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１．はじめに 

砂防施設の配置計画の中で，堤体最大規模 H=15.0m

以上となるハイダムの配置案が計画された。この砂防

堰堤は透過型の部分スリット(案)とし，スリット幅，

堰堤の弱点部の確認のために水理実験を行った。流木

を含む部分スリット周辺の流れ，土砂貯留効果につい

て報告する。 

２．水理実験 

実験は，直線水路実験(図１)を実施した。模型縮尺

はフルード相似則を用い，堰堤構造周辺の力学的影響

が把握可能なλL＝1/50とした。実験対象とする施設は，

表１に示すコンクリートスリットであり，模型取り込

み範囲は水通し幅と同じ 19m とした。実験条件につい

ては，表２に示す。 

表１ 検討対象堰堤の諸元 

項目 値 

水通し天端標高 E.L. 622.7m (スリット底面標高は 609.2m) 

堰堤高さ 27m(根入れを含む) 

水通し幅: 19.0m 

スリット諸元 幅 3.0m(粒径調査に基づく)×２門，高さ 13.5m 

その他諸元 勾配 1:32.5(元河床勾配)，水路幅 19m 

表２ 実験ケース・条件(原型値) 

1．清水実験 

/流木実験 

流量(清水)：計画流量 350m3/s(100年確率流量) 

流木諸元：直径φ=0.5m，流木長 L=5.0m 

給木条件：1.4本/s(水路幅流下可能最大量想定) 

2．土砂流 

実験 

流量(清水)：計画流量 350m3/s(100年確率流量) 

給砂量 2.11 m3/s(総量 2.90×105m3)(実質値) 

土砂の平衡輸送濃度：0.0060， 

模型砂諸元：土粒子密度ρs= 2.68 g/cm3，静止

堆積土砂濃度 c*=0.558，摩擦角＝33.1° 

粒度：30%粒径＝10～15mm，95%粒径＝70mm 

 ３．計測項目 

水理模型実験の計測項目は以下の通りとした。 

表３ 実験計測項目 
目的 検討項目 方法 

1. 堰堤形状の確認

1－1 堰上げ効果・土砂貯留調節

効果等の確認

1－2 流木の流出状況の確認

写真・動画 写真・動画撮影 

水位・河床位 ポイントゲージ（土研式）による計測 

2. 透過部周辺の弱点（高速流、負

圧、摩耗など）の把握

圧力 ピエゾメーターによるピエゾ水頭計測⇒圧力水頭へ変換 

流速 流速計での計測 

水位・河床位 ポイントゲージ（土研式）による計測

 

４．透過部の流況

計画流量(100 年確率流量)350m3/s(清水)時に，流木

が流れた場合の流況を確認した。流木模型は，立木調

査結果を踏まえ，原型値で直径φ=0.5 m,流木長 L=5m

とした。水に浮く針葉樹を想定し PE 押出丸棒(比重

0.98)を用いた。給木量は，幅 19.0m(原型値)の水路の

1断面に対して直径 0.5mの流木を一度に投入して流下

可能な最大本数の 1.4 本/s，合計 200 本投入とした。

その結果，スリットのせき上げ効果による水位上昇，

水面に浮く流木がスリット部入口・スリット部を閉塞

させず流下する状況を確認した(図２)。 

流況写真 条件・結果

Run1-1-2清水+流木 1.4 本/s

施設：スリット幅 6.0m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

Run1-2-2清水+流木 1.4本/s

施設：スリット幅 4.5m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元：φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

Run1-3-2清水+流木 1.4 本/s

施設：スリット幅 3.0m×２門 

計画流量(定常流) 

流量 350  m3/s (原型値) 

流木諸元φ=0.5m,L=5m(原型値) 

流木供給量：1.4 本/s：(原型値) 

スリット部に引っかかった流木数は 0 本(全て通

過) 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.1 透過部の流況および流木による閉塞しないこ

との確認 図２ 透過部の流況確認(計画流量・流木) 

５．透過部における圧力水頭・流速の確認 

計画流量(100 年確率流量)350m3/s(清水)時にスリッ

ト部に孔を設けてピエゾメータで計測された圧力水頭

の分布図および流速を図３に示す。

実験の結果、スリットの流入部の隅角部に，水深相当

図 1 水路模型配置図 

流下方向 

項目 縮尺 原型 模型 

時間 λL
1/2 1 s 0.141 s 

流量 λL
5/2 100m3/s 5.66×10-3 m3/s 

長さ λL （λL=1/50） 100m 2.00 m 

流下方向 

水位 618.9ｍ (原型値) 
【せきあげ確認】 

【流木全数通過確認】 

下流端より上流を望む 堰堤周辺側面(ダム軸から 60mまで) 

中ノ川下流第1号砂防堰堤

中ノ川下流第3号砂防堰堤

中ノ川第3号上流砂防堰堤

中ノ川第4号上流砂防堰堤

【中ノ川第4号上流砂防堰堤】
堤高H=14.5m
スリット幅3.0m×2門×スリット高9.0m

【中ノ川下流第1号砂防堰堤】
堤高H=27.0m
スリット幅3.0m×2門×スリット高13.5m 【中ノ川下流第3号砂防堰堤】

堤高H=18.0m
スリット幅3.5m×2門×スリット高11.5m

【中ノ川第3号上流砂防堰堤】
堤高H=14.5m
スリット幅3.0m×2門×スリット高9.5m

5年確率対応

100年確率対応

100年確率対応

5年確率対応

19.0ｍ(原型値) 

模型取り込み範囲 

R1-044

137

2020年度砂防学会研究発表会概要集



よりも小さな水圧が作用し，その中の水面付近で‐

0.26mの負の圧力水頭が確認された。 

また、同時計測された流速について下記に示す。 

・スリット部で流速が増大，最大流速はスリット出口

底部で 12.5 m/s 、負圧発生域付近の流速は 2.93m/s。 

・ 流速分布は，スリットより上流では水面を最大とし，

スリット内では河床付近を最大とした分布となった。

図３ 透過部の圧力水頭流況確認(計画流量) 

６．透過部での水深 Hと流量 Qの関係(H-Q試験) 

スリット中心線における水位計測を行い，最大水深

H-流量 Q関係を得た。以下の図４に示す。 

図４ 最大水深 H－流量 Qの関係 

ここで，スリット部を有する堰堤の透過部について

大オリフィスの式 1)を用いて H-Q 式を作成した。  

…(式１) 

ただし，Q：流量，C：流量係数，b1：スリット幅又

は水通し幅(スリット幅除く)，袖小口勾配:tanθ＝0.5 

(b2=1/2 tanθ)g：重力加速度，h：水深 

実験結果より流量係数を逆算し，表３を得た。 

表３ 流量係数 

流量係数 C 

（実験結果） 

流量係数 C 

（既往実験値 2）より） 

スリット部 0.544 0.50 

水通し部 0.650 0.55 

本実験結果から得られた流量係数は,スリット上流

の湛水域の影響を受けて大きくなった可能性がある。 

７．土砂流実験 

計画流量 350m3/s(清水)を流すとともに，堰堤の現河

床勾配での土砂の平衡輸送濃度 0.006 に対する給砂を

水路上流端から与え土砂流実験を行った。 

実験の結

果，堆砂肩

が上流から

進み約６時

間 (原型値 )

でスリット

へ到達 (図

５)，通水後

の堆砂形状

の計画堆砂勾配，計画河床位との一致を確認した(図６)。

図７に各時刻までの，供給・流出土砂の積算値を示し

た。堆砂肩のスリットへの到達後の供給土砂量と流出

土砂量のグラフの二つの差分(図７中の両矢印)から土

砂貯留効果が示された。 

８．おわりに 

実験から下記の現象を確認した。 

・スリット部での水圧低下，負圧発生 (図３)

・スリット内での流速の増大(図３)

・計画された土砂貯留効果の発揮(図５、図６、図７)

スリット部入口，特に負圧発生領域での摩耗等に対

する補強・形状改良(隅切り等)等が考えられる。 
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●：H-Q試験での計測結果

―：H-Q関係式による推定結果 

水通天端 E.L.622.70m(水深 24.5m) 

C: 圧力水頭 ＜ 水深×2/3 

B: ０＜ 圧力水頭 ＜ 水深×1/3 

C：圧力水頭 ＜ 水深×2/3 となる領域 

A: ０＜ 圧力水頭 （負圧発生） 静水圧分布 

イメージ

(水深＝圧力水頭)

 

図６ 通水後の状況 

図５ 水位・河床位縦断 

着色部分の解説 

E.L.622.70m 

 

図７下流端の流出土砂量積算値 

約 6時間 

赤：計画堆砂線 

流下方向 

青：初期河床 

通水後の河床位 

(堆砂肩) 

    水位     河床位 

  水位  河床位 

2時間経過(実時間) 

6時間経過(実時間) 

堆砂肩(ダム軸から約 25m) 

堆砂肩(ダム軸から約 140m) 

最大流速 12.5m/s 

(スリット出口底部) 

流速２．９３m/s (スリット入口・

水面付近、負圧発生域周辺) 
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