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1. はじめに 

 天然ダム決壊による下流への被害を軽減するた

め，決壊に伴う天然ダム下流への洪水流出を的確

に予測する必要がある。本研究では天然ダム決壊

時の洪水流出について理解を深めるため，水路実

験を行い，流出過程，決壊過程について考察を行

った。 
 
2. 天然ダムに関する水路実験 

 天然ダムへの流入流量の時間的変化，天然ダム

材料の粒度が流出流量に与える影響を調べるため，

天然ダムに関する水路実験を行った。実験では天

然ダム越流決壊時の流出流量，決壊過程の時間的

変化を計測した。 
2.1 実験概要 

 底面幅 50cm，水路勾配 0.1 の長方形断面水路に

図 1，図 2 に示す形状で天然ダムを作成した。天

然ダムの高さは 33cm とし，上下流の法勾配は図 1
に示すとおり全ケース同じ勾配とした。実験では

侵食過程を観察するため，切欠きを図２に示す形

状でつくり，側壁に沿って越流させた。天然ダム

を作成する際には 5 種類の珪砂を使用した。珪砂

の粒度は図３に示す。 
 

 
図 1 水路実験状況 

 

図 2 天然ダムの形状 

 
図 3 珪砂の粒度 

2.2 実験ケース 

 行った実験ケースを表 1 に示す。実験ケース

Case1～3 は平均粒径の違いによる検討を行うた

めのもの，Case4 と Case5 は流入流量の時間的変

化の違いによる検討を行うためのもの，Case6 と

Case7 は粒度の違いによる検討を行うためのもの

である。 
 

表１ 水路実験ケース 

ケース 珪砂と 
構成比 

平均粒径

(mm) 
流入流量

(cm3/s) 
Case1 No.5 0.460 0.001 
Case2 No.6 0.251 0.001 
Case3 No.7 0.118 0.001 
Case4 No.5 0.460 0.001→0.005 
Case5 No.6 0.251 0.001→0.003 

Case6 No.3(28%) 
+No.7(72%) 0.458 0.001 

Case7 No.4(30%) 
+No.6(70%) 0.459 0.001 

 
 Case4 と Case5 では流入流量を越流決壊中に変

化させた。実験開始時には水を一定量 0.001m3/s
で供給し，決壊開始から 30 秒後に流入流量を増加

させた。Case4 は流入流量を 0.001m3/s から

0.005m3/s に増加させた。Case5 は流入流量を

0.001m3/s から 0.003m3/s に増加させた。Case1，
Case2，Case3，Case6 および Case7 は水を一定

量 0.001m3/s で供給した。 

 Case6 と Case7 では 2 種類の珪砂を混ぜること

により粒度を変化させた。Case6 では珪砂 3 号と

7 号を混ぜ，平均粒径の大きさを Case1（珪砂 5
号）に調整した。平均粒径を合わせることにより，

結果を比較し易くした。Case7 についても同様に

珪砂4号と6号を混ぜ，平均粒径の大きさをCase1
（珪砂 5 号）に調整した。 
2.3 計測したデータ 

 決壊時の流出流量，ダム高さおよび侵食幅の時

間的変化を計測した。 

 

3. 実験結果と考察 

3.1 流入流量の時間的変化の違いによる影響 

 図 4 には Case1，Case2，Case4 および Case5
のダム高さおよび侵食幅の時間的変化の実験結果

を示した。図 4 は越流開始から 20 秒毎の実験結果

を示している。図 4 に示してあるように，流入流
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量の増加により侵食幅およびダム高さが変化する

ことがわかった。Case4 においては流入流量の増

加により，部分的な越流から全幅の越流へと変化

した。それに伴いダム高さについても急速に低下 
した。Case5 においても流入流量の増加により，

平均粒径の同じ Case2 よりも侵食幅が大きくなっ

た。 
図 5 には Case1，Case2，Case4 および Case5 の

流出流量の時間的変化の実験結果を示した。図 5
は越流開始からの実験結果を示している。図 5 に

示してあるように，Case1，Case2，Case4 および

Case5 の ピ ー ク 流 出 流 量 は 0.0063m3/s ，

0.0061m3/s，0.0119m3/s および 0.0103m3/s とな

った。流入流量を増加させたケースにおいてピー

ク流量が大きくなった。また，流入流量の増加量

を差し引いてもCase4およびCase5の方がピーク

流量は大きくなった。 

 
図 4 ダム高さと侵食幅の実験値 

（Case1，Case2，Case4，Case5） 

 
図 5 流出流量の実験値 

（Case1，Case2，Case4，Case5） 
 
3.2 粒度の違いによる影響 

 図 6 には Case1，Case2，Case3，Case6 およ

び Case7 のダム高さおよび侵食幅の時間的変化の

実験結果を示した。図 6 は越流開始からの実験結

果を示している。図 6 に示してあるように，Case6
においては平均粒径の大きさは Case1 と同じにも

かかわらず，侵食幅の時間的変化は Case3 に近い

ことが分かった。Case6 と Case3 の侵食幅が似通

ったものになった理由については Case3 の材料は

珪砂 7 号であり，Case6 は材料のほとんどが珪砂

7 号であったためだと考えられた。Case6 では珪

砂２号も混ぜたがそれによる影響はほとんどなか

ったと考えられた。同様に，Case7 においては侵 
食幅の時間的変化は Case2 と似通ったものとなっ

た。Case1，Case2，Case3，Case6 および Case7
のピーク流出流量についてはそれほど変わらなか

った。  

 
図 6 ダム高さと侵食幅の実験値 

（Case1，Case2，Case3，Case6，Case7） 
 

4. おわりに 

 本研究では，流入流量を 2 通り，粒度を 2 通り

に変化させて実験を行い，流出流量，侵食過程に

与える影響を調べた。 
 流入流量を時間的変化を変化させた実験により，

流入流量の時間的変化が流出流量，侵食過程に影

響を与えることが分かった。流入流量の増加量が

大きくなると，侵食幅が大きくなり，ピーク流出

流量は大きくなった。 
 粒度を変化させた実験により，粒度が侵食過程

に影響を与えることが分かった。平均粒径は同じ

でも侵食過程は異なることが分かった。一方で，

本研究の実験においては，粒度によって流出流量

は大きく変わらなかった。本実験では流出流量は

変わらなかったが，侵食過程は変わったため，条

件によっては流出流量も変わる可能性がある。 
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