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1 はじめに

2 ダム貯水池の土砂管理 1)

流砂系の総合土砂管理において，ダムの堆砂対策
の推進は大きな鍵を握っている．ダムは貴重な社会
の財産であり，使い捨てにせずに適切な貯水池土砂
管理により持続可能な利用を目指す必要がある．
神戸市水道局の布引五本松ダムは，日本最古の重
力式ダムとして有名であるが，1900 年のダム完成 8
年後にバイパストンネルが造られ，その後，堆砂対
策としてのバイパス機能が長年にわたって有効に活
用されてきた．これにより，約 25 年で貯水池が満砂
していたところを，容量的には千年以上の長寿命化
が実現したと推定されている．
これらの他にも，安定的なダム排砂が実現されて
いる黒部川連携排砂や，電力ダムの土砂管理の好事
例と考えられる宮崎の耳川水系ダム群の再開発によ
るダム通砂（洪水吐きを改造して，洪水時に土砂を
通過させるように貯水位を一時的に低下）や，四国
の那賀川の長安口ダム下流における大規模な土砂還
元（ダム上流で掘削した土砂を下流河道に投入）な
ど，ダムの堆砂対策を基軸とする総合土砂管理が着
実に進められている．
天竜川の佐久間ダムは昨年完成 60 年を迎えたが，
侵食海岸の保全等，流域一貫とした土砂移動の連続
性の確保が急務であり，現在，佐久間ダムに治水機
能を新たに確保し，恒久的な堆砂対策を本格的に進
めるダム再編事業が進められている．
本稿では，日本におけるこのようなダム貯水池の
土砂管理の最前線とこれを支援する水理計測技術に
ついて紹介する．

2.1 ダムの堆砂現象
日本の河川では，掃流砂・浮遊砂・ウォッシュロ
ードの形態により土砂が輸送されており，これらの
粒径別構成比は一般に礫：砂：シルト・粘土＝(0～
10%)：(35～40%)：(50～65%)程度である．河川上流
部に，ダム貯水池が建設されると，これらの土砂が
流入し，図 1 に示すように貯水池内の堆積特性に応
じて粒径ごとに分級された堆砂デルタを形成する．

図 1 ダムの堆砂現象と貯水池内の堆積土砂の性状

貯水池内の堆砂領域は，①頂部堆積層，②前部堆
積層および③底部堆積層に大別され，デルタを構成
する①および②には河床を転動してきた掃流砂およ
び浮遊砂のうち粒径の比較的粗い部分（0.1～0.2mm
以上）が堆積している．このうち②はデルタの肩を
通過した掃流砂がその直下に堆積し，それに浮遊砂
による影響が加わって形成される比較的勾配の急な
部分である．デルタは時間経過とともに前進すると
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同時に，その上流端は上流へ遡上していく．ダム直
上流に水平に堆積した③の堆積物はほとんど粒径が
0.1mm 以下のウォッシュロードであり，主に濁水の
密度流に起因するものである．なお，ウォッシュロ
ードの一部は，放流設備を通じて下流へ流出し，こ
の境界粒径はダム貯水池規模や貯水池回転率などで
異なるが，概ね 0.01mm 程度と言われる．
2.2 ダムの堆砂問題
日本のダム貯水池の堆砂問題は，発電等取水口の
土砂埋没問題，貯水池上流河道の背砂による洪水氾
濫の危険性の増大，利水・治水容量の減少，ダム下
流河川への土砂流出の減少と河道部の砂利採取が複
合的に影響する河床低下や海岸侵食などがある．
日本では，堤高 15ｍ以上のダムが約 2,700 建設さ
れている．国土交通省では，1977 年以来，貯水容量
100 万 m3 以上の貯水池に対して堆砂状況などを継続
的に調査しており，2014 年 3 月現在，日本全国 922
箇所のダムの総貯水容量約 183 億 m3 に対する総堆
砂量は約 13.5 億 m3 で，1 ダム当たりの総貯水容量
に占める堆砂量の平均割合（全堆砂率）は約 7.4%で
ある．このうち，土砂流出量の多い中部地方などで
は容量損失速度が全国平均の約 2 倍と深刻である．
2.3 ダムの堆砂対策
日本における貯水池土砂管理は，大別すると，貯
水池への流入土砂の軽減対策，貯水池へ流入する土
砂を通過させる対策，貯水池に堆積した土砂を排除
する対策に分けられる（図 2）．

図 2 貯水池土砂管理の分類と日本の事例

1) ダム貯水池への流入土砂の軽減対策
流入土砂の軽減対策では，貯水池上流末端に設置
する貯砂ダムがある．近年，貯砂ダムで捕捉した土

砂を，ダム下流へ運搬・仮置きし，洪水時等に自然
流下させる土砂還元（置き土）が実施されている．
2) ダム貯水池に流入する土砂を通過させる対策
土砂を通過させ，堆積量を軽減させる対策として
は，貯水池を迂回させる水路を設け，流入土砂をダ
ム下流まで導く排砂バイパスと，ゲート改造などに
より洪水時の流速を増加させて土砂を通過させるス
ルーシング，土砂を含む高濃度の流水が貯水池深部
を流下する特性を利用した密度流排出が採用されて
いる．排砂バイパストンネルには，新宮川水系旭ダ
ムや天竜川水系美和・小渋・松川ダムが，スルーシ
ングには耳川水系のダム再開発や流水型ダムがある．
3) ダム貯水池に堆積した土砂を排除する対策
土砂の排除策としては，機械力等により土砂を掘
削・浚渫する方法と，排砂門・排砂路等により流水
の掃流力により土砂を排出するフラッシング（貯水
位低下）がある．フラッシングの事例としては，黒
部川水系出し平・宇奈月ダムがある．
3 ダム貯水池の土砂管理を支える水理計測
3.1 求められる水理計測手法
ダムの貯水池土砂管理においては，表１に示すよ
うにモニタリング基本技術に加えて，貯水池内から
の土砂排出現象，さらに，下流河道への流下現象に
それぞれ特化した技術の開発・導入が求められる．
これまで，筆者らは黒部川におけるダム排砂時の貯
水池内の土砂移動現象を，地上設置型 3D レーザス
キャナを用いた現地観測と 3 次元河床変動計算を組
み合わせて明らかにする研究などに取り組んできた
2), 3)
．ここでは，これらに加えて技術開発を行ってき
たテーマについて紹介する．
3.2 高濃度浮遊砂濃度観測（SMDP）
ダムからの土砂排出（フラッシング排砂など）で
は，河川中の掃流砂，浮遊砂およびウォッシュロー
ド量の測定が必要であり，従来ウォッシュロード量
の計測手段として濁度計測や人力採水による SS 濃
度計測がおこなわれてきた．しかしながら，採水に
よる SS 濃度測定は連続測定ではなく結果が出るま
でに時間と費用がかかるなど問題が多かった．
一方，筆者らは，河川水の SS 濃度の変化を河川
水の密度の変化と考え，連続して自動で SS 濃度を
圧力変化としてとらえる機器 SMDP（Suspended
Sediment Concentration Measuring System with
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表 1 ダム貯水池の土砂管理を支える水理計測
大分類

小分類

土砂動態モ 貯水池堆砂
ニタリング ・排砂量
基本技術

貯水池土砂管理手法

現在の対応技術

フラッシング etc.

ナローマルチビ 水 中 ロ ボ ッ ト
ーム, サイドスキ 活用
ャンソナー etc.

浮遊砂（ウォッシ 排砂バイパス，フラッ 濁度計
ュロード）
シング，密度流排出 etc. 超音波 etc.
掃流砂

貯水池内河 河岸侵食
床変動予測
技術

高濃度計測
粒度分布計測

排砂バイパス，フラッ ハ イ ド ロ フ ォ ン 高速場計測
シング，土砂還元 etc. etc.
粒子追跡

連続濁度計測
SMDP
ハイドロフォン，プレ
ートインパクトセン
サー，RFID(IC タグ）

フラッシング，スルー 流速・土砂侵食モ PIV, 3D レーザ PIV, 3D レーザスキャ
シング etc.
ニタリング
ス キ ャ ナ ， ナ
ドローン活用

粘 着 性 堆 積 土 砂 湖内移動，
再浮上
水位低下 etc.
土砂排出に 濁 水 放 流 に よ る
伴う下流環 生態系影響
境影響評価
排砂による下流
技術
河床材料変化

課 題 と 今 後 の 備考（これまでの取
対応技術
組）

濁度計

貯水池内縦断
方向計測

フ ラ ッ シ ン グ , 密 度 流 濁度計
排出 etc.

高濃度計測

SMDP

フラッシング，排砂バ 写真撮影
イパス，土砂還元 etc.

ドローン活用

BASEGRAIN

Differential Pressure Transmitter）を開発し，これを
黒部川や天竜川美和ダムなどに設置してきた 4)．
SMDP は，ベルヌーイの原理を用いて流体密度を
直接測定することにより，洪水時の河川や貯水池に
おける高濃度 SS を連続計測するシステムである．
具体的には，
流体中に鉛直間隔（ここでは H=1000mm）
を一定に保った２つの固定基準点を設け，これらの
圧力差を高精度のシリコン振動式の差圧センサー

図 3 水中型 SMDP と宇奈月ダム下流設置状況 5)

図 4 連携排砂時の宇奈月ダム水位と SS 濃度 5)

（横河電機㈱製）によって計測するものであり，本
体を水中に直接設置した水中型とポンプで河川水を
取り込んで配管を通して水槽（内部に差圧センサー
を設置）まで導水する水循環型の２種類がある．
2015 年には，黒部川の宇奈月ダムの下流に水中型
SMDP を設置（図 3）して連携排砂の際の高濃度 SS
をリアルタイムで測定することに成功した．2016 年
は SMDP で測定した SS 濃度値をダムの排砂ゲート
操作に使う試み（貯水位低下時に排砂ゲートの開閉
操作を複数回繰り返して土砂の急激な侵食（＝高濃
度発生）を抑制）がなされ，排砂量が例年より多か
ったにもかかわらず，ピーク SS 濃度を例年並みに
抑制することができた（図 4）5)．今後は，下流河川
の SS 濃度を抑えながらできるだけ効率よく多くの
浮遊砂の排出を行うために，本システムを用いた SS
濃度のリアルタイム計測とそれに対応したゲート操
作によるダム下流の SS 濃度の制御が重要となる．
3.3 掃流砂観測（プレート型インパクトセンサー）
3.3.1 センサー開発とキャリブレーション
排砂バイパストンネル（SBT）は，洪水時にダム
上流から貯水池に流入する土砂をダム下流へ直接迂
回させる施設であり，日本とスイスが世界をリード
している．トンネル内は高流速（10m/s 以上）で土
砂が流下することからトンネル床面の摩耗対策が必
須であり，摩耗量の予測には，SBT 内の流砂量，特
に摩耗量に影響する掃流砂量の計測が重要である．
既存の掃流砂量計測装置として，日本ではパイプ
式ハイドロフォンが砂防分野などで多用されている．
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開発国

形状
計測
原理
図 5 (a)パイプハイドロフォン（長野県与田切川）,
(b) プレート型ジオフォン（穂高砂防観測所）

長所

短所

図 6 プレート型インパクトセンサー

これは，図 5(a)に示すように，スチールパイプ内に
据え付けられたマイクロフォンに礫が衝突した際の
音を感知して電圧の時系列波形データとして記録す
るものである．砂防は遠隔地が多いことから，デー
タ量を軽くするために，電圧データを信号処理して，
設定した閾値を超えるピークの数をカウントし，掃
流砂量とピーク数の関係式から流砂量を推定する．
一方，ヨーロッパでは，スイスで開発されたプレ
ート型ジオフォンが使用されてきた 6)．これは，図
5(b)に示すようにスチールプレート形状であり，礫
の衝突によるプレートの振動をジオフォン（地震動
等の地盤振動を計測する超低周波の固有振動特性を
有するセンサー）で計測し，ハイドロフォン同様に
電圧の時系列波形データとして記録する．プレート
型ジオフォンは，既にスイスの Solis ダム SBT 吐口
部に導入され，2012 年より観測が開始されている．
両計測装置はいずれも間接計測であり類似してい
るが，各々表 2 のような得失を有し，特に重要な差
異は強度と感知限度である．プレート型ジオフォン
は比較的大粒径の礫の衝突に対しても耐久性を有す

表 2 ハイドロフォンとジオフォンの比較 7)
パイプハイドロフォン
プレート型ジオフォン
（Hydrophone）
（Geophone）
日本
スイス連邦
スチールパイプ
スチールプレート
礫衝突時の音(パイプ円
周方向の固有振動数が
礫の衝突時の振動
卓越)
安価で設置が容易，粒
径 2mm 程度まで検知が 巨礫の衝突による変
形が少ない
可能
巨礫の衝突によりパイ
プが変形，高流速では礫
が飛び越えてしまい，正
確な計測が困難

導入コストが高い，
cm 単位以上の礫から
感知し，mm 単位の粒
径材料は計測困難

るが，パイプハイドロフォンは礫の衝突によって変
形する可能性がある．一方，プレート型ジオフォン
は，小粒径の砂（粒径 10mm 程度以下）を感知する
ことができず，パイプ式ハイドロフォンの感知限度
（2mm 程度）と比べると大きく劣る．SBT 内は土砂
が高流速であり，その上，粒径分布も広範囲に及ぶ
ため，これら両者の特性を考慮した新たなプレート
型インパクトセンサーを開発した．
図 6 が新しく開発されたプレート型インパクトセ
ンサーであり，形状はジオフォンと同様にスチール
プレート型であり，センサとしてマイクロフォンに
加えて試験的に振動センサ（KEYENCE 社 GA-313A
（応答周波数 40～8kHz）
）を導入している．
著者らは，この掃流砂量観測装置の性能を確認・
比較するために人工水路を用いたキャリブレーショ
ン実験を行った 7)．図 7 に，出力電圧波形の一例を
示す．流速は 4.5m/s，粒径は(a)100mm，(b)2mm で
あり，上段がマイクロフォン，下段が振動センサで
ある．図 7(a)より粒径が 100mm と大きい場合は両
センサが礫の衝突を明確に感知している．また図
7(b)より，マイクロフォンでは波形が生じておらず，
粒径 2mm 程度の小粒径の土砂の感知は困難である
ことが示された．一方，振動センサでは感知できて
おり，両センサを組み合わせれば，広範囲な粒径の
通過を捉えられる可能性があることが明らかとなっ
た．

図 7 信号波形（マイクロフォン（上段），振動センサ（下段），粒径：(a) 100mm, (b) 2mm）
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3.3.2 小渋ダム SBT への現地導入と現地計測
小渋ダム SBT を通過する流砂量を観測し，摩耗量
の推定精度を高めることを目的として，トンネル下
流端に図 8 のように計測センサーを設置し，2016 年
度より試験運用を開始している．プレートは，流砂
量の横断分布特性も把握できるようにデザインした．
なお，次節に示す IC タグによる礫移動追跡用のアン
テナも図 8 のように設置している．
実運用に先立ち，平成 28 年 8 月に現地キャリブレ
ーション実験を行った．実験では，トンネル吐口か
ら 800m 上 流 地 点 の ト ン ネ ル 内 に 置 土 （ 粒 径
5,10,50mm，土砂量 3~9m3）し，調節ゲートを開いて
一定の流量（清水）を通水させた．その結果，水路
実験同様に，流砂波形が観測され，マイクロフォン
に比べて振動センサで反応が大きいことが明らかと
なった．また，横断方向では，トンネルカーブの内
側で流砂量が多く，大粒径の土砂が小粒径の土砂に
比べ早くに吐口に到着している可能性があることな
ども明らかとなった．本計測システムは，2016 年 9
月，2017 年 7 月のバイパストンネルの実運用時にも
掃流砂の通過データの取得に成功しており，主に，
5mm 以上の粒径成分の土砂収支のみならず，時間的
（洪水波形中），空間的（トンネル横断分布）な土砂
通過量の把握に大きく貢献することが期待される．
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Identification Device)）を導入した礫移動計測手法が
用いられてきている 6)．筆者らも，渓流域での砂防
ダム排砂時の土砂移動やダムからのフラッシュ放流
時の置き土の移動プロセスを対象にシステム開発を
行ってきた 8), 9)．IC タグには，電池を内蔵しないパ
ッシブタグと電池内蔵のアクティブタグがある．
IC タグシステム(テキサスインスツルメンツ社の
シリーズ 2000 リーダシステム)は，パッシブタグで
あり，通信に使用する周波数が水の影響を受けにく
い長波帯の周波数 (134.2kHz)である．パッシブタグ
はアンテナ側から供給される電磁波をタグが受信す
ることで電力を得て信号を発信するため，タグ側に
電池が不要で，破損しない限り 20 年～30 年という
非常に長期の追跡が可能である点が移動観測にとっ
て有利である（図 9, 10）
．反面，通信距離が 50cm
弱と短く，水深が浅く，また川幅が狭い河川におい
ては高い作業効率が得られるが，水深がより深くな
るとアンテナを水中に沈めて計測する必要がある．

32mm

図9

図 8 プレート型インパクトセンサーの配置

3.4 RFID（IC タグ）
3.4.1 IC タグシステム
近年，主に河川域における土砂移動をモニタリン
グする手法として，長期にわたり位置情報の継続観
測 が 可 能 な ， IC タ グ （ RFID (Radio Frequency

装置構成

図 10 IC タグを挿
入した礫（直径
100mm）

3.4.2 流水型ダム内の土砂移動の追跡
近年，洪水調節に特化し，常時は貯水しない「流
水型ダム」が建設されてきている 10)．流水型ダムは
常用洪水吐が河床部に設置され，図 11 に示すよう
に，貯水池内に洪水時に流入した土砂が，洪水後に
自然排出されることが期待されているが，その実態
は十分に解明されていない．島根県の益田川ダムは
流水型ダムの代表事例であり，筆者らは，その土砂
移動の実態を明らかにするために，上記の IC タグシ
ステムを用いて，湛水地内の礫の移動を追跡した 11)．
調査では，IC タグを埋め込んだ礫（コンクリート
ブロックで模擬，小（50mm 相当），大（80mm 相当）
を湛水地内に設置して 2011 年 6 月から約 2 年間で 5
回モニタリングした．
図 12 に結果を示す．図の横棒はその間の試料の
移動履歴を示し，全体的に礫はダム堤体に近づいて
きており，試料(小)は 0.2km 付近まで到達している
のに対し，試料(大)は 0.3km 付近で留まっている．
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どが有力であり，こうした技術も重要である 12)．
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