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最近の土砂調節ダム

石 橋 秀 弘

I. はじめに

砂防ダム築造の目的には，①渓床勾配を緩和して縦侵食の防止をはかること，②渓

床を上昇させて山脚を固定することにより，山腹からの土砂生産を抑えること，③渓

間不安定土砂の流出を抑止すること，④流出土砂の貯留をはかること，⑤土石流の抑

止もしくは抑制lをはかること，とならんで，⑥流出土砂の調節 ・調整があげられてい

る。

最後にあげた土砂調節に関していえば，それだけを目的としてつくられるダムはじ

つのところ少ない。たとえば，土砂貯留の目的で貯砂ダムをつくれば，そのダムは同

時に流出土砂の調節の機能をもはたすことが期待されるのであるが，そのばあい土砂

調節量としては，異常洪水時にみられる洪水勾配と，その後の小出水によってつくら

れる平衡勾配の差に相当する量が見込まれる。しかしその量はあまり多いとはいえ

ず，全堆砂量の 1割か，せいせ守い2割程度といわれている。とりわけ堆積砂礁の粒径

が小さいばあいは多くを期待できなし、。さらに夕、ムの袖の背後には死角部分があっ

て，そこではなかなか平衡勾配に達することがないなどの事情が重なって，はかばか

しくなL、。そのため，この調節量をさらに積極的にふゃそうとする努力が重ねられて

きた。

その一つの試みが，水抜孔による方法であった。水抜孔は，砂防ダムに特徴的な構

造である。それは，もともとはダム背後の水圧減少をはかろうとし、ぅ Wang(1901) 

以来の考えに基づいているが，この孔を，うんと大きなものにして，積極的に砂磯流
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下をはかり，土砂調節タムの機能をもたせようという考えが，出てきたのである。と

れも今日からすればかなり古いもので，砂防学の古典的名著である Hartel, Winter 

共著“Wildbach-und L3.winenverbauung”1934および Strele著“ Grundrissder 

Wildbachverb凱1ung” 1934 にすでにその記載がみられる。 しかしこの方法も これ

までの実績によれば，大径礁がつまったり，流木がつきささったりして，これ以後の

小径礁の移動がとまってしまうなど，あまり確実な成功をおさめたとはい し、難かっ

た。

いっぽうじっさいの災害形態としては，上流から流下してくる流木や巨大礁が河道

をふさぐことによって， 居住区域への氾濫，土砂侵入などが多いことがしられ てい

る。したがって，このような巨大流送物を下流に出さないようにしなければならない

ことが認識されていた。さらにオーストリアなどの例でいうと，中流区間で発電用の

取水をしたがために，それより下流では流水による土砂運搬能が低下し，渓床堆積物

の移動がとまってしまって，さまざまのトラフソレが発生する事例がでてきた。このば

あいは，少ない流量でも移動が起こるような砂礁の供給状態をつくり出すとか，ある

いは小さな運搬力でも移動可能の小径僚と，そうでない大径撲をあらかじめふるい分

けておき，前者は水の運搬力にまかせ，後者は人為的に除石するというやり方がとら

れることになる。また，治山砂防工事の進捗にともなし、，流出砂礁が減少し，下流区

間の河床洗掘が問題になる場面もでてきた。

このようなさまざまの背景から，砂防ダムの調節 ・調整機能を橋大し， jf,JJ御するこ

とが強く望まれるようになり，オーストリアなど中欧諸国では1950年代後半から具体

的な実行に着手していった。

以下主としてオースト リアでの調節ダムの最近の趨勢を中心に述べてみたいとおも

う。この工法はオーストリアばかりでなく，近隣のフランス，イタリアなどでも研究

されているが，最も経験豊富なのがオースト リアであるということから，それらの業

績を中心に紹介することにした。

本稿作成にあたっては，最後に掲げた文献のほか，ウィーン農科大学 Prof.Aulitz・ 

ky，オース トリア国立林業試験場砂防研究室長 Dr.Kronfellner-Kraus プレーゲン

ツ砂防工事局 Fischer局長，ザノレツフソレグ砂防工事局 Hofmann局長などから，現地

で、得た情報を参考にしている。厚く謝意を表する次第である。

2. 初期の土砂調節ダム

土砂調節機能を積極的に増大させようとして夕、ムの構造自体に工夫を加える方法が

権威ある成書にあらわれたのは，前記のHartel-Winter，および Streleの著書あたり

かららしい。このダムに対して原著では“Entleerungssperre”という用語があてら

れている。従来のよう に調節土砂量として，堆砂区間の洪水勾配と平衡勾配の差に期
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待するだけのものからみれば積極性が増したものといえるし，さらに後で述べる最近

の工法のように除石作業とも連繋をもってくると，原語の前綴entーのニュアンスを生

かし，「除石ダム」という訳語をあててはどうかと私は考えているが，これはまだ市

民権を得たわけではない。

この種のダムのじっさいの施工はもっと古いもので， 1884年にフランスの Riou-Bo

urdoux渓流の 8m高さのダムに大きな水抜孔が2列にわたってつくられたといわれ

ている。この水故孔には鉄格子がとりつけられ，流水と細粒物質は流過できるように

した。しかしこの鉄格子方式は，この渓流に限らず，どこでも詰まり易い欠点をもっ

ていたため，すぐ採用されなくなり，簡や立体的に組みたてたレーキ状構造物にとっ

てかわられたとし寸。ちなみに最近の研究によれば，大水抜孔方式のダムをつくると

すれば，その水抜孔の大きさをきめるには， 1列の水抜孔群で，平均流量程度の流量

をパックウォーターを生じさせないで流下させうること，また個々の水抜の大きさ

は，流過させる最大礁の長径の 3倍にするのがよいとされている（Weber1964）。

1940年代末期には，コンクリート ダムの中央放水路部分を取替え方式にしたものが

フランスで造られたとし、う。つまり両翼だけが固定的構造としてつくられ，中央部は

カラマツなどの樹幹を横に並べてロスト構造にしたもので，外力による損傷を受けや

すい中央部を，あらかじめ取換えのきく構造につくっておくものである。これは機能

的には，後で述べるビームダムと同じ効果をもっていたことになる。

そのほか，たとえば 1km'未満程度の小流域では，堅固な渓岸の岩盤に直接水平梁

を埋めこんだ構造物がつくられたこともある。さらに，ロープを格子に編んだものを

カーテンのように吊り下げておいたり，あるいは漁網のような仕かけに張って砂礁を

捕捉する試みなどもなされた。この工法はとくにソ連でさかんにおこなわれていて，

ときには土石流捕捉の試みもなされているらしいが，それ以上の情報は私には無し、。

オーストリアでの施工の経験からいえば，この工法はロープの腐食に対する保守がお

こなえない〈たとえばロープウェーのばあいのような塗油が不可能〕などの問題があ

り，強度の計算ができないので，あまり大規模のものには適用できない欠点があると

いう。したがって，災害復旧の応急工事的なもの，あるいはごく小型のものに使われ

る程度である。

以上のようなさまざまの試行過程を経て， 1950年代からの本絡的な土砂誠節タム建

造の時期を迎えることとなったのである。

3. 現在の土砂調節ダムの種類

中欧で現在建造されている土砂調節ダムの種類としては， Leysの分類 (1973〕に

したがえば第1図のようなものがある。

乙れらのうち，代表的工種として，ビーム ダム とスリットダムについて以下述べる
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第 1図 砂防工事における横工の分類
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こととする。

4. ビームダム

ビームダムは第1図のスケッチでも

わかるとおり，ダムの中央部放水路の

下を大きく開け，そこに曲げに強い材

料（通常は鋼鉄〉でつくった水平ビー

ムのロストをとりつけ，流送砂礁のふ
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察署官潤船酔司即時高高畠品一一 -II!隅 - "  

るい分け，ならびに流木の捕捉をはか 写真1. オーストリア Finsingbachのピー

る目的をもったダムである（写真1

参入

巨大砂磯や流木を除去することが渓

ムダム。除石面7m高さ×4.5m幅

×4面。鋼材32トン。 1970年完成。

(1972年石橋撮影〉

流災害の軽減に役立つことは既に述べた。ところで渓流砂礁の粒度組成をみると， 一

般に小粒径分が多く ，大粒径分の割合は急激に少なくなっていることがしられてい

る。たとえば，ごくありきたりの粒度組成として，最大礁の 1/2以上の粒径フラクシ

ョンは全体の 20%とし、う測定例についてみれば， 流出砂礁の粒径を1/2にするには，

僅か20%の砂礁の抑留で足りる ことになる。

流送されてくる砂磯をふるい分けるにあたっては，その構造物によって流水の停滞

が起こらないよう，なるべく無抵抗に通過できるようにしなければならなL、。この点

が次節で述べるスリットダムとは異なるところである。も し，その条件が満たされな

ければ，在来型ダムと同じような機構での堆砂が起こってしまって，ふるい分けの目

的は達せられなし、。この砂磯流過に対して影響する要因としていくつかのものがあげ

られるが，以下 R Hampelの実験結果を中心にその関係を考えてみよう。なお，

R. Hampelの実験は次の条件でおこなわれた。

・実験水路．幅20cmの長方形断面。勾配30%0

．流量： 200c皿＇／s。

(1) ビーム間隔

ビームダムのふるい分け効率をあらわす示標として，計算上でてくる飾に残る砂磯

量w，と，じっさいに飾によってせきとめられた砂、機量w.との割合（W,/W，）を用

いると，同じ粒径組成の砂磯に対しては，ビーム間隔が狭くなるほどこの効率が小さ

くなる。すなわち，ビーム間隙が大礁によって塞がれると，本来は流過可能の後続の

小際もせきとめられてしまうからである。

じっさいの経験をも加味した結論としては，ビーム間隙とビーム太さの比が 1 1 

では，ロストによるせきとめ傾向が起こり，夕、ム効率が著しく低下する。平均的なと
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ころでし、えば，ビーム間隙をヒーム太さの 1.5倍経度にとるのがよいとされている。

(2) 含砂率

含砂率が高くなるとダム効率は低下する。理由は前項とほぼ同じで，多くの大径臣告

が高密度でビームに到達すると，せきとめが起こり易くなり，効率の低下をまねくこ

とtこなる。

(3) 粒径組成

水理量の計算のばあいは，粒径に関する性質を平均粒径で代表させることが多い

が，ダムの飾分け機能を検討するばあいは平均粒径では不十分で，粒径組成そのもの

を検討しなけれ；歪ならず， すこぶる複雑である。

いま流出量全体に対し，ダムでせき止められる砂際量の割合を，せき止め率であら

わし，これと先述のタムの効率との関係を実験例について示したのが，第2図であ

る。この実験に使用している砂際の粒径組成は第1表のとおりである。

片対数グラフ上にあらわした両者の関係は，砂際試料ごとにそれぞれ右下りの直線

的変化を示している。ただし， 試料s4のばあいに流過し うる粒径領域である 0.5mm

以下は，試料s6の0.5～3mm領域に比較して微粒であるから，それらが7～10阻粒子

の聞につまったばあい，流水によってもこわれない硬い被覆をつくる傾向がある。S

4のせきとめ率がs6のそれより高いのはそのためで、あると説明されている。第2図

の関係に影響する要因はほかにもいろいろあって，バラ ツキが大きいけれども，ほぼ

下限に近いところに傾向線をあてはめると，飾511；効率ザ（%〕とせき止め率s(%) 

の聞には，マ＝40(1ーlogS）の関係があり，これは他の粒度の材料についてもほぼあ

てt主主っTことし、う。

施工上の問題点を若干挙げておこう。

第2図にもみられるとおり，せき止め率が高まるとタムの筒Jlij効率が低下してく

る。したがって一つの渓流のなかで，上流から下流に向って，節目の大きいものから

五±---V~弓7戸~二下下－3:;-1~ 1

子r~r ~ 1 :1：パ
平均粒径

(mm〕

2.29 

2.22 
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小さいものへと順に配列していくのが効果的であることがわかる。 じじっその一つの

目安として， 筋目の開きを異にする 3種のダムを lセットと考え，最も開きの粗いも

のを最上流側に，以下順次下流になるほど細かL、のを配列し， 一つのダムにつき，量

で15~ら，粒径で209ら以内の飾分けにとどめ，あまり急激な官官別にならないようにしよ

うという案がある。

梁を水平にとりつけたビームダム と，鉛直にとりつけたレーキダムのどちらが効果

的かという問題は，開発初期には若干の議論があったが，いまではだいたい水平とい

うことに落着いたようである。同じビーム間隔にしたばあいて‘も，水平ビームの飾別

効果は鉛直のばあいの約 1/3増であることがわかったからである。それには，渓流の

なかの砂礁が，その短軸を鉛直にしているばあいが最も多いという ことが関係してい

るようである。

最近は，ビームを簡単にとりはずせる構造にしておき，もし予期せざる堆砂が起こ

ったばあいは，あとでビームをはずして間隔を調整して自然、流下を促したり，あるい

はこれらを下まで全部はずして，フソレドーザーを進入せしめ，除石をするなどの配慮、

がされるようになってきた。

(4）長所， 短所

おわりに，ビーム ダムの長所と短所を簡単にとりまとめておこう。

(a) 長所

① 大臣告と同時に流木の保留をはかることができる。

② ある粒径以下の砂撲を流下させるから，下流区間の河床低下を防ぐことができ

る。

③ 砂磯堆積後，ビームをはずしておけば，中小の出水で自然流下させることもで

きる。

④ ビームを取りはずせば，除石機械の進入が可能である。

⑤ 堆砂区聞は常に排水されているから，機械力による除石作業も円滑におこなえ

る。

⑥ ビーム間隔は，堆積の模様をみながら調節することができる。

⑦ 川を遡上する魚類の生活に悪影響を与えないで済む。

(b）短所

① ビーム間隔を決定するのは，いまのところ経験にたよるところが多い。

② 流木がピーム間隙につきささって，河道閉塞を起こすことがあり得る。

③ 土石流の直撃を受ければ壊れ易い。

④ ビーム間隙から，突如として予期しないときに鉄砲水が出てくるおそれがあ

る。
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5. スリ ットダム

在来型ダムの堆積をみていると，本来砂防ダムが対象としない，いやむしろ下流に

流さなければ支障をきたすような小粒径分までをも貯留してしまい，その結果，堆砂

能力の減退になやんでいるばあいが多い。これを解決する一手段として考えられたの

が，このスリットダムである。

このダムは，在来型夕、ムの水通し天端にスリット状の関口を設けたものである。ス

リットの大きさは，平素の流水は土砂をも含めて自由に流過させるが，洪水時には在

来型ダムと同じようにせき止めが起こることを目安としてきめられる。スリットに

は，寵状もしくはロスト状構造物をとりつけることが多い。

大量の土砂を含んだ大出水が起こったばあいは，スリットからの流下量は相対的に

少ないから，在来型ダムと同様にダム背後に背水現象が起こり，堆砂末端から堆砂が

始まる。スリット幅が大きくなるほど流送砂礁はスリットの近くまで到達する。 ・部

はそのときすでにスリットを通過するが，残余はダム背後に貯留される。当然、のこと

ではあるが，スリット幅は流送砂僚の最大径よりも広くとらなければならない。

出水の終期の引き水，あるいはその後の中小規模の出水では，スリット部分に流水

が集中して侵食力を増し，しかもスリット底部が侵食基準面として作用するため，堆

砂域に対する二次侵食が深部にまで進行し，除石効果を発揮することになる。これら

一連の砂際移動過程には，スリット幅，水量，砂礁の粒径などが関係することは当然

予想される ところであるが，以下再びR.Hampelの実験結果を中心にその点を考えて

みよう。

(1）含砂率，粒度，スリット幅の影響

流水の含砂率，砂の粒度，スリット隔を変えて，スリットを通過する流水の含砂率

の変化をしらベた実験を第3図に示す。供試砂礁の粒径組成は次のとおりである。

第2表 供試砂礁の粒径組成

事立 径 領 域 (mm) 
平均粒径（mm〕

6～10 

s 1 100 0.28 

s 8 20 40 20 20 3.43 

s 9 35 65 1. 25 

s 10 25 50 25 2.06 



第 3図 スリットダム流過後の流水の含砂率低下
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第2図は流水の含砂率を 2,10, 50%の3種とし，

させた後の含砂率の変化をあらわしたものである。

スリット幅が砂磯最大径の 1.5倍程度以下であると，砂礁の流過は強く抑制され

る。それ以上になると急速に流過しやすくなっている。

次に，含砂率の低いばあいは，それの高いばあいにくらべてスリットを通過する割

合が高い。すなわち流過し易いことが明らかである。

もう一つ注目すべきこととして，たとえば含砂率50%という高濃度の流水 が，幅

200%のスリットを通過することにより10%以下の含砂率に，また 10%のものは5%

程度に低下していることである。これはスリットの強度の問題さえ解決すれば，土石

流対策として応用できる可能性を示唆しているものといえよう。

これらの実験結果から Hampelは，スリット幅としてはいちおう砂磯最大径の 2倍

を目安にするのがよいといっているが，同時にまたその幅でt主洪水時の流量に対応す

石橋・最近の土砂調節ダム

各種のスリ ット幅のダムを流下

スリットダムの堆砂量と土砂調節量
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るには通常あまりにも小さすぎるであろうから，スリッ トの数を犠やすことを提案し

ている。このJまあいは当然，個々のスリットのスロットル効果は減少するものの，ス

リットの数が増えていることにより，流出量の補償ができる線が見出せるだろうと述

べている。

貯砂ダムとしての機能更新という量的な面に焦点をあわせると，大出水時には在来

型ダムに匹敵するぐらい，なるべく多量に貯留しておき，その後の小出水ではスリッ

トによる侵食基準面の低下およびスロットル効果によって，在来型ダム以上の流去が

起こることを期待するとし、う立場がある。第4図はその立場から私のおこなった実験

結果を示したものである。

供試砂礁の最大径は5mmである。大出水時の貯留砂礁量を Qrとして横軸に，小出

水による流去量を Qrとして縦軸に示しである。サフィックスのSはス リットダム，

Cは在来型ダムを意味する。上に述べた期待にそっていえば，図中でなるべく右上方

にプロットされるものほど好ましく，反対に左下方にくるほど期待はずれということ

になる。 Sトlダム，すなわちスリット幅が最大粒径の200%のものでは，大出水時の

貯留砂磯量はそれほど大きくは低下しないで，かつ小出水による流去量もまた十分で・

あり，土砂調節ならびに貯砂容量の回復という点では好ましい結果を示している。そ

れに対してSト2ダム，すなわちスリット幅が最大粒径の400%になったものは，侵食

基準面の位置は同じでも，はじめの貯留量は少なく，しかも小出水による流去も期待

できなし、。

スリット面積はSト2ダムと同じでも，スリッ ト幅が200%になり，侵食基準面がさ

がったばあいは（Sl-3），前2者の中間の値を示している。

ごく大ざっぱにいえば，大出水時の砂際貯留量はいくらか低下するかわりに，次に

やってくる小出水による流去量は多くを期待できる点を見つけることができるという

のがスリット ダムの特徴といえる。

(2) じっさいの施工例

(a) Litzbachダム

オーストリアの西端 Vorarlberg州の Litzbachは第5図に示すとおり，標高2,769

mの ValschavielerMadererを最高峰とする2,000m級の連峰にかこまれた流域の中

央を貫流し， Schrunsにおいて Ill川の右支として合流する。流域の北西部は三畳系

である。流域をとりまく諸峰は各種の片麻岩から成っている。問題のスリットダム位

置の上流側は広範囲にわたって準片麻岩が拡がり，これをモレーンがおおっている。

これが砂磯供給源としてこの渓流の性格を特徴づけている。

崩壊地のあるGieselnbachとの合流点から下流の平均勾配は4.5%であり， Schruns

村では2%の緩勾配のなかに流路工がつくられており，やがて Ill川に合流する。



第 5図 Litzbach流域図
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1965年6月， Gieselnbach流域の標高 l,800m位置のそレーンの斜面に， 7haの貝

殻状崩綾地が発生し， その 3ヵ月後には25haにわたる地すべり性の斜面移動に発展

した。生産された砂僚は Gieselnbachを1.5km流下して Litzbachに流入した。この

合流点においては Litzbachの流域面積は49km2であり，砂礁をほとんど含まない豊

富な水流がみられる。年降水量は l,800mmであるが，その大部分は降雪に由来する。

6月から 8月にかけてその融雪水が出てくるが，年流出量の 2/3がこの期間に流出す

る。したがって， Gieselnbachから流入してくる砂磯も，この豊富な水量のおかげ

で， 4.5%とL、う緩勾配にもかかわらず，延々Uk皿下流の IllJI Iにまで運搬されるの

である。

いっぽう Ill川は， Litzbachとの合流点のところまでで流域面積 350km2である

が，その上流で発電用に取水するようにだったため，水量は本来の 1/3に減ってしま

った。そのため， Litzbachで運ばれてきた砂礁をさらに下流へ運搬する能力がなく

なり，合流点付近に堆積する傾向があらわれ，氾濫あるいは土石流災害を起こすよう

になった。 1966年の融雪出水のときには何週間にもわたって大型機械が投入され，渓

床堆積物の除去，流路の整治にあたらなければならなかった。も ともと Litzbachの

砂磯移動量の時間的配分にはすこぶるむらがあるため，合流点まで一時に大量に運ば

れてきた砂際は，以前とは違って流量の少なくなっている本流によってそれより下流

へ運ばれることが不可能になったというわけである。

けっきょくこの対策としては， Gieselnbachの崩壊地の脚部固定のためのダム建設

がおこなわれたほか，砂機運搬の営カをなくして， Litzbach.への土砂流入をカット

しようという趣旨で， Gieselnbachの流水を，崩壊地のそばを避けて暗渠で迂回させ

る方法がとられた。そして Litzbachの1万l,OOOm地点，すなわち Gieselnbachの

崩壊地から約2km下流の位置に，高さ15m，長さ98mのダムを建造し，これに深さ 6

m，幅2.2mのスリットを設けた。ダムは1967年に完成している〈写真2参照〉。

設計条件としては，スリットの底面

より下は堆砂圧，それより上は堆砂圧

+1.K圧を想定しており，けっきょく除

石領域には水圧のほぼ 1.4倍の外力で

計算したことになる。他のスリットダ

ムの設計条件をみても大部分が水圧の

1. 2～1. 6倍であるが，例外的に土石流

のことを考慮して 2倍にとった例もあ

る。

写真2. Litzbachのスリットダム（1972年 天端幅は，ナダレの襲来のととを予

石橋撮影〉 想して2.5mにとっている。
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放水路断面は， 18.4m （長さ〉×2.Sm （高さ） =46m2て＼これは50年確率流量130

m2/ sを流過させうる大きさである（平均流速2.Sm/ s〕。

1967年にダムが完成してから後， 1969年までに，ほぼ満砂状態になったことが3回

あった。しかしその都度，ストリットあるいは大水抜孔の詰まりは具合よく自然、に抜

け，除石効果を発揮した。

除石量を示す一例jを挙げると， 1970年の春， 4.5%勾配で23万dの堆砂であったも

が，同年9月6日までに融雪水により16万5,000m2が自然流去した。

ともかくここでのスリットダム建造により，砂礁の流下が平均化され， Litzbach下

流での堆砂傾向はとまり，やがて元の渓床があらわれるようになった。

このように，このダムは除石作用がほぼ理想的に進行している例である。その原因

としては次のようなことが挙げられているが，ここにはスリットダム施工を成功させ

るための重要なヒントが含まれている。

① 砂B裂が比較的小径で，最大礁でも60個程度であったこと。

② 流送砂磯のなかには，ナダレによって引抜かれた樹木がたまに混ってくる程度

で，流木は非常に少ないこと。

③ 融雪期の 3ヵ月で先述のとおり年間の 2/3に相当する豊富な流出がみられる。

④ 問題になった Schrunsの部落からダム位置までは lOkmも離れているから，砂

礁がこの聞を流下するうちに，時間的・空間的な流送密度の偏りの調整が自然に

おこなわれたこと。

などである。

スリットの表面には花こう岩を張ってあるが，底面の年平均松摩深はlOcmで‘ある。

工費は，副ダムおよび工事用道路建設費を含めて 500万シリングであった（ 1シリ

ング与15円〉。したがって，ダム単位容積あたりの建造費は， 500万シリング／4,700m2

=1,070シリング／m2となる。

堆積砂磯1m2あたりでみると， 4.5%で‘堆砂したばあいは， 500万シリング／23万d

=21. 70シリング／m2，また6%で堆砂したばあいは36万2,000m2の堆砂が見込まれる

ので，そのばあいは 13.80シリング／m2になる。

ちなみに財源は， 75%を国，残り25%を州が負担した。受益者側の負担はここでは

課きれなかった。このことに関連して若干の論議が起こっていた。すなわち，もとも

とは Ill川における発電所の取水によって砂機流送が円滑にいかなくなったのが直接

の原因で本工事施工の必要が生じたのであるから，発電所側にも費用負担を課すべき

であったというのが，今日の大方の意見であった。じじっこの趨勢はその後の工事に

反映されており，たとえば隣のチロル州にあるチイラータールの発電所では，取水の

ため予測される土砂収支の変化に対応すぺく， 1967年から私の滞在していた1973年ま

での聞にでもすでに5渓流に対し，発電所の全額負担で，約5,000万シリングの砂防
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工事費が支出されていた。同様の事例は他の発電所建設のばあいにもほぼ定着してい

る。

(b) Aisdorferbachダム

自然流水による除石がいつも いtzbachダムのようにうまく運ぶとは限らなし、。た

とえば Salzburg州の Aisdorferbachのモレーン地帯につくられたスリットダムは，

長さ26.4m，高さ10.5mで，スリットは高さ8.5m，幅2.0mで，木製のビームを取り

つけてあった。このダムに夏の豪雨で，土石流的な砂磯流出が起こり，土砂の先頭に

なって流下してきた流木がス リットをふさいだため，そのあとはまるで在来型ダムと

同じような堆砂が起こってしまった。この堆砂はその後の融雪出水をもってしでも一

向に流出せず，最後は機械力を導入しなければな らなかった。このばあい，もしス リ

ットにビームをとりつけていなかったら，このようなタイプの堆砂は避けられたで‘あ

ろうかとか，あるいは，もし取付けるにしても適正なビーム間隔は如何ほどであろう

かなど，いくつかの疑問が出されていたが，その当時はまだ明確な答が出ていなかっ

たようである。

ただちょっと面白い試みがあったので、紹介しておこう。それは SalzburgのKettl技

師の考案であるが，ダムのスリット部分の上流側に，ス リットを挟んで一対の扶壁を

とりつけ，その斜辺に沿ってレーキをつけておく。 レーキの傾斜を 1: 1. 5ぐらいに

とりつけておくと，洪水時に運ばれてきた流水は，ダムに到着してこのレーキでせき

とめられ，水位が下ったのちも依然、としてその位置にとどまり，やがて乾燥して軽く

なったのち，次の出水によって浮上して天端を越えていくし，もちろんその前に人為

的に除去することも可能である とL、う。大きさや形状のまちまちである流木に対して

普遍的な工法であるかどうか，もう少し見極めなくてはならないが，一つの着想とし

て尊重していかなくてはならないであろう。

それはともかくとして， 流木対策に絶対的な決め手がない現段階では，スリット タ

ムが機能を発揮できなくなる場合のこ とも予測して，その施工は，機械力搬入の可能

な所に限るべきだとし、う意見がかなり聞かれた。

また， J]ljの解決法として，最近はスリットダムを建造するばあい， ビーム ダムと組

合わせるとし、う考え方が・般的になりつつある。これは，ビームダムによって流木を

せきとめて，前記のようなトラフツレを回避しようとすると同時に，巨E裂をせきとめて

おけば，その下流側にもうけたスリットダムの土砂調節機能を高めることができると

いう点をねらったものである。

(c）柏谷堰堤

わが国では六甲砂防工事事務所管内都賀川につくられた柏谷堰堤が最初のスリット

ダムである。これは土石流対策をかねた調節ダムとして，柿徳、市所長（当時〉の発案

でつくられたものである。1955年完成後，1967年災害ではかなりの砂磯が出て，いっ
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たんは放水路天端を基準として堆砂したが，その後の中小出水でス リットからの自然

流下が起こり，現在は再び砂際貯留能を回復している。残念ながら詳細な堆砂量の推

移は測定されていない。

6. その他の土砂調節ダム

流木や巨E撃が渓流に入ってくると河道閉塞を起こし，水および砂際の流送を撹乱

し，氾濫，堆積など各種の渓流災害を誘発する。渓流によって程度の差はあるにして

も渓流災害の多〈がこの河道閉塞に起因していることは明らかである。この点に着目

し，これら大型流送物の捕捉を主目標にしてオーストリアで開発されたのが「格子ダ

ム」である。考え方の基礎は戸ープダムのなかにすでにみとめられるのであるが，ロ

ープダムはその強度上の問題があってあまり発展で、きなかった。格子ダムは，河道閉

塞を起こしてもあまり悪影響の及ばないような場所を選んで， 1～2m程度のきわめ

て粗い自に組んだ鋼鉄製格子状横工を置いて巨大流送物を捕捉するものである。

格子ダムは山形鋼を組み立ててつくったラーメンである。組立て式の除石ダムで，

鉄筋コンクリートの部材も一部の国では使われているが，オーストリア西部諸州のよ

うに凍結の激しいところでは不向きである。さらに，格子ダムが対象にしている よう

な巨大流送物のばあい，衝撃による破損を考慮しなくてはならない。その点では鋼材

は変形自在であるという点でも適当な材料といえる。重苦の問題が深刻なところでは防

鋳性の鋼材も使われている。

私が見学したのは， Diirnbachとし、う渓流につくられた鋼製格子ダムであるが，こ

の渓流は，その流域面積 8.5km'，流域内最高点は 2,299mである。上流部はゆるや

かなアノレプ山地農業地帯で，その平均勾配6～12%，中流部27%以内，下流部11%,

流路延長 7.7kmであり，地質は千枚岩，粘板岩，石灰岩などで構成されているが，渓

流への直接の砂礁の給源はモレーンおよび崖錐堆積物である。この渓流はしばしば洪

水および土石流に見まわれ，下流にあ

るNeukirchenの部洛は，記録に残っ

ているだけでも， 1572年をはじめとし

て，これまでに6回にも及ぶ大被害を

経験している。本；俗的な砂防工事は，

1910年代からはじめられているが，上

流部は高地砂防造林その他の直接工

事，そして中下流部にはダム，流路工

を中心とする間接工事がおこなわれて

きた。工事の進行にともない，中流部 写真3 Diirnbachの格子ダム (1972年石

では地すべりが起こっていることがわ 橋撮影〕
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かり，側圧に対抗すべく ，枠ダム，蛇かごダムなどで対応してきている。問題の鋼製

格子ダムは， この渓流の中流部の砂磯流過地帯に1968年に建造されたものである。写

真3は，その全貌を示すものである。構造物諸元は，堤高 6m，堤長35m，堤厚2.5

m，鋼材総量48トンである。もし在来工法によったとすれば， コンクリ ート量 1,100 

～1,600トンを要する ことになる。材料運搬には鉄道， トラ ック，索道を利用し，所

要時聞は510時間，組立てだけに要した労働時聞は，この作業に未経験の砂防労務者

858時間，納入した鉄鋼会社の組立工257時間であった。

これらの資料から，このダムの長所ならびに短所がかなり明らかになってくる。そ

れらをまとめると次のとおりである。

(a）長所

① 部材が運搬に便利な大きさと重量である。

② 組立てが単純で熟練を要しない。所要時間も短いから， 災害直後の応急工事と

しても利用できる。

③ 施工中の流水の処理が簡単である。

④ 小径磯を不断に流送させるから，堆砂が緩慢である。

⑤ 外力を受けて変形するこ とはあっても，全体的な破嬢にまでは至ら ないで済

む。

(b) 短所

① 組立ての際には許容誤差が小さし、から，正確な作業が要求される。

② 資材費が高い。当時の価格で トン当り 8,000シリングであったが，輸送費や労

務費が少な くて済むとはいいながら，なおかっこれにみあ う在来型コンクリート

ダムをつくったばあいに較べて，約60%高価になる。

③ 景観のうえで，いまのところまだ違和感がある。

7. おわりに

以上で3種の土砂調節ダムについて述べてきたが，このほかにも先に挙げた Leys

の分類でわかるとおり，いくつかの型がある。しかしその有効性の評価，あるいは施

工実績という点では，この3種にくらべてはるかにおくれを取っている。いっぽう，

土砂調節の原理的な中身の，それぞれ異なった面をこれら 3種のダムが代表している

とおもわれるので，今回はここまでで一応筆を措くことにする。

わが国のこれまでの砂防ダムでは，いったん溜めた土砂を積極的に流すとし、う思想

が比較的稀薄であったようである。それにはもちろんそれなりの理由があった。長年

にわたり，上流山地から許容流砂量をはるかに上まわる膨大な流送土砂に なやまさ

れ，下流河川は天井川の様相を呈することが多かったという一般的背景があった。さ

らに，ダムに大水抜孔をつけたばあいの激しい下流洗掘の問題，予期せざる時に鉄砲
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水が起こったばあいの危険性， 2次流下を促進する流量の有無など， L、くつかの間題

点があった。しかし最近では良好なダム＋イトが次第に少なくなってきて，ダムの築

設そのものが年を追って困難になりはじめたこと，したがって既設ダムにその効用延

長を期待しなければならなくなったこと，さらに堆積砂撲を骨材として活用する願望

があるなど，いくつかの条件が整ったところでは，堆積砂礁を採掘する作業がげんに

進められるようになってきた。いわゆる除石工である。「掘る砂防Jといわれている

そうであるが，一昔前にはちょっと考えられなかったことである。下流の河床低下が

深刻なところでは，さらに一歩進めて，「流す砂防」を採り入れていく必要があると

おもわれる。その点で，オーストリアをはじめとして中欧諸国でこれまで積み重ねら

れてきたかずかす．の施工実績は，たとえ高度の土砂輸送論の裏付けに若干の物足りな

さはあるとしても，大いに尊重されなければならないと私はおもっている。

最後に一つだけ付け加えておきたいことがある。それは，除石ダムでは，その機能

を十分に発揮させるためには，完成後もたえず入手をかけなければならないというこ

とである。ビーム間隔の調節，ビームの取りはずし，流木の除去，除石機械の導入，

自然流下を促進するための水みち付け，ダムの小破個所の早期発見などの作業が必要

となってくる。この作業が遅滞なくおこなわれるのでなければ，除石ダムはその効果

を発揮できない。したがって実務面では，そのために訓練された巡回班を組織するこ

とが必要となるであろう。
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