旬は、午前中はカンカン照りで気温

知ダムには各6 名が勤務して

は三十数度に達し、午後になると一変して真っ暗になり激

おり、防災時になると、総管か

しい雷雨が襲うという天気が3 日続いた時だった。梅雨、

ら高山ダムには3 名、他の4 ダ

台風と並んで、このような雷雨による出水が多いのが木津

ムにはそれぞれ1 名が応援に行く体制をとっている。
事務は総管で一括して行っており、各ダムには事務担当

川流域の特徴だと野口所長は言う。
「今日も天気予報は晴
れですが、山間部は雷雨の可能性があるということです。

の職員はいない。また、国土交通省淀川ダム統合管理事務

雷雨は突然発生することが多いので、時間や程度は予測で

所（以下、
「ダム統管」という）
、木津川上流河川事務所（以

きません。流域面積がそれほど大きくない室生ダムと布目

下、
「河川事務所」という）
、県の河川課、水資源機構の本社

ダムでは、雨が激しい時は1 時間程度で流入があります。平

や支社等、上部機関への対応は全て総管で行うとともに、防

日は職員がおりますのですぐに対応できますが、夜間や休

災時の下流への巡視・警報も各ダムだけでなく、名張川の

日は雷雨対策に苦労しています」

共通区間については総管の総務課職員が行う等、人的な合
理化を図っている。
総管の野口所長によると、ダム管理に関して「ダムの本

総管と各ダムの管理職は、携帯電話のｉモードを利用し
た管理システムで、夜間・休日もダム諸量の監視を行って
いるという。
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3. 平成 16 年の台風 11 号の統合操作

作規則に従い、両ダムで合

平成16 年8 月5 日、低気圧から急成長した台風11 号が近

わせて200m3/s 分の水が通

畿地方を縦断した。ダム上流のみならず、総管のある名張

常よりも多くダムに貯めら

市内でも朝方から激しく雨が降り続き、河川がどんどん水

れた。

嵩を増していった。朝6 時には名張川が警戒水位を突破し、

この結果、雨が最も激

このままでは計画高水位に達する恐れが出てきた。
「今回

しく降った午前7 時頃、名

はダムへの流入量の立ち上がりが急激でした。流入量と同

張川の計画高水位の一歩

じ量を放流するためには、急激放流が必要になります。し

手前で水位は収まった。も

かし、急激放流をするにしても、1 時間前に放流連絡をし

し両ダムがなければ、上

てサイレンを鳴らす必要がありますが、その時間もないく

名張の観測地点で計画高

らいの激しい立ち上がりでした」

水位を約50 ㎝オーバーし

新聞記事

ていたことになる。

H16.8.11

野口所長は、ダム統管、河川事務所の両所長と連絡をと
り、青蓮寺ダムと比奈知ダムで統合操作を行うべく、ダム
統管所長の指示をとり付けた。

この洪水調節の効果に
ついては、後日「台風11 号の青蓮寺・比奈知ダムの統合

3

通常、青蓮寺ダムでは洪水流量が450m /s、比奈知ダムで
3

は300m /s に達すると洪水調節に入る。それまではダムに

操作による効果」として記者発表を行った。そして11 日
の新聞朝刊で「川の水位抑制に効果」と評価された。

貯め込むことなく、流入量と同じ量を放流していく。しか
しこの時は、ダム下流の名張川の残流域でも激しい雨が降

4. 青蓮寺ダム管理所の対応

っており、名張川の水位が急上昇していた。そこで、青蓮

この洪水調節の様子を、青蓮寺ダム管理所を訪ね、近藤

3

3

寺ダムでは300m /s、比奈知ダムでは250m /s から洪水調

所長に詳しく聞いた。

節を開始した。通常のルールとは異なって、
「ダム統管所

青蓮寺ダム管理所には、近藤所長、桑原所長代理の他

長から洪水調節について指示があったときは（中略）当該

に、土木係2 名、機械係1 名、電気係1 名の職員と、嘱託

指示に従って洪水調節を行わなければならない」という操

運転手１名が勤務している。

雨量（mm）
0

滝量（ｍ2/s）

900
800

最大流入量
約632m2/s

700

40
60

最大時間雨量
46.4 mm

600

20

80
500

洪水流量 450m3/s

400

100

ダムで調節
ダムで調節した流量
調節した流量
流量

120

300

ダムから流した流量
流量
200

140
160

最大流入時のダム放流量
約297m3/s
（調節した流量約335m3/s）
（調節した流量約

100
0

16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8月4日
5日

時間雨量
（mm）
（流域平均）

ダム放流量
（m3/s）

近藤所長、桑原所長代理、北牧課長
8 月4 日の18 時に、青蓮寺ダム管理所では注意体制に入
り、職員3 名で雨量予測と洪水予測、ゲートや予備発電機

180
200

ダム流入量
（m3/s）

の事前点検を行った。
22 時には第1 警戒体制に入り、総管から1 名の職員が加
わって、計4 名で対応した。
引き続き予測を行いながら、23 時に関係機関へ放流1 時

平成16 年台風11 号 青蓮寺ダム操作概況図

間前の放流連絡を通知（放流連絡は青連寺ダム独自でする
ものはなく、総管がまとめて行った）し、23 時30 分に、

22
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渇水を引き起こす可能性もあり、事前放流の決定は非常に
難しいという。昭和54 年にこの事前放流操作が始まって
以来、これまでに計17 回の事前放流が行われた。このう
ち6 回は事前放流による洪水調節の効果があったが、残り
の11 回は予測した程雨が降らず、速やかに貯水位回復の
ための操作に入る必要があった。

5.出水に向けた独自の訓練
名張川上流3 ダム（青蓮寺ダム、室生ダム、比奈知ダム）
は、名張川の河川整備状況に合わせた暫定操作を行ってい
青蓮寺ダム

ることから、各ダムがただし書き操作に入る可能性が高
い。そのため、総管では、出水に向けた独自の訓練を行っ

総管の職員2 名と嘱託の運転手1 名で下流への巡視・警報

ている。そのいくつかを紹介してもらった。

をスタートした。

◎シナリオなしのただし書き操作訓練

明けて5 日の0 時にゲート放流を開始。4 時45 分には急

総管から5 ダムに向けて、1 時間おきに実績降雨、流入

激放流のための放流連絡を行い、第2 警戒体制に入り、6

量、貯水位、6 時間降雨予測値を与える。この予測数値は

名で対応した。

できる限り実際に即したものとしてあるが、予測された数

5 時頃には最大時間雨量はピークの46.4 ㎜を記録し、こ

値が急激に増加したりする。各ダム管理所ではこれを基に

の前後に30 ㎜近い雨が約4 時間半続いた。これに合わせて

流入量の予測等を実施して、ただし書き操作の必要性を判

ダムへの流入量は急激に増え、洪水調節を行うことが予測さ

断し、申請資料を作成する。予めのシナリオや時間的余裕

れたので、5時15分に洪水調節のための放流連絡を行った。

はなく、ぶっつけ本番の訓練である。どれだけ短期間で正

7 時30 分、統合操作の指示があった。
「青蓮寺ダムでは
3

3

通常よりも150m /s 少ない300m /s の一定量放流で洪水調

確に予測し、申請資料を準備できるかが問われる。
◎機械系トラブルシューティングの開催

節をするように」近藤所長は語る。
「要は、できるだけ下

作為的にゲート設備の複数個所を故障させ、若手職員が

流の名張川の水位を抑えるようにダムで調節するというこ

原因究明に当たる。機械関係にトラブルが起きた際、すぐ

とです。しかし、計画よりも早く洪水調節に入るというこ

メーカーに来て直してもらうのではなく、職員自ら原因を

とは、その分早く貯水位が上がるので、ただし書き操作に

追究できるような最低限の技術力を身につけるための訓練

入る可能性も出てきます。今回も並行して、内部でただし

である。

書き操作の検討を行って、総管と相談していました」
幸い下流水位は収まり、14 時45 分に統合操作は終了し

このほかにも、
◎ダムコンの安全性・信頼性の確保を目的としたダムコン

た。その後は、276.0m まで上がった貯水位を、1 時間に25

イリーガル（想定外状況）点検

㎝の降下速度で、管理水位の272.5 ｍまで回復させた。

◎エクセルを使ったただし書き操作予測計算簡易システム

ちなみに、青蓮寺ダムでは、管理水位を制限水位よりマ

の直営開発

イナス50 ㎝の位置に設けている。また、台風期に出水が

◎名張川上流3 ダム合同の下流巡視訓練

想定される際、事前に洪水容量を確保するため、
「統合操

◎ダムコンとゲート機側盤の双方向から放流設備の点検を

作に係わる青蓮寺ダム事前放流要領」に基づくダム統管所

行う電通・機械共同試験

長の指示により、不特定かんがいの容量を最大で4,300 千

等を行って、職員からも好評を得ているという。

3

m を事前に放流し、貯水位を低下できるルールとなって
いる。しかし放流後に台風がそれれば貯水位が回復せず、
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6.水質と環境への取り組み
木津川上流域では下水道整備が遅れていることもあり、
水質と環境への取り組みは、総管のダム管理に関する3 つ
の柱の1 つになっている。
布目ダムでは建設段階からできる限りの水質対策をとっ
ており、ダム湖内の水質障害は比較的少ない。具体的に
は、副ダム、深層曝気、噴水、選択取水設備等が取り入れ
観光ぶどう園

られている。青蓮寺ダムと比奈知ダムは山間部にあり流域
人口も少ないため、比較的水質はきれいである。しかし近
年、青蓮寺ダムで赤潮やアオコが発生するようになった。

8.青蓮寺ダムの不法投棄問題

赤潮には分画フェンスを用い、アオコに対しては表層取水

市街地に程近い青蓮寺ダムには四季折々人々が訪れる。

の取水深の変更等で対応している。高山ダムでは、一昨年

ダム湖の桜や紅葉を愛で、釣りを楽しみ、ダムを基点に観

から去年にかけて曝気装置を設置した。それまでは夏にな

光農園や温泉に立ち寄る。

るとビッシリとアオコが発生していたが、曝気装置を設置
してからはアオコは発生していない。室生ダムでは、昨年ま
でに、ダム上流端に副ダムを造り、流域から入ってくる栄養

しかし人が集まる分、青蓮寺ダム周辺にはごみの不法投
棄が多く、管理所では頭を悩ませている。
対応策として、週3 回の巡視、投棄者が特定できた場合

塩をそこに落としてダム湖には極力入れない対策をとった。

には警察へ通報、青蓮寺クリーンハイキングの実施、啓発

また、下流河川環境の改善のための取り組みも行ってい

看板の設置、密生した竹林の部分伐採、草枯れ時期のごみ

る。高山ダムと比奈知ダムでは、常時満水位から洪水期制

回収等を行って美化に努めているそうだ。

限水位に落とす際にフラッシュ放流を行っている。布目ダ
ムでは、副ダムで貯まった土砂の一部をダムの直下流に置
き、台風等の自然出水で流して下流河川へ土砂を供給し河
川環境改善を図っている。

7.地域とのコミュニケーションと情報発信
総管のダム管理に関する3 つの柱の最後の1 つは、地域
とのコミュニケーションと情報発信である。ダムを通して
警察による不法投棄確認

下流の人々に水源地を知ってもらうようなイベントを企画
し、地域の活性化に努めている。
「特に、高山ダムや青蓮
寺ダムのユーザーは阪神地区であり、非常に遠いんです。

9.おわりに

下流の都会の人たちに水源地を理解してもらうのはなかな

取材の帰り、観光ぶどう園に案内していただいた。家族

か難しいですが、例えば、小学生親子にダムまで来てもら

連れが訪れ、ぶどう棚の下で涼をとりながら甘くて粒の大

って、ダムや流域市町村を知ってもらおうという企画を、

きいデラウエアを堪能していた。お土産用のぶどうの箱に

大阪の校長会に協力してもらいながら進めています」

は青蓮寺ダムの絵が印刷されている。話に聞いた通り、ダ

また、青蓮寺ダム・比奈知ダムに「情報発信板」を設け

ムが地域の活性化に一役買っている。できるなら、ダムを

た。ここには様々なチラシやポスターを掲示し、ダムを訪

訪れた人々が、ダム周辺の観光を楽しむだけでなく、ダム

れた人が情報を得られるようにしている。他にもネット上

の機能や環境への配慮に少しでも興味をもってくれればと

で近隣市町村のホームページとリンクさせる等、地域活性

願わずにはいられなかった。

化のための情報基地となることを目指している。
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（取材・文 神澤志摩）

ダムの効率的運用に関する提案
（Ｎo.２）
吉田 等＊
雨量をダム操作に本格的に持ち込むにはなお慎重な検
前々号
（2005.3 春号）の読者の声で「ダムの効率的運

討が必要である。それならば、次善の策として、次の

用に関する提案」を行ったところ、前号
（2005.6 夏号）

ような条件を満足するダムでは「ダムの効率的運用」

において弾力的管理に類似した操作の提案だというご

が考えられないだろうか。

指摘をいただいた。また、別の方からは、
「予測降水量

過去に生じた中〜大洪水の発生原因が、たとえば

をダムの管理に活用しようという提案ですね。
」とい

全て台風と特定できるダムでは、南方海洋上に台風

う感想をいただいた。いずれも当方の意図するとこ

が発生していなければ、予備放流を行わず中規模洪

ろではなく、十分な説明ができていないおそれがある

水調節容量で洪水調節を行う。南方海洋上に台風が

ため、再度この場を借りて説明させていただきたい。

発生すれば、十分な時間的余裕をもって貯水位を低
下させる。空振り率は高いかも知れないが、経験を
積んでいく中で時間をかけて改善していけばよい。

ダムの効率的運用とは、以下の2 つの方式を組み合

（2）夏期制限水位について
現在の貯水池運用では、洪水期を迎える前に制限

わせたハイブリッド方式である。
①中小洪水が生じるおそれがある場合は、中規模洪

水位まで水位を低下させる。
このため、
台風がほとんど

水調節容量を確保した効率的運用水位から貯水位

襲来しない年は夏渇水の発生するおそれが高くなる。
上記のように、中〜大洪水の原因が台風であるダ

を低下させず、中規模洪水調節容量を使って洪水
調節を行う。

ムでは、南方海洋上に台風が発生していない場合は

②大洪水が生じるおそれがある場合は、十分な時間

洪水期にもある程度まとまった水量を貯留すること

的余裕を持った予備放流により、従来の制限水位

で、上流ダムの貯水状況に一喜一憂する 神頼み の

まで貯水位を低下させて計画洪水調節容量を使って

現状を少しでも改善できるのではないか。
このような条件を満足するダムがどの程度あるの

洪水調節を行う。

か、中小洪水の洪水調節を確実に行う調節方式は何
かなど、課題は少なくないが今後調査検討を進めて
（1）弾力的管理について

いきたい。

現在、いくつかのダムで弾力的管理試験が行われ
ている。洪水の発生が予想される場合には、洪水の
規模にかかわらず事前放流を行い、ダム流入量が洪

ダム管理は自然が相手であり、自然は我々の想像

水調節開始流量に達するまでに水位を制限水位以下に

もつかない暴挙に出てくるおそれが十分ある。大規

低下しなければならない。このため、洪水調節容量

模な洪水に対する備えを怠りなくすることがダム管理

に対する弾力的管理容量の比は数％から十数％程度に

には求められている。しかし、相手（自然）がいつ暴

とどまっている。また、事前放流をたびたび行うた

挙に出てくるか分からないと常に慎重に構える（制

め、ダム管理所職員の負担も軽くはない。

限水位方式）のでなく、相手に関する情報（気象衛

小洪水でも、洪水の発生が予想される場合は必ず

星などの情報）が収集できる今日では、それらのデー

計画規模の調節容量を確保するというのは、気象衛

タを分析することにより、相手の素性や出方に応じ

星や雨量レーダーがなかった時代の発想ではないか。

てこちら側（ダム）の対応を変える（効率的運用）検

最近では、様々な気象情報をリアルタイムで把握で

討に着手できる段階にきているのではないだろうか。

きるのでその情報を活用できないか。とはいえ、予測

＊

独立行政法人土木研究所 水工研究グループ長
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◎「リザバー」に対するアンケート結果
前回、2005.6 夏季号（第6号）でアンケートを実施しました。たくさんの方々からご意見・ご要望をお寄せいただきまして
ありがとうございました。8月末までの結果は次の通りです。
（アンケート回収数 139件）

1.「リザバー」誌をどの程度読んでいますか？

目次に目を
通す程度 7

読んでいない 6

毎号ほとんどの
記事を読んでいる 33

2．
仕事上で参考になった又は興味のあったコーナーは？
順位

コーナー

回答数

1

座談会

73

2

こちらダム管理所

72

3

興味のある記事が
あれば読む 93

提

言

59

4

研究報告

39

5

事例紹介

35

6

読者の声

32

※上位6コーナーまでを掲載（複数回答あり）

3．
「リザバー」全体の編集・構成等に関していただいた、ご要望・ご意見等については、事務局でとりまとめ、今後の
リザバー誌編集に役立てていきます。 また、今号でもアンケートを実施いたしますので、皆様のご感想をお聞か
せ下さい。
（「リザバー」編集事務局）

貯水池管理の総合的な情報誌「リザバー」第７号をお届け
します。
●第 7 号は、アンケートでも掲載希望が多く、また、貯水池
管理の課題の一つである「貯水池の堆砂対策」の特集号と
しました。
●「提言」は、前 鳥取大学長で土砂管理問題に造詣が深く、
現在ダム土砂管理推進検討委員会委員長をしていただいて
いる道上様から、ダム貯水池の建設管理について貴重な提
言をいただきました。感想及び意見をお寄せください。
●堆砂対策の手法は、掘削・浚渫して搬出又は再利用するも
の、ゲート等から排出するもの、バイパストンネルで迂回
排砂するものなどがあります。
これらの対策手法で、
ダム管理者が実施している具体的事
例を 8 ダム紹介していただきました。
誌面の都合上概要の
紹介となっていますので、詳細は、執筆者にお問い合わせ
ください。

●堆砂対策をどのような事業で対応できるのか、
国土交通省
所管ダム及び農林水産省所管ダムについて
「堆砂対策事業
の仕組み」
を紹介していただきました。昨年、
今年と大洪水
が続いていますので、
著しく埋塞した貯水池堆砂を災害復
旧事業で行うことの可能性を検討されてはいかがでしょうか。
●淀川水系木津川の高山ダム等 5 つのダム群を管理する水資
源機構木津川ダム総合管理所と青蓮寺ダム管理所をライタ
ーの神澤さんが訪ね、統合操作による平成 16 年洪水の対
応や日頃の独自の訓練等の実情について報告していただき
ました。
●「リザバー専門員」を委嘱することになりました。
各地域のダム管理所長等を経験し、ダム管理の実情に詳し
い方々を「リザバー専門員」として委嘱し、地域のダム管
理所の実情、問題点、改善策等を報告していただこうとす
るものです。現在手続き中で、まもなくリザバー専門員が
管理所にお伺いすることとなります。
（
「リザバー」編集事務局）
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