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報 告 内 容

１．縦型土砂吸引工法の開発成果

２．土砂分級技術の開発方針
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１．縦型土砂吸引工法の開発成果



１．１ マルチホールサクション排砂管工法（MHS工法）の開発
（開発期間：平成13年～平成21年）

・MHS工法は水圧吸引土砂排除システムの1つ
・ダムの貯水位と下流放流地点の水位差を利用して、堆積土砂を排出する
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【代表的な堆砂対策工法】
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１．2 マルチホールサクション排砂管工法（MHS工法）の特徴①

・貯水池の水位を低下させる必要がない
・エネルギーとして水位差を利用するため基本的に動力が不要
・吸引排除のエリアを絞り込んで集中的な土砂排除が可能
・管路（パイプ）を用いるため、バルブ調節により排出濃度の制御を行いやすい
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【MHS工法のイメージ図】



１．3 マルチホールサクション排砂管工法（MHS工法）の特徴②

・高密度ポリエチレン管と鉄管で構成
・高密度ポリエチレン管下部に設けた吸砂口から堆積土砂を吸引
・堆砂土砂を円錐状に吸引し、水とともに下流へ排出
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【排砂管構造のイメージ図】



１．4 マルチホールサクション排砂管工法（MHS工法）
現地実証実験

・ダムフィールドにおいて現地実証実験を実施
・現地砂質土（Ｄ50=0.3mm、シルト分12％）
・吸引口解放後、数十分で土砂吸引が中断
・すり鉢状の土砂吸引はできなかった
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【H21年度 実証実験状況】



１．5 マルチホールサクション排砂管工法（MHS工法）の改良

・MHS工法は水平管を埋設する構造
・一定量の土砂吸引後、排砂管上部でのアーチアクションにより、排砂管周囲の土砂が自立
・堆積土砂の崩壊が停止し、吸引が中断
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【アーチアクション模式図】

 



１．6 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）の開発
（開発期間：平成22年～平成28年）

・吸引管を鉛直に埋設し、パイピングが確実に生じる厚さ毎に吸引孔を鉛直に配置
・土砂堆積面表層に近い吸引孔から順次吸引を開始
・吸引土砂の形状に合わせて、二重管構造の内管を引き抜き、効率的な土砂吸引
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【VMHS工法吸引イメージ】

 



１．7 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）
室内実験

・H28年に実規模レベルの室内実験を実施
・実験には、ダム現地の堆積土砂を使用
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【実験水槽】

半地下土槽

コンテナ水槽



１．8 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）
室内実験

・コンテナ水槽
L=4.6ｍ、B=4.6ｍ、H＝3.0ｍ
・コンテナ水槽を仕切り、片側に
鉛直排砂管と土砂を設置
・コンテナ水槽に半地下土槽を
隣接させ、吸引した土砂を排出
・半地下土槽は給水設備を兼
ね、貯水された水をポンプによりコ
ンテナ水槽の溢水槽へ給水

・吸引管は、2重管構造とし、内
管を引き抜くことによって吸引孔
が下に移動する構造
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【室内実験概要】
水位差

6m

吸引槽 溢水槽

【実験装置概要】

【吸引管構造図】



１．9 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）
室内実験

・鉛直排砂管スリットの開閉タイミングを検証
・土圧計モニタリングによるスリット開閉の運用は困難
・密度計モニタリングによる開閉管理による運用が可能
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【各計測手法による開閉タイミングの評価】

計測機器 密度計 土圧計 沈下板
検討実験 平成27年度実験 平成28年度実験 平成28年度実験

手　法

管内密度計による密
度変化を計測し、バッ
クグラウンド密度＋
0.005g/cｍ3の密度を
計測した時点でスリッ
トを開閉する。

管外開閉スリット周辺
鉛直方向に配置した
土圧計を用いて所定
の土圧減少量が見込
まれた段階でスリット
を開閉する。

吸引管周囲に沈下板
を設置し、吸引に伴う
地盤面の低下量を計
測する。沈下板が吸
引スリット下端レベル
に達したらスリットを開
閉する。

評　価

密度変化を平滑化す
る必要があるが、モニ
タリング開閉運用は可
能

スリット延長30cm分の
土圧変化は小さく土砂
流入に伴う誤差も大

沈下板が途中で引っ
掛かるなどするため運
用は困難

判　定 ○ × ×



１．10 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）
室内実験

・実スケールによる土砂吸引が現地適用可能であることを確認
・吸引データを蓄積し、密度計モニタリングによる開閉動作の自動化手順を確立
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【吸引後の土砂形状】



１．11 鉛直埋設吸引管工法（VMHS工法）
課題および今後の方向

今後の方向
・室内実験による検証は、一通り終了
・新規の事業計画やVMHS工法以外の吸引工法の開発動向を注視し、開発再
開の判断を行う

13

課題
・ダムの堆砂は自然状態では、洪水規模・水位等の条件により砂と粘性土が互層
になって堆積することが多く、多様な堆積環境に対応できるシステムに改良する必要
がある。
・ダムの堆砂には礫や塵芥が含まれており、開閉装置の動作不良や配管の閉塞の
原因となるため、除塵設備を検討する必要がある。
・洪水警戒態勢時に排砂を実施する必要があり、運用方法・安全確保等の課題を
解決するために、実施体制の検討や遠隔操作による自動化等の検討が必要であ
る。
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２．土砂分級技術の開発方針



2．1 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
（開発期間：平成29年～平成31年：予定）

貯水池堆積土砂の下流還元
期待される効果
・下流河川における河床変動の抑制
・河床材料の粗粒化改善
・生物生息環境の改善、維持・保全
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土砂研におけるダム堆砂対策における分級技術の検討内容
・大量の土砂を迅速に分級する技術
・扱い量が大量となるため、できるだけ低コストであること
・目標とする粒度分布に対して柔軟に対応できる技術
・分級された細粒分・濁水の処理

目的に応じた粒度分布をもつ下流還元土砂が必要



2．2 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
（開発期間：平成29年～平成31年：予定）
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開発スケジュール① H29年度
【目的】
・現地ダム貯水地での実証実験に向けての課題整理と対応策の検討
【主な検討内容】
・土砂研構成各社の分級関連技術の整理
・ターゲットとなる粒度分布の整理、用途の整理

【目的】
・現地ダム貯水地での実証実験に向けての試設計
【主な検討内容】
・実験フィールドの選定および実験ケースの設定
・実験フィールドを対象にした予備試験（基本物性試験等）
・分級装置の試設計

H30年度



2．3 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
（開発期間：平成29年～平成31年：予定）
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開発スケジュール②
H31年度

【目的】
・現地ダム貯水池での実証実験により、既往の検討成果の検証
・さらなる技術の高度化に向けた課題の整理
【主な検討内容】
・現地実証実験

【目的】
・分級工法の取りまとめ
・運搬や浚渫等との組み合わせを検証し、総合的な排砂モデルを構築
・分級後の細粒分の利用や処理方法、濁水処理方法についての検討
【主な検討内容】
・総合的な排砂モデルの検討
・細粒分の利用、処理方法の検討

H32年度以降



2．4 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
平成29年度検討概要（適用可能な技術の収集と整理）
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分粒・分級技術

対象土質・粒径 分級点数 分級点・ふるい目 処理能力

（mm） （点） （mm） （m3/hr）
グリズリ（固定式・可動式） 礫・粗大物除去 中小礫（ >50） 分粒 振動ふるい 移動／固定 乾式 1 > 50 80
トロンメル（円筒型・複合型） 解砕および礫・粗大物除去 中小礫（ >10） 分粒 回転ふるい 移動／固定 乾式 1（複数もあり） > 10 120
水平振動ふるい 礫・粗大物除去 中小礫（<200） 分粒 振動ふるい 固定 乾式 1（複数もあり） 0.5 ～ 80 100
自走式振動ふるい機 雑物除去・骨材生産 砂礫分（ >10） 分粒 振動／回転ふるい 移動 乾式 1（複数もあり） > 10 100
スパイラル分級機 砂分の沈降分離 砂礫分（ >2） 分級 機械分級 固定 湿式 1 0.15 60
ドラグ分級機 砂分の沈降分離 砂礫分（ >2） 分級 機械分級 固定 湿式 1 0.35 資料なし

ハイパーシェイク 砕石類の分級・洗浄・脱水・浮遊物除去 砂礫分 分級 機械分級 固定 湿式 1 > 0.075 100
ロータリ分級機（ドラムタイプ） 砕石類の分級・洗浄・脱水・浮遊物除去 砂礫分 分級 機械分級 固定 湿式 1 > 0.15 40
エアセパレータ 微粉末除去 砂質土 分級 空気分級 固定 乾式 1 0.030 ～ 0.25 80
湿式サイクロン 砂洗浄分離・回収 砂質土 分級 水力分級 固定 湿式 1 > 0.020 システムによる

サブマリン クリーナー(SMC)工法 細粒分除去 シルト・粘性土 浚渫 ジェット水攪拌 移動 湿式 － 0.075 > 10
水路式連続分級システム 砂分回収 砂質土 分級 水路式分級 固定 湿式 1 > 0.075 資料なし

管路分級工法 砂分回収 砂質土 分級 管路分級 固定 湿式 1 > 0.075 200
ハイメッシュセパレータ 砂分回収 砂質土 分級 機械分級 固定 湿式 1 0.075,  0.106 150
スパイラルクラッシュファイア 砂分回収 砂質土 分級 機械分級 固定 湿式 1 0.20 ～ 0.075 120
ソイルセパレータ・マルチ工法 礫・砂・シルト分の分離回収 小礫および砂質土 分粒・分級＋脱水 機械＋水力分級 固定 湿式 3 5.0, 0.075, 0.030 80

　： ハッチングは分級装置の中で、ダム堆砂の分級目的に適した仕様・能力と考えられるもの ※ 概略コストは

　分粒・分級技術名 主な用途 技術区分
分粒・分級

方式
移動／固定 材料の湿乾



2．5 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
平成29年度検討概要（適用可能な技術の収集と整理）
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脱水技術
対象土質・粒径 処理土含水率 処理土のq c 処理能力

（μm） （%） （kN/m2） （m3/hr）
標準型フィルタプレス 建設汚泥や浚渫土の減容化 シルト・粘土（ <75） 脱水 加圧脱水 固定 50～60 200～400 18
高圧（4.0MPa）フィルタプレス 建設汚泥や浚渫土の減容化・強度増加 シルト・粘土（ <75） 脱水 加圧脱水 固定 30 400～800 6.4
高圧薄層脱水システム 建設汚泥や浚渫土の減容化 シルト・粘土（ <75） 脱水 加圧脱水 固定 資料なし 資料なし 16
サイプレス工法 浚渫土砂等の減容化、強度増加 シルト・粘土（ <75） 脱水 加圧絞り脱水 固定 資料なし 400 3.6
高圧型ドラムプレス脱水機 浚渫土砂等の減容化、強度増加 シルト・粘土（ <75） 脱水 加圧絞り脱水 固定 35～45 200～400 18
スクリュープレス 汚泥処理など 汚泥 脱水 回転圧搾 固定 70～85 資料なし 6～9程度

オリバフィルター 建設汚泥や浚渫土の減容化 シルト・粘土（ <75） 脱水 真空脱水 固定 70～85 資料なし 資料なし

クレイフィルタ工法 建設汚泥や浚渫土の減容化 シルト・粘土（ <75） 脱水 強制脱水 固定 50～70 資料なし 500
土の乾燥工法 土砂の乾燥 砂質土 脱水 送風＋撹拌乾燥 移動 備考参照 500程度 50～135

 

　脱水技術 主な用途 技術区分 脱水方式 移動／固定

固化処理技術
対象土質・粒径 処理土のq u 処理能力

（mm） （kN/m2） （m3/hr）
ロータリースタビライザー工法 浚渫土の改質、再利用 砂～粘土、泥炭など 固化処理 原位置混合 移動 石灰系紛体 資料なし 約50
BH-RM工法 浚渫土の改質、再利用 軟弱土、ヘドロ、汚泥 固化処理 原位置混合 移動 セメントスラリー 50～300 約10
自走式土質改良機 建設発生土のリサイクル 礫～粘土（ <200） 固化処理 自走式プラント混合 移動 セメント紛体 資料なし 20～170
連続式泥土処理工法 回収土砂の改質、再利用 泥土 固化処理 プラント混合 固定 セメント/石灰紛体 資料なし 25～200
デイコンシステム 建設発生土・浚渫土の改質 建設発生土、浚渫土 固化処理 プラント混合 固定 セメント紛体 資料なし 約100
マッドラップ工法 汚泥の減容固化 高含水比泥土 固化処理 プラント混合 固定 凝集材とセメント系溶液 資料なし 約38
管路処理システム 回収土砂の改質、再利用 泥土（ <10） 固化処理 管路ミキサ 固定 セメントスラリー/紛体 資料なし 約120
プラグマジック工法 浚渫土のリサイクル シルト・粘土（ <10） 固化処理 管中混合 固定 セメントスラリー/紛体 資料なし 300～1,000（海上）

ランプ工法 浚渫土の改質 浚渫土等 固化処理 管中混合 固定 セメントスラリー 資料なし 資料なし

W-管混合工法 浚渫土の改質 シルト・粘土 固化処理 管中混合 固定 セメントスラリー 資料なし 圧送能力による

 

脱水技術 主な用途 技術区分 固化処理方式 移動／固定 　固化材種別



2．6 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
平成29年度検討概要（ダム堆砂の分級に必要なシステムの諸元）

20

 
«前処理»

 ①グリズリ、トロンメル等による分粒・雑物除去

 ②沈殿ピット内でバックホウによる雑物除去

«分粒・分級»

分級方式
 ・振動（回転）ふるい＋分級プール
 ・サイクロン
 ・管路分級（浚渫条件による）

分級サイズ  0.075mm（200メッシュ）以下

分級点数  1点ないし複数点

可変性  分級点の変更が可能

分級能力  80～150m3/hr以上
 （細粒分の脱水・固化処理は除く）

対象材料の湿乾状態  湿式分級

土砂洗浄  洗浄水の節水・循環利用が可能

参考となる分級装置
 ・ハイパーシェイク、・ハイメッシュセパレータ、
 ・スパイラルクラッシュファイア、
 ・ソイルセパレータ・マルチ工法、・管路分級工法

«後処理»

 ①ダム貯水池の死水域に湖底還元
 （可能なら出水時に合わせて排土）

 ②脱水処理後、土壌改良、客土などで有効利用
 （脱水処理は天日乾燥、自重脱水、加圧脱水、
　強制脱水など）

 ③脱水処理後、固化処理により改質し有効利用
 （固化処理は原位置混合、プラント混合など）

大～中礫・沈木・
ごみ等の雑物除去

細粒分（シルト・粘
土）の処理



2．7 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
平成29年度検討概要（有効利用分類）
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土質区分 礫・砂主体　および　砂主体 粘土・シルト主体

1)　骨材資源 5)　土壌改良材

2)　置土材料 6)　客土

3)　養浜材 7)　家畜飼料

4)　盛土材・埋戻材 8)　陶土

有効利用方法

土質区分による有効利用方法



2．8 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
平成29年度検討概要（骨材への活用事例）
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出典：
国土交通省 中部地方整備局
三峰川総合開発工事事務所：
2017（平成29年度）事業概要、
H29.10版

ダム名（竣工年） 美和ダム（昭和34年）

河川 天竜川水系三峰川

場所 左岸：長野県伊那市高遠町勝間　右岸：長野県伊那市高遠町勝間

事業主体 国土交通省　中部地方整備局（平成元年～）

累計堆砂量 約6,000千m3

累計掘削量 約8,000千m3

累計砂利採取量 約6,000千m3　　（数量は昭和41年から平成25年までの累計）

概要

美和ダムの洪水調整機能強化を図るため、湖内堆砂掘削（平成17年完
成）と洪水調整機能を保全するため、貯水池堆砂対策として土砂バイパ
ス施設（平成17年完成）として、土砂バイパストンネル、分派堰、貯砂
ダムが整備された。現在湖内堆砂対策施設を施工中。
平成17年に完成した貯砂ダムにより、洪水とともに流下した粗い土砂

を堰き止め（沈降させ）、非洪水期に掘削・搬出（砂利採取含む）し、
建設用骨材として活用している。

　　　　　　　　　　貯砂ダムの状況（H29.9）

　　　　　　　　　　美和ダム掘削状況

施工方法 非洪水期に陸上からバックホウにより掘削し、トラックにて搬出

約2,000千m3
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出典：
長安口ダム貯水池機能保全
技術会議：長安口ダム貯水池
機能保全対策レポート（最終
報告）、平成28年7月

ダム名（竣工年） 長安口ダム（昭和30年）

河川 那賀川水系那賀川

場所
左岸：徳島県那賀郡那賀町長安地先
右岸：徳島県那賀郡那賀町大戸地先

事業主体 国土交通省　四国地方整備局

H16～19年度：65,700m3

H16～19年度：下図参照

概要

平成19年度に徳島県より直轄移管し、治水・利水・環境面の機能改善
を行う長安口ダム改造事業に着手し、堆砂対策として、堆砂の掘削除去
および堆砂除去土砂の下流河川還元を実施している。

　　　　　　　　　　堆砂対策の置土の位置図

施工方法
バックホウにて土砂を掘削除去し、ダンプトラックで運搬し、河道内仮
置き。

置土量
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出典：
相模川流砂系総合土砂管理
推進協議会：相模川流砂系総
合土砂管理計画、平成27年11
月

ダム名（竣工年） 相模ダム（昭和22年）

河川 相模川水系相模川

場所 左岸：神奈川県相模原市緑区与瀬

事業主体 神奈川県企業庁

H17～26年度：80,500m3

ダム堆砂土砂混入量：73,200m3

概要

相模ダムは完成後60年以上経過し、近年では堆砂の進行が懸念されて
おり、毎年150千m3の浚渫を行っている。一方下流の茅ヶ崎海岸（柳島
地区）では海岸侵食が進んでおり、この対策として養浜を実施してい
る。養浜には、相模ダムの浚渫土の他、茅ヶ崎漁港西側の堆積砂が用い
られている。

　　　　　　　　　　相模ダム浚渫実施状況

　　　相模ダム浚渫土と河道域、河口・海岸域の河床構成材料

施工方法
バックホウ船による浚渫、揚砂場で天日脱水後、ダンプトラックで現地
へ搬入。

養浜量
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浚渫方法や土砂運搬方法により供給される土砂の性状が異なるため、
性状に応じた事前処理や分級処理方法を選定する必要がある。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浚 渫 運搬/揚土 

ポンプ系浚渫 

グラブ系浚渫 

ポンプ浚渫 

高濃度浚渫 

グラブ浚渫 
バックホウ浚渫 

直接投入 

間接投入 

排砂管運搬 

土運船運搬 

バックホウ 
クラムシェル 

：含水比 高 

：含水比 低 

・湿式サイクロン 

・スパイラル分級機 

・管路分級工法 

・自走式ふるい機 

含水比 参考技術 

①堆砂除去工程
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ポンプ系浚渫の例

ビッグブルー（大本組） 第 28 五大（五洋建設） 琴平号（東洋建設） 

   

にいがた 401（本間組） 第 8芳祥号（吉田組） 竜王（若築建設） 

   

現有作業船一覧記載船舶より、抜粋。 
記載は、財）ダム水源地土砂対策技術研究会会員会社の保有船舶自社船及び共有船です（傭船契約
は省く） 

 

 

グラブ系浚渫船の例

カッター付ポンプ浚渫 カッターレスポンプ浚渫 ジェットポンプ浚渫 混気ジェットポンプ浚渫 

    

ドラグサクション浚渫 水中サンドポンプ浚渫 低揚程ポンプ浚渫 高濃度軟泥浚渫 

    

 

・土砂を水とともに吸引
し、管路等で搬送する。
・大量の濁水対策を考
慮する必要がある。

・グラブバケット等で土
砂を掘削する。
・適応水深、適応土質
の範囲が広い。
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・ダム堆砂土砂を対象とする場合、木くずや木根等、分級工程の障
害となる混入雑物の除去設備が必要
・対象土砂が砂質土である分級装置では、レキ分や粗大物を除去
することも必要
・投入する土砂の含水比により、分級装置への投入土砂の加水処
理設備が必要

②分級・分粒工程（前処理）
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考技術 

 ・グリズリ 
 ・トロンメルン 
 ・水平振動ふるい 

前処理 分級 

混入雑物除去 土砂・粒径選

 ・木くず 
・木根 

・礫分 
・粗大物 

・対象土質 

・対象粒径 

・適応含水比 

（適応土砂） 

調泥（加水） 
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・遠心分離装置と振動ふるいを用い、礫分・砂
分・シルト分を粒径ごとに分級する。
・粘土分を含んだ泥水は、凝集沈澱処理・脱水
処理を行う。

出典：東亜建設工業(株)「ソイルセパレータ・マルチ工法 技術資料」

分級技術の参考例

ごみ，がれき、粗礫 分級した細砂、シルト分級した砂

浚渫土砂や津波堆積物



2．１5 ダム堆砂に適応した分級技術の開発
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・シルト粘土分については、ハンドリング確保や再利用のための固化処
理あるいは脱水処理が必要
・一旦貯留し、貯水池への還元も経済性の観点から有効な方法と
考えられる
・後処理については現場条件、環境条件、経済性を考慮し、適切な
処理方法について検討することが必要

③分級・分粒工程（後処理）

 分級 後処理 

固化処理 

脱水処理 

プラント混合 

現位置固化 

機械脱水 
土木的脱水 

（余水処理） 

貯留 

貯留施設 

余水処理プラント 

シルト粘土分 

置土材 

養浜材 

盛土・埋戻材 湖底還元 

客土・陶土 

土壌改良材 
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・泥水を複数の部屋
（濾室）にポンプで打
ち込み、効率よく濾過・
脱水することにより減容
化を図る。
・粒径75μｍ以上の
礫・砂分を事前に除去
する必要がある。

脱水技術の参考例（フィルタープレス）

 
 

 

フィルタープレスの機構 脱水ケーキ



31

３．今後の検討予定



3．1 今後の検討予定
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H30年度
【目的】
・現地ダム貯水地での実証実験に向けての試設計
【主な検討内容】
・実験フィールドの選定および実験ケースの設定
・実験フィールドを対象にした予備試験（基本物性試験等）
・分級装置の試設計

H31年度
【目的】
・現地ダム貯水池での実証実験により、既往の検討成果の検証
・さらなる技術の高度化に向けた課題の整理
【主な検討内容】
・現地実証実験
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ご静聴、ありがとうございました。
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