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流水型ダムの水理と堆砂に関する基本特性と
その数値シミュレーションによる検討
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1. はじめに

ダムは治水，利水，発電等において非常に大きな，恩恵をもたらす構造物であ

るが，同時に堆砂，濁水，環境や生態系への影響など，周辺へ及ぼす影響は多

岐にわたる。特に，堆砂による影響は切実で、，貯水容量が失われるのみなら

ず，下流域に深刻な河床低下を引き起こす例も数多くみられる。従って，ダム

の堆砂対策は緊急な課題といえる。

流水型ダム(穴あきダム，治水専用ダム，山間遊水池)は，ダムの機能を治

水のみに絞り，通常は水を貯留せず¥洪水時のみにダム湖が出現するタイプの

ダムであり，ダム堤体の河床近くに常用洪水吐 (bottomoutlet) を設置する

ゲートレス構造となっている点に特色がある。これにより，流れの連続性が確

保され，平水時および、洪水収束時には水とともに土砂を流下させる。また，平

水時には常用洪水吐を通じた魚類の遡上も可能で、ある。洪水時には洪水吐の流

水能力以上の水は一時的にダム上流に湛水され ピーク流量低下に貢献する

が，ダム湖の出現が時間的に限定されることから，水域環境，特に生態系に及

ぼす影響は通常のダムに比べて格段に小さい。用途が治水のみに特化されるこ

とによる経済性の低下というデメリットはあるものの，前述のさまざまなメリ

ットから，最近高い関心が寄せられている構造物の一つである。しかしなが

ら，我が国ではその建設数は未だ少なく，その水理特性や流砂特性の詳細は解

明されていない。

そこで，本研究では主に数値計算モデルを利用して，流水型ダムの水理特性

と流砂の挙動の解明を試みるものである。まず 流水型ダムの現況を把握する

ため，北海道石狩川流域を対象に，流水型ダム，および流水型ダムと類似の運

用特性を有する寒冷地濯概用ダムを対象に，その堆砂の状況をまとめる。次

に，流水型ダム周辺の水理特性と流砂特性を数値シミュレーションモデルを用

いて検討する。本研究で用いる計算モデルは二種類であり，一つは一次元非定

常流モデル，もう一つは三次元モデルである。一次元非定常流モデルは，ダイ

ナミックウェーブモデルに流水型ダムの水理モテ。ルを付加したものであり，ダ

ム周辺の広域の流れ特性 流砂特性の解明に用いる。一方，三次元計算モデル

は，流水型ダム周辺の局所的な流動特性を検証することを目的に，洪水時の水

面の大変形や，大出水時のクレストゲートからの越流の再現をも考慮して，水
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面変形の計算には密度関数法を，舌L流モデルには非線形 URANS型モデルを

組み合わせたモデJレを新たに構築した。数値解析モデルの適用にあたり，我が

国で最初に建設された本格的流水型ダムとされる島根県の益田川ダムを主な対

象として，このダムのスケール，河床材料，洪水規模などの条件を考慮した計

算条件を設定し，流れと流砂機構に関する検討を実施した。

II. 石狩川流域内の流水型ダムおよび類似のダム事例

1. 石狩川流域内のダム堆砂量

石狩川水系内の主な多目的ダムと農業用濯j既ダムを図一 lに示す。多目的ダ

ムの貯水は，春季に融雪水で満水にし，夏季の洪水期までに農業用水補給を行

いながら水位を下げ，秋から冬にかけて発電を行いながら高い水位を保つとい

う操作を行っている。

寒冷地の濯j既専用ダムは，冬季は施設の凍害を防ぐために完全に落水し，春

季の融雪水で、満水にし，秋季まで、に水を使い切り， 9月にはダム湖を空にする。

その際には，ダム湖の最下流の最深部に設けた土砂吐ゲートより土砂も共に排

出する。したがって，流水型ダムと共通の水理，流砂特性を有することが予想、

図ー1 石狩川水系ダム位置図

水利科学 No.332 2013 
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表-1 ダム堆砂実績1)

流域面積 堆砂量
年平均 年平均

ダム名 河川I名 種目リ
(km2) 竣工年 (千 m3)

堆砂量 比堆砂泣 備考

(千 m3
) (m勺km2)

大雪 石狩JlI 多目的 291. 6 S49 1，699 44.3 166.4 
金山 Z駄目川 多目的 470.0 S42 1，739 41. 4 88.1 

桂沢 幾春別川 多目的 151. 2 S32 3，477 65.6 433.9 
漁JiI i骨、JiI 多目的 113.3 S55 843 44.4 391. 6 H12まで

長平峡 豊平川 多目的 134.0 S47 1，207 32.6 243.3 
定山渓 小樽内川 多目的 104.0 Hl 389 19.5 187.0 
青山 当日Ij川 語~i既 85.5 S37 210 4.5 52.3 

新十津川
ルークシ

濯i既 16.0 S34 90 1.8 112.5 ュベツ川

尾白利加尾白手lj加川 i荏j段 87.0 S41 491 35.0 403.1 S55まで

Y!l.岱別 恵岱別)11 i葎j既 50.0 S42 230 5.5 109.5 

される。

石狩川流域の多目的ダムと濯概ダムの土佐砂状況について表一 Iに示す。表か

ら，年平均比堆砂量は，多目的ダムの方が大きめであることが分かる。ただ

し金山ダムは多目的ダムであるが比較的少なく，また尾白利加ダムは濯概ダ

ムであるが堆砂量は多い傾向にある。

2. 濯j銃用ダムの堆砂実態

濯j既用ダムの一例として青山ダムを取り上げ，堆砂実態を調査した。青山ダ

ムは昭和37年度に石狩川支川の当別川に建設された堤高35.5m，堤頂長240m，

集水面積85km2のフィルダムである。写真 Iに青山ダムの航空写真を，図 2

に取水構造を示す。

図-3に青山ダムの管理状況例として，平成16年の貯水位， 日平均流入量，

流出一量を示す3)04月には流入量の増加に伴い，水位も次第に増加し常時満水

位に達する。その後は，下流の流況に合わせて放流していくが，流入量が増加

して常時満水位まで達すると，天端の洪水吐(幅117m) より越流して放流す

る。平成16年の 5月も含め 概ね 2年に I度このような放流を行っている。

また写真一2に落水後(平成22年10月撮影)の堆砂状況を示す。ダム湖底は

一面シルトが堆積しており，堆積厚さは図-4の堆砂状況平面図(ダム完成後

27年後に調査)に示すように，殆どの区域で 5cm以下であり，下流の土砂吐

水利科学 No.332 2013 
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写真一 1 青山ダム (提供 みどりネット当別)

放流口

港氷延長 4.加n

集水歯績 85.5蜘 2
有制守水望書最 14，523m3
潅水面積 1.62畑 2
Z録十洪水涼量 555m3/s

港滋和，.1(ゲート 争霊式ゲート
(8)15m.(H)1.25m 7l量

土砂吐 スルースゲート
(8)15mX (H)L伽が『

図-2 青山ダムの取水構造2)
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図-3 青山ダムの貯水位，流入長， 流出量(平成16年)
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写真-2 落水後の青山ダムの堆砂状況
(平成22年10月28日撮影)

lkm 

堆積厚

図 。-Scm

~ S-10cm 
.10cm以上

図-4 青山ダムの堆砂状況平面図4) (平成2年調査)

ゲー ト付近で15-20cmの厚い区域が見られたが，ダム湖の上流部でも堆積厚

さに違いは見られなかった。さらに，他の濯i段ダムを含め，ダム湖底の堆積土

砂の粒度とリン成分分析の結果を表-2に示す。表から，青山ダム，尾白利加

ダム，恵岱別ダムではシル ト分が最も 多 く最大粒径も 5mm以下と極めて小

さいのに対し，新十津川ダムでは直径 2mm以上の磯分が最も多く ，最大粒

径も 20mm程度とやや大き くな っている。堆砂の全リンでは，青山ダムが最

も多く約O.6mg/ g. 尾白利加ダムが最も少なく約O.3mg/ gである。リンの起

源は，一般的には工業廃水や農業排水，肥料の流出といった人為由来のものが

水利科学 No.332 2013 
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表-2 濯獄ダムの堆砂土質調査結果(平成22年10月28日採取)

(単位) Ilf山ダム 新十津川ダム尾白利加ダム 砲、岱別ダム 備考

一般
土粒子密度 g/cm

3 2.633 2.716 2.649 2.62 

自然合水率 g/cm3 85.2 40.1 52.0 68.8 

機分(2~75mm) % 0.1 35.8 。。 0.0 

砂分(0.075~2 mm) % 16.3 15.1 34.7 8.8 

粒度

ンルト分 % 

(0. 005~0. 075mm) 
62.1 29.0 48.7 72.6 

粘土分 % 

(0.005mm未満)
21. 5 20.1 16.6 18.6 

最大粒径 町1m 4.75 19.0 0.85 0.425 

コンス 液体限界 W， % 88.3 62.9 47.7 65.9 

テンシー 題性限界 Wp % 33.0 22.6 24.7 39.5 
特性 塑性指数11' 55.3 40.3 23.0 26.4 

砂質粘土 粘性土質 砂質粘土 砂まじり
地盤材料分類 シルト

(正GWi.性限界) (砂質磯) (低液性限界) (I:iI液性限界)

pH(H，u) 5.3 4.6 4.6 

jン分析 全リン(T-P) mg/g 0.57 0.33 0.48 含有:1I(式
l換による

全リン(T-P) mg/L 0.05 0.004 
溶出 )1":試

0.007 験による

多いことから，これらの違いは集水域の土地利用の違い，青山ダム，恵、岱別ダ

ムの場合は農地や牧草地があることからこれらの影響とも考えられる。また，

尾白利加ダムでは，昭和国年より堆砂を農業用客土として利用している。水田

土壌として，有効態リン酸はO.1 ~O. 4mg/ gとされ(北海道農政部施肥ガイド

2010) ，成分として適しており，また農業者からの評価も受けている。

3. 計画中の流水型夕、ム……三笠ぽんべつダム

図-1中に示す三笠ぽんべつダムは，北海道で、初めての流水型ダムとして計

画されている。図-5に完成イメージ図を，図-6にダム正面図を示す。流域面

積35km2，堤高53mの台形 CSGダムで，隣り合った新桂沢ダムとのこつのダ

ムで幾春別川下流の基準地点のピーク流量1，500m3/ sを1，100m3/ sに低減す

る。

三笠ぽんべつダムでは，洪水時にはダム湖内に洪水流を貯留しながら常用洪

水吐から放流して洪水調節を行う。洪水終了後および通常の殆どの期間は，非

洪水期放流管を通って河川水および土砂は流下する計画である。

水利科学 No.332 2013 
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図-5 三笠ぽんべつダム完成イメージ図的(完成時の

概況を示すイメージ図であり，ゲート位置やゲ

ート数等は実際と異なる)

図-6 三笠ぽんべつダム正面図5)

ill. 数値シミュレーションモデルによる検討

1. 数値シミュレーションの概要

数値解析モデルは，河川におけるさまざまな水理現象や土砂輸送現象の予測

やメカニズ、ムの検討，環境向上や防災対策への方策検討等において，幅広く用

いられている。この背景には 近年の急速な電子計算機の性能向上と低価格

水利科学 No.332 2013 
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化，そしてシミュレーション技術の進歩がある。数値解析モデルには，対象と

する現象や要求される精度，使用する計算機の性能等に応じて，多くの種類が

ある。膨大な種類の数値解析モデルを分類する上で，最初に考慮すべき点のー

っとして，モデルの空間次元がある。特に河川の場合 主流方向に細長い形状

を有するため，広域的にみると一次元モデルの適用が効果的な現象といえる

が，局所的な流れ場を検討対象とするならば，二次元(平面二次元，鉛直二次

元)モデルや三次元モデルの適用を視野に入れる必要がある。空間次元が上が

ると一般に計算機負荷が増大するため，適切なモデル選択は，検討の経済性に

も関与する。本研究では，流水型ダムの比較的広域的な流れと流砂に着目した

一次元モデルと，余水吐や越流ゲート付近の局所的な流動特性に者目した三次

元モデルの二種類のモデルを構築し，シミュレーション結果と実際の流水型ダ

ムの観測結果とを比較しながら，検討を進める。

2. 一次元解析モデルによる検討

1) 一次元解析モデルの概要

(a)基礎方程式

流れ計算には以下に示す連続式，運動方程式，河床せん断力の計算式を用い

る。

8A + 8Q =0 
8t δx 

θQ.8vQ δZ_ Sτ 
一一+一一一 +J!A~+一一ι=0
8t 8x ~θ1x P 

)
 

噌

B
I

/
t

、、

(2) 

Sfb-sg12V2SgF12Q gF12Q 
一一寸--;;;:--~寸Q= つ，，>=-. Q = FrQ (3) ρ R"

戸 R"“A"- RυjA-

ここで，x 流下方向座標軸， t:時間，v 流速， A:断面積， Q:流量， Zs 

水位， {J 水の密度， S:潤辺， τb .河床せん断応力， g 重力加速度， η:マ

ニングの粗度係数をそれぞれ表している。

(b)流水型ダムの水理モデル

流水型ダム部における流量の求め方は，図-7に示したような流水型ダムを

想定した場合，水深 hに応じて次の 3パターンに分類される。

h < db 
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θQ . dvQ . _AδZs . sτb " 

一ー一一一ー一 一θtθ!x ~ dx ρ 

db< h < d， 

Q;rr+-l =c作
d，< h 

Q;m+1 = C刈な(Z~i+山 一 Z;'i_1 / 2 )うbi(z;iー112ーか

;g(ぐー1/2-dU) 

ここで. i 座標成分.m 計算時間数ステップを表す。

2) 計算条件

(a)計算水路とダム形状

(4) 

(5) 

(6) 

本研究では益田川ダムのスケールの流水型ダムを対象に検討を実施した。益

田川ダムの空中写真6)を写真一 3に示す。ここで，実地形をそのまま計算に反

映させるのではなく，実地形スケールを考慮しつつ図-7のような単純化した

矩形断面直線水路を想定することにより，より一般的な流水型ダムの水理特性

の解明を目指す。計算水路の全長をlOkm 上流端からダムまでの距離を

7.5kmとして，計算格子数は200 格子間隔は50mとした。

ダム形状は益田川ダムを参考に，堤体幅を 170m. dbを3m.bbを9mとし

て常用洪水吐の大きさを決定し，クレストゲート高 dtを80.5mとして断面形

図ー7 流水型ダムモデル横断面模式図

水利科学 No.332 2013 
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写真一3 平水時の益田川夕、ム空中写真(手前が上流側)

状を設定した。また，ク レストゲートの幅んを50mとした。

(b)計算条件

ハイドログラフは次式を用いて与える7)。

'o(t) = Qb + (Qp叶刊l-t]} (7) 

ここに，Qp・ピーク流量，Qb ベース流量， t:時間，tp・ピーク時間 c:ハ

イドログラフ形状係数を示す。

本研究では益田地区に大きな被害をもたらした昭和58年洪水の流量に基づ

き，ピーク流量 Qp= 1， 200m3/ s，ベース流量 Qb= 10m3/ s，ピーク時関与=2 
hr，形状係数 c=8となるようにハイドログラフを設定した。また，水路勾配

と河床のマニングの粗度係数についても，現地の平均的な値である1/200と
0.02をそれぞれ与えた。

3) 計算結果の考察

(a)流れの計算結果

条件をもとに計算を行い，流入量と流出量の結果を図-8，水深の時間ごと

の変化を図-9に示す。

図-8の結果より，流入量と流出量の結果を比較すると，流入量の最大流量

が1，200m3/ sに対して，流出量の最大流量が400m3/sまで抑制されている。ま
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た，洪水によってダムに溜まった流量は時間をかけて徐々に放流されているこ

とから，益田川ダムは十分な治水機能を有していると言える。

また，図-9より時間ごとの水深の変化を見ると，ダム上流側で貯水池が形

成され，その範囲が最大でダムの上流側 8km付近の地点まで及ぶことがわか

る。また，ダムの最大水深は約32mであり，クレストゲー トからの放流は生

じていない。

(b)磯溜まり形成プロセスの考察

益田川ダムは上流側に磯溜まりが形成されていた。益田川ダムの磯i留まりの

様子を写真一4に示す。この磯溜まりは ダムの背後の流れによって形成され

たものと推測され，その形成過程の解明は，流水型ダム周辺の堆砂機構の解明

につながるものと考えられる。

この磯i留ま りの形成機構を解明するため，数値解析において.各時刻，各断

水利科学 No.332 2013 



特集「流水型ダム」木村鈴木ー村田消水ー山口 63 

写真一4 益田川ダム上流部の磯i留りの様子

面における移動限界粒径を算出した。この計算にあたっては，限界掃流力の算

出には摩擦速度から岩垣式を用いて単一粒径としての移動限界を求め，局所的

な無次元掃流力が限界掃流力と等しくなるような粒径を算出した。

図-10はこのような方法によって求められた移動限界粒径の時間ごとの変化

を示す。この図より ，洪水が発生 し水位が上昇していくと摩擦速度 b が大き

くなか移動する粒径は大きくなるが，同時に7.5km地点に設置したダムに

水がi留まりせきあげられることによって せき上げられた領域では摩擦速度

b が急激に下がるため移動限界粒径は小さくなる。また，水位低下時には，せ

き上げ領域は狭くなっていくにつれ，せき上げが解消され，それに伴い摩擦速

度 b が回復し，移動限界粒径は再び大きくなるという現象が見て取れる。ま

た，ダム堤体位置に相当する7.5km地点でピ ークが観察できるが，これは断

面の小さい常用洪水吐から流出することによって，急激に流速が速くなったこ

とが原因だと考えられる。

磯i留り形成のプロセスとしては 洪水流によって水位が上昇していき摩擦速

度 b が大きくなるため移動粒径は大きくなるが ダムのせき上げ効果により

摩擦速度 b は急激に下がるため移動していた粒子が動かなくなる。この停止

位置は粒径に依存する。したがって，河川の卓越粒径粒子の堆積位置はある程

度固定されるため，機溜りが形成されたと考えられる。

(c)実測値と計算値における粒径範囲の比較

図-10に示した結果より，堤イ本からの距離が変化するとともに洪水によって

水利科学 No.332 2013 
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図-10 移動限界粒径の時間的変化
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移動を開始する限界粒径が異なることがわかる。図-11の「計算粒径」の実線

は，数値解析結果におけるダムから上流側に測った距離と移動最大限界粒径と

の関係を示したものである。これより 堤体からの距離が大きいほど移動限界

粒径は大きいことがわかる。

一方，益田川ダム上流域における河床材料の既往の調査データ3)では表-3

のように報告されている8)。この表からも ダムから上流側に遡るにつれて，

河床の卓越粒径が大きくなる傾向がはっきりとよみとれる。実測値における粒

径範囲の最大値と最小値を図-11に示す。また 写真一4に示した磯j留まりの位

置と堆積していた粒径の大きさも図一11にプロットした。図一11より，図-10で

観測した粒径の大きさは計算結果と一致していることがわかる。また，表-3

に示した実測値と計算値を比較すると，実測値，計算値ともに堤体からの距離
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o 2 4 68  

堤体からの距離。恨の

図ー11 堤体からの距離と移動限界粒径との

関係

表-3 益田川ダムにおける堆積物の粒径範囲の実測値8)

堤体からの距離 粒径の範囲 粒径成分

O.033km 2-20mm レキ，砂主体

O.2km 2-20mm レキ，砂主体

O.4km IO-50mm レキ，砂主体

l. 2km IO-IOOmm レキ主体

l. 7km 50-150mm レキ主体

が大きくなるほど大きい粒径が卓越するという傾向は一致しているため妥当な

結果が得られたと言える。しかし堤体付近では計算値は実測値の最大値付近

に分布しているが，堤体からの距離が遠くなるほど計算値と最大値が一致して

いないこと がわかる。この結果について考えると 益田川ダムでは写真-4に

示したように砂洲状に磯溜りが形成されていることがわかる。このような磯溜

りの平面分布特性は一次元計算では表現することはできないので，平面二次元

計算モデルなどを用いて検討する必要があると考えられる。

3. 三次元モデルによる検討

1) 三次元計算モデルの概要

ここでは，流水型ダムの水理特性を再現できる三次元計算モデルの構築を試

みる。

(a)モデルの概要

洪水時の水位変動や，クレストゲートからの流出などを再現するため，水面
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の大変形を追跡可能な密度関数法を用いる。また ダム湖内の乱流構造を再現

するため，乱流モデルとしては非線形 k-εモデル9)を用いる。

(b)基礎式

三次元解析の基礎式として，以下の非圧縮性流体に対する連続式，運動方程

式，k-ε方程式を用いた。

oUiー O
OXi 

(8) 

θu θU，u， 1δpδ U，U， δ2U 
一一---'-+一一」一一=2'一 一二ー+一一ーム+v一一一士
θtθxj utρθX

i δXj θX/ 
(9) 

ok okU θUθI(  v. i ok I 万一 UiUj友一ε十日l;k +V)訂 )
 

A
V
 

Y
E
i
 

〆
t
t

、、

θε θεU， _ &一一θu _ &2 θ I ( v. iθε| 
+一一_!_=-C_， :::"'u，uー::....!...-cぺ +---~I ーと +v I-=-~ 

aθ1xj .， k ιJ 批jι k oXj l ¥ 0'& ) oXj J 

ここに， xt・空間座標， t:時間， Elz:流速， p:圧力， uz 乱れ速度 v 動

粘性係数ρ 流体の密度，k 乱れエネルギー e .乱れエネルギ一散逸率，

Vt.渦動粘性係数を表す。また添え字 Z，J は1，2，3の値をとり，それぞれ Iはx

方向， 2はy方向， 3はz方向を表す。また添え字 i，jに関しては総和の規則を

用いる。式 (10)，(11) 中のモデル定数については，一般に σk= 1. 0，σε= 

)
 

-
可
E
A(

 

1. 3， Cε1 = 1. 44， C &2 = 1. 92が用いられる。

(c)密度関数法

密度関数法は，気層・液層それぞれに密度関数を定義し，その移流方程式を

解くことで界面を補足する方法である。複雑で、大規模な自由水面に対して有力

な手法の一つであるが，数値拡散により気液界面のぼやけが生じ，その結果と

して体積保存性に問題が発生する。そこで 朝位・坪郷10)によって提案されて

いる体積補正法を用い，安定に長時間の自由水表面流れの計算を可能とした。

密度関数法では，以下に示す密度関数法 (0三五φ孟 1)の保存則を解く。

害+'1帥)= 0 (12) 

ここで， φは密度関数である。この関数は液相で Iを，気中目で 0を，気液界面
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でO.5の値をとる。

密度関数φと密度ρおよび粘性係数μの関係は，次式を用いる。

ρ=φρLiq + (1ーφ)ρCas

μ=①μLiq + (1-φ)μCas 

( 13) 

(14) 

ここに ρLiqは液相の密度， PC仰は気相の密度， μμqは液相の粘性係数， μG前

は気相の密度である。

(d)乱流モデル

二次非線形 k-εモデルを用いる。レイノルズ応力は次のように与える4)。

一一 2.~ k ι ( _ L ~ '¥ 
-U，U， = Y.S， -=-ko" -:_:_Y.) 'CI SD" -':'SD__O" I 

ιJ  ι"  3 " c官ドいり 3 J.lv.u. 1J) (15a) 

V
t 
=Cμ左 (15b)

[; 

θUδU， _ 1 (θU"θU， θU"θu1 δU"θU" Slij =ー」ー」ラ S2ii=一|ー」ー__!__+ー」←」 l，S3=ー」ー__!__ (15c) 
ij dxγθxy U21&zθ!xyθ!X

j
θtxy I .jlj θiX

j 
dx

j 

上式は，より一般的な Popell)の表現と等価である。式(15) 中のモデル係数

C1， C2， C3， Cμ については，実現条件等を考慮して，ストレイン・パラメー

タSとローテイション・パラメータ Qの関数として次のように与える。

0.3 
C~(M)=m血[0.09 一一一一一一] (16a) 

ヲ 1+0.09M2

C) = 0.4ゐ(M)，C2 = 0， C3 = -0.13ゐ(M) (16b) 

ん(M)=一 1τ(16c)
m' ~ 1+り.山ML

M=max(S，n 

SθU δUj θUθU  
υ=Et+EJQu=此;友 (1恥)

(e)計算方法の概要

計算法は直交格子系の有限体積法とし，完全スタガード格子系を用いる。運

動方程式の移流項は QUICKを， kおよび E方程式の移流項は Hybrid法を用

いる。時間積分は完全陽解法とし 二次精度の AdamsBashforth法を用いる。

水利科学 No.332 2013 



68 

圧力については SOLA法に従い，各時間ステップごとに連続式を満たすよう

に収束計算により求めた。

2) 計算条件

本三次元計算モデルは渦の発生や複雑な自由水面の変化を再現できるという

利点を生かしこれらの影響が顕著に現れる越流を伴うケースで計算を行っ

た。また，三次元計算では計算負荷の軽減のため，流水型ダムの基本的水理特

性を損なわない程度にスケールダウンした条件を設定した。すなわち，流れの

三次元性を明確に示し，せき上げ域を小さくして計算効率を高めるため，水路

勾配は11100と比較的急に設定し，マニングの粗度係数は標準的な0.02とした。

計算区間は上流区間1，000m. 下流区間300mとし，計算格子は縦断方向に

ついては上流端からダム堤体までを30，ダム堤体で 2，ダム堤体から下流端ま

でを20で、区切った。また，今回のケースは水路長が長いため，上流端からダム

までの区間と，ダムから下流端の格子間隔は等比級数によって変化して与え，

ダム付近で格子間隔が小さくなるように与えた。ダム堤体での格子間隔は 2m

である。また横断方向の計算格子を40 鉛直方向を20で、区切った。格子間隔は

横断方向，鉛直方向ともに 1mである。

ダムの形状は高さ20m，幅40m，奥行きは 4mとした。また洪水吐の大きさ

は2mx 2mとして水深が15mを超えると越流させるような形状とした。

計算に用いた流量は， ピーク流量が80m3/s，ベース流量が7.8m3/ s，ピーク

時聞が 2hrとなるような洪水を想定し，式 (4) を用いて与えた。

3) 計算結果と考察

(a) ピーク流量変化

三次元計算における流入量と流出量の結果を図-12に示す。これより，変曲

点が2つ現れた特徴的な流出挙動の結果が得られたが，これはダム湖に水が溜

まり，水位が上昇することにより ，t= 2 hr付近でクレストゲートからの越流

が発生したためである。なお，このクレストゲートからの越流は t=5 hr付近

で消滅する。図 13は計算結果を可視化した烏服図であるが，クレストゲート

から越流している様子が再現されている。

また，ピーク流量については，本計算結果では，越流が生じているにもかか

わらず¥約20m3/sのピーク流量低減効果が確認できる。
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図-12 流入量と流出量の結果

図ー13 越流時(ピーク流量付近)における計算結果の

可視化

(b)三次元モデルにおける移動限界粒径の計算結果

三次元計算による移動限界粒径の時間変化を表した結果を図一14に示す。水

位上昇時はせき上げ領域が次第に大きくなり 水位低下時はせき上げ領域が小

さくなる様子が再現された。また，洪水初期の段階で、直ちにダム近傍にせき上

げ領域が発生し摩擦速度が低下し，移動限界粒径が急激に低下するという結果

となり，先の一次元解析の結果(図 10(a)) とは若干異なる結果となった。

これは，本計算では流水型ダムの穴の高さ (1m) と初期水深を同じ大きさ

(= 1. Om) に設定したためである。

水位低下時に着目すると，時間経過とともに流水型ダムからの放流によって

ダム湖の水量は減っていくものの，計算開始後600minが経過した状態でもな

お，せき上げ領域が残っていることがわかる。
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図ー14 移動粒径の時間変化

ここで，第 2章で計算した一次元計算はスケールや計算条件が異なるので，

三次元計算の条件に合わせて新たに行った一次元計算結果では. 600minの時

点ではダ、ム湖の水は抜けきることが確認され，せき上げ領域はこの時点で消滅

することがわかった。これは，三次元計算の方が穴からの水が抜けにくくなっ

ていることを意味する。

この原因としては，一次元計算では水深が穴の高さを少しでも越えた状態で

はオリフィス式を用いて計算を行うが，実際の流れで、は水深が小さくなるとオ

リフイス式は流量を過大評価するという特性に起因すると考えられる。ピーク

流量時の越流が発生している状態での三次元解析における中心軸上の縦断面の
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越流が発生した場合の流速分布(縦断面)

流速分布を図一15に示す。ダ、ム付近で、は河床に設置した穴に向かっていく流速

ベクトルと越流に向かっていく流速ベクトルに分かれている様子が見られる。

また，ダム背後では時計回りの渦が発生し河床付近の流速ベクトルは上流側

を向いている。すなわち 越流が発生すると 河床付近の流れの方向が逆向き

になるという現象が示唆された。この渦の影響によって穴からの流出が阻害さ

れることも予想できる。さらに，この渦は?可床付近の流砂を排出しにくくさ

せる効果があるものとも考えられる。このようなダム上流側の三次元流れ構造

については，実測結果との比較などを通じて今後さらに詳細に検討する必要が

図ー15

ある。

論

本研究は，流水型ダムの水理特性および堆砂特性について検討を行ったもの

である。まず，北海道石狩川周辺の流水型ダム，および流水型ダムと類似の特

性を有する寒冷地農業用ダムについて その概要および堆砂特性をまとめた。

次に，数値解析モデルを用いて，流水型ダム周辺の水理・土砂輸送特性につい

て，検討を実施した。種々の現象を再現するための一次元解析モデルと三次元

解析モデルの二種類の数値解析モデルを構築しわが国初期の本格的流水型ダ

ムである島根県の益田川ダムを題材に，同スケールで数値シミュレーションを

実施し，治水効果と流砂輸送特性に関する検討を行った。数値解析検討により

得られた主な成果を次にまとめる。
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( 1) 一次元非定常計算モデルにおける計算結果

a) 益田川ダムのスケールで洪水計算を行った結果， ピーク流量を約113に抑

制する効果が示され，流水型ダムが十分な治水効果を有することが確認され

た。

b) 限界掃流力の時間的変化から，最大移動粒径の空間分布を求めた結果，

堤体からの距離が大きくなるほど移動限界粒径は大きくなる傾向が示された。

また，この結果は益田川ダムの河床材料調査の結果と良好に一致した。

c) 益田川ダム上流に観察される磯溜まりの形成プロセスを数値解析結果から

説明できた。

(2) 三次元計算モデルにおける結果

品) 密度関数法と非線形乱流モデルを組み込んだ三次元解析モデルにより，流

水型ダムの洪水抑制効果や，クレストゲートからの越流現象を適切に再現でき

ることが確認された。

b) ダム上流側の流砂輸送特性の時間的変化については，一次元解析結果と

ある程度一致する結果となった。

c) 越流発生時にはダム堤体背面に渦が形成する可能性が示唆された。この渦

は底面付近の流れを変化させる可能性が指摘されたため，今後さらに詳細な検

討を要する。
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