
ダム堆砂対策工法の概要
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研究会活動方針
・ダム堆砂の除去に関する研究と対策で、社会に貢献する。
・ダム堆砂対策に関する技術のＰＲを行い、広くダム堆砂の問題を社会に問う。
・会員相互の融和と協力で、広くダム堆砂の問題に対し社会貢献を行う。

研究会沿革
・昭和６２年：ダム水源地土砂対策技術研究会として発足。

主にダム堆砂の浚渫運搬処理工法の技術開発、工法の検討を実施。
・平成１５年：法人組織「有限責任中間法人ダム水源地土砂対策技術研究会」を設立
・平成２０年：公益三法の施行に伴い「一般社団法人ダム水源地土砂対策技術研究会」

として、ダム水源地の堆砂問題に積極的に取り組みを継続中。
・平成２２年：天竜川再編事業現地排砂工法公募実証実験実施（ＭＨＳ排砂管工法）
・平成２３年：ＭＨＳ縦型改良基礎室内実験実施
・平成２４年：ＭＨＳ縦型改良中規模室内実験実施（相模湖土砂使用）
・平成２５年：ＭＨＳ縦型改良小規模室内実験実施（矢作ダム土砂使用）

研究会会員（会員10社：平成26年６月現在）
あおみ建設㈱、㈱大本組、株木建設㈱、五洋建設㈱、東亜建設工業㈱
東洋建設㈱、㈱本間組、㈱吉田組、りんかい日産建設㈱、若築建設㈱
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掘削・浚渫掘削・浚渫

貯水池末端部等の干陸部の
堆積土砂排除に適用されます

比較的、浅い深度の堆積土
砂排除に適用されます

浅い深度から大深度まで幅
広い水深に対応できます

細粒土砂に適用されます。浚渫・輸送
を一連のシステムで行えますが、大容
量の土捨場を必要とします

掘削・浚渫された土砂をダン
プトラックにて処分場／利用
先へ輸送します

バックホウ浚渫／グラブ浚渫さ
れた土砂を土運船にて処分先
／揚土場まで輸送します

揚土場へ輸送された土砂を陸
揚げし、ダンプトラック等にて処
分先／利用先へ輸送します

浚渫された土砂をスラリー輸送
／空気圧送等の管路輸送にて
処分先／利用先へ輸送します

処分先へ輸送された土砂を
土捨てし、平場造成等の土
地活用を図ります

パイプ輸送された土砂を土捨
て場に仮置きし、土質改善を
施した後、有効活用を図ります

輸 送輸 送

処分・利用処分・利用 貯水池に堆積した土砂の排除方法として、機
械力を用いる方法、流水の掃流力を用いる方
法、および水位差を利用した吸引力を用いる
方法があります。

土砂研では、海洋土木で蓄積した豊富な浚渫
技術を礎に、ダム堆砂の効率的・効果的な排
除方法の検討および提案を行なっています。

バックホウ掘削 バックホウ浚渫 グラブ浚渫 ポンプ浚渫

ダンプトラック運搬 土運船運搬 揚 土 管路輸送

土 捨 埋 立
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堆 砂 対 策 技 術

ダム堆砂浚渫システムは、グラブバケットで浚渫した土砂を下部
ホッパーに投入し、カッター撹拌しながらポンプ圧送します。障害
物はスクリーンで排除したりカッターで破砕するため、ダム堆砂
特有の沈木、木根、転石を含んだ土砂の浚渫に威力を発揮しま
す。
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組立式グラブ浚渫船 ダム堆砂浚渫システム

マジックボール 高圧フィルタープレスによる
浚渫土脱水システム

グラブバケッ
トによる浚渫
～ポンプ圧送。
ダム堆砂特有
の沈木、木根、
転石を含んだ
土砂の浚渫に
威力を発揮。

汎用性の高い
浚渫方法。
浚渫から運搬
まで広く適用
可能。

移動式吸引工
法。
調整池や沈殿
池の堆砂処理
やため池の底
泥の除染工事
で実績有り。

浚渫土砂の減容化対策。



診 断・観 測 技 術
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ダム湖堆積診断システム

浚渫３Ｄガイダンスシステムナローマルチビーム測量システム

音波探査（堆積量把握）
青：削られた部分

赤：堆積した部分
ダム湖堆砂状況の把握。 ダム湖堆砂状況の把握。

ダム湖内の堆砂状
況・構造物状況の
把握。

ブーム位置をリアルタイムにモニタ表示。
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大 水 深 施 工 技 術

堤体孔開け工法
（鋼コンクリート半円形仮締切工法

大水深潜水作業

遠隔操作型水中バックホウ

ピンポイント水中グラブ誘導
飽和潜水 大気圧潜水

ダム湖内の大
水深下で、ド
ライ施工が可
能。

ダム湖内での
作業が可能。
ブームアタッ
チメントの変
更で各種作業
が可能。

ダム湖内での大水深下で
ブームを正確に誘導可能。



ＤＯの高い水を流出

周辺の海水の

流動を促進

ＤＯの高い表層水

底質の好気化

広範囲の海水循環

底層

表層
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環 境 対 策 技 術

アオコ処理システム 低汚濁型グラブバケット

水質改善工法 分級技術



水深と各種工法の適用範囲

50m3～ 100m3～ 500m3～ 1000m3～ 3000m3以上

ポンプ浚渫船

１日当り浚渫量

バックホー掘削

バックホー浚渫船

グラブ浚渫船

サンドポンプ船

小型ポンプ船

浚渫土量と各種工法適用範囲(１日当り地山8-6時間）
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土質と各種工法適用範囲

0.005 0.075 0.25 2 75

粘土 シルト 細砂 粗砂 礫 大塊

水中サンドポンプ船

粒径（mm）

大型ポンプ浚渫船

グラブ浚渫船

バックホー型浚渫船
（泥上掘削機含む）

輸送・運搬方法

運搬・輸送工法の土砂粒径別適用範囲

0.005 0.075 0.25 2 75
粘土 シルト 細砂 粗砂 礫 大塊

ダンプトラック輸送

土運船

水搬工法
（スラリー輸送）

空気圧送

ベルトコンベアー輸送

粒径（mm）
輸送・運搬方法
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運用年数 ： ２０年と仮定
対象土量 ： 50,000m3／年*20年=1,000,000m3

浚渫費用 0.8m3級バックホウ浚渫船 1,300 円／m3

運搬費用 100m3級土運船 運搬距離 1km 1,400 円／m3

揚土費用 桟橋上ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3揚土～運搬1ｋｍ 1,100 円／m3

合計 3,800 円／m3

ダンプ運搬 仮置き場0.8m3ﾊﾞｯｸﾎｳ積込運搬50ｋｍ 3,300 円／m3

※土砂処分方法により 概算 3,800～7,100 円／m3

12

1km運搬 海浜に撒
き出し



機械的排砂では、ダム堆積土砂の排除方法として、ポンプ浚渫船やグラブ浚
渫船などの港湾等で用いられている浚渫工法が一般的であるが、浚渫した土砂
の処理方法に課題がある。

⇒ダム死水域やダム上流域へ埋め戻すケースもあるが、
根本的な解決策ではない

⇒ダンプ運搬による養浜対策等は、コストやＣo2削減
等の面で環境問題に配慮させる必要がある。

流砂系の総合的土砂管理においては、ダムに流入する土砂を流下させるにあ
たり、流入する土砂を下流に還元し、土砂管理により河川海岸線の保全を行う
べき。
効果的な下流還元のために

⇒ダムに土砂が流入する洪水時を利用して、流下させる。
⇒水本来が持つ位置エネルギーを利用して、効果的に排
砂させる。

土砂研としては、海洋土木で蓄積した豊富な浚渫技術を元に、上記効果が期
待できる研究を開始行ってきた。
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固定式：（Hydro-Pipe工法、ＭＨＳ排砂管工法）

吸引部を堆積土砂内に予め埋設設置
洪水時にバルブ操作等で管上の土砂を吸引排出する方法
洪水時に湖面における作業がなく安全
障害物等による吸引トラブルへの対策が必要
高土厚、粘性土の吸引が苦手

移動式：（Hydro-J/I工法、ダムドレ式、砂嵐、マジックボール等）

従来の浚渫と同様、洪水時に湖面に作業船を浮かべ、
吸引口を船上から堆積面におろし吸引作業をする方法
堆積面表層からの浚渫のため障害物等によるトラブルを
回避しやすい
洪水時に湖面作業（湖内に複数作業船）となり、安全性の
確保が必要

Keyword：吸引確実性
障害物対策

Keyword：洪水時作業安全性

水平埋設型吸引工法の開発
（MHS排砂管工法）

平成13年

現地実験（吸引土厚５ｍ）
開始

平成１９年 平成２１年⇒ ⇒

縦型ＭHS工法の開発
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★下流還元効果に優れる洪水時排出を基本とする
★排砂操作時の排砂量をコントロールしやすい

固定式の吸引工法の研究を実施



⇒ダム上流での設置が望ましい

⇒吸引工法の設置場所の上流側に塵芥補足装置が必要

⇒維持管理面も含め、吸引ポケットに土砂供給が可能なよ
うに、桟橋等の設置が望ましい。
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ＭＨＳ設置
候補地

ＭＨＳ設置
候 補 地

⇒ケーススタディーとして、排砂バイパスもしくは
排砂トンネルへの排出を想定 16

※ＭＨＳ設置場所は

・上流で細粒分の含有率
が少ない場所を選定。

・近傍にレキや塵芥の侵
入を防止する対策を設置。

洪水時に排出

排出先に排砂ト
ンネルを想定

※ダム湖内の場所に
よっては、細粒分の
含有率も多く、ＭＨＳ
工法が適さない場合
もある。

排砂トンネルで排出



6,300ｍ3

17

17.3m

17.3m

17.3m

5m

5m

5m

17.3m

17.3m



5ｍ

直径17.3ｍ

17.3ｍ
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30°





１）管径 ：φ450（吸引孔 φ200）
２）ヘッド差：20ｍ（貯水地内設定水位とバイパスＴＮ標高差）
３）洪水回数：７回（洪水１回当り１１時間排砂可能と設定）
４）平均排出濃度：２％と想定
５）土砂粒径：0.8ｍｍ（実験結果のｄ50より設定）
６）限界流速：3.3ｍ／ｓと設定

※以下試算結果
・ヘッド差、管径より決定される管路輸送距離≒３００ｍ程度
・限界流速からの吸引土砂量＝約３７ｍ3／ｈ（0.52 ｍ3／ｓ）
（１箇所当り393ｍ3／箇所より１１時間の吸引で、ほぼ完了）
・年７回での洪水継続時間を年７７時間排出を想定した場合
１箇所当り393ｍ3／箇所なので１６箇所で6,300ｍ3

ＭＨＳ１６箇所・７７時間当り吸引可能土砂≒46,000ｍ3/年
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運用年数 ： ２０年と仮定

対象土量 ： 起算上 １００万m3 で検討

ＭＨＳ設置費用Φ450㎜ 陸上輸送管 250m 500 円／m3

維持管理費用 桟橋＋年間維持管理＋転置、入れ替え 1,300 円／m3

合計 1,800 円／m3

吸引ポケットを満たすために埋め戻しを実施する場合
埋戻費用 桟橋上ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 1,100 円／m3

※吸引ポケットの状況により 概算 1,800～2,900 円／m3



土砂研ではこれまで、ＭＨＳ工法の研究を継続してきた。これら研究の
成果として、確実な運用を行うために、吸引工法が適用可能なダムを想定
し、ケーススタディーを実施した。吸引工法の適用上の課題として、

⇒動力を用いない自然吸引力では、土砂本来の性状（細粒分の混入
程度による安息角等）により、排砂土量が大きく左右される。

・吸引効果を高めるためには、良質な土砂が必要であり、
設置場所の選定が必要

⇒吸引口への障害物（レキ・塵芥等）による目詰まりを防止。

・事前にレキ・塵芥を分離させることが必要
・ＭＨＳ周囲に、レキ・塵芥防止の柵等の処置が必要

⇒管路閉塞を含めた維持管理を少なくするための工夫と運用上の工夫。
などがあげられる。

・ＭＨＳ設置場所を含め、維持管理に有利な場所を想定
・サンドバイパスとの組み合わせは、ＭＨＳにとって有利
（比較的上流になり、ヘッド差の検討が必要） 22
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ＭＨＳ工法は、洪水時おけるダム流入量と、放流量との関係において、
稼動本数を調整させることにより、比較的排砂量をコントロールしやすい
工法であるといえる。
しかしながら吸引工法の運用上の課題として、

⇒洪水流量調節時、ＭＨＳ稼動数を決定・運用するための
要員や、稼働時間の管理を含め、習熟が必要である。

⇒吸引口の開閉装置の開発や、吸引時のレキ・塵芥混入防
止対策の検討が必要。

⇒管路磨耗を含めた定期的な点検や、修繕の割合が把握で
きておらず、運用マニュアルを整備させる必要がある。

⇒ＭＨＳに適した粒度が、下流河川にとっても適している
か？等の総合的な土砂管理を踏まえ、吸引工法の運用を
検討する必要がある。
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土砂研としての浚渫技術・ノウハウにより、先に上げた課
題解決に寄与出来ると考えているが、まずは今回報告したよ
うな、確実な運用方法を、実際のダムで検証した上で、種々
の課題を解決させる必要があると考える。

検証モデル例
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土砂研の技術委員会としては、ダム湖での浚渫技術・ノウ
ハウの蓄積に努め、必要な技術開発を実施する必要があると
考える。

今後共ＷＥＣの指導を仰ぎながら、ダム管理者のニーズ・
動向をつかみつつ、土砂研としても活動していきたい。


