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り，那珂川沿岸農業水利事業の基幹水利施設の一環として，

Fig.lに示すとおり，一級水系那珂川の支流相川に建設が

予定されている。ダムの諸元を Tahle1に示す。

タやム洪水吐の放流水は，高いエネルギーを持っているの

で，安全に下流へ流下させるため，洪水吐の能力及び減勢

工における適正な減勢が非常に重要である。減勢工は，跳

水曲線と減勢工下流の河川の水位流量曲線の関係から形式

が決まる。一般に下流河川の水位流量曲線が跳水曲線より

常に低い場合は，逆傾斜型や強制跳水型減勢工が有効であ

り，逆の場合はパケット型などの減勢工が有効と されてい

る1)。

当ダムの洪水吐減勢工地点は，砂礁で堆積物が厚いこと

から，静水池部分を深く掘り込まなければならない状況に

ある。このため，下流の水深が相対的に高くなり，減勢工
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Table 1 御前山ダムの諸元

位置

河川名

形式

堤高

堤頂長

ダム天端標高

堤体積

流域面積

満水面積

総貯水量

有効貯水量

茨城県東茨城郡御前山村大字伊勢畑地先

那珂川水系一級河川那岡川支流相川

中心遮水ゾーン型ロックフィルダム

52.0m 常時満水位 EL.68.0m 

298.0m 設計洪水位 EL.70.5m 
EL.73.0m 洪水吐

904千m3 形 式

23.3km2 設計洪水量 850m3/5 
50.1ha 滅勢工対象洪水量 570m3/5 
7，200千m3 滅勢工形式

6，500千m3

自由越流型側水路式

ローラーパケット型

Fig.l 御前山ダムの位置

にはローラーパケット型減勢工が有効と考えられる。しか

し，ローラーパケット型減勢工の減勢効果は，下流水位，

パケット半径， リップ角， リップ高等多くの関係要素があ

ること，我が国の農業用ダムではこれまで施工例が極めて

少なく ，しかも静水池部を深く掘り込む形式の減勢工はこ

れまで施工されていないことから，71<.理模型実験により流

況の確認を行い適切な形状を決定する必要がある。

そこでローラーパケット型減勢工の水理機能の解明を行

うとともに，水理設計法が確立されていないローラーパケ

ット型減勢工の形状設計に必要なデータ収集及び洪水吐全

体の設計に必要な諸元の確定を目的として水理模型実験を

行った。実験は 2次元模型においてはローラーパケット

の形状を比較検討し，最良の形状の選定を行うとともに，

3次元全体模型では，減勢池の減勢機能の解明及び洪水吐

越流部 ・側水路部の形状決定を行った。また 3次元河川

下流模型において，パケット敷高の決定，減勢能力の確認

及び下流河川流況の検討を行った。

本研究の推進に当たっては，関東農政局那珂川沿岸農業

水利事業所の方々に多大なご協力をいただいた。記して深

謝の意を表します。

II ローラバケット型減勢工の機能

l ローラーパケット型減勢工の一般的流況

ローラーパケット型減勢工で一般的に見られる流況を大

別すると Fig.2に示すような飛散，巻込，潜流の 3種類とな

る2)

(1) 飛散状態

洪水吐急勾配水路部からの流れがほとんど滅勢されずに

下流上方に放出される。いわゆる放散型水叩きに見られる

流況と同じもので，高エネルギーの水がそのまま放散され

た場合，その水脈落下点には著しい侵食力が作用し，大き

い洗掘を生じるものと考えられる。従って，この飛散状態

の流況は避けなりればならない。

(2) 巻込状態

リップ上に大きな水面隆起(パケッ ト波)を生じる。こ

のパケット波の上流側には，洪水吐流の流れの上にかぶさ

る表面渦 (Surfaceroller)ができる。これにより ，洪水吐

流の速度エネルギーはかなり消散することになる。リップ

飛散状態(Spray)

巻込状態 (Roller)

潜流状態(Submergeence)
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Fig.2 飛散，巻込，潜流各流況の説明
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下流のパケット波下辺には，パケッ ト型水叩きの最大の特

徴である底渦 (Groundrol1er)ができる。底渦は，表面渦

と全く異なった流況を示し，気泡をあま り混入していない

が，洪水吐水脈下流面と接触している部分での減勢効果が

期待されるので，大きいほど好ましいとされている。なお，

底渦の発生は，洪水吐水脈を河床から引き離して跳ね上げ

ている証左であって，巻込状態と潜流状態を区別する最大

の特徴である。

(3) 潜流状態

洪水吐流が下流水の下に潜り込んで，底渦や顕著な乱れ

を示す表面渦が消え，ほとんど減速されない高速水脈がは

るか下流まで河床をはって進む現象である。このような状

態では，河床流速が極めて大きししかも リップのすぐ下

流が最も大きい侵食力を受けるので非常に危険であり，パ

ケッ ト型水叩きの設計に当たっては，潜流状態を生じない

ように十分注意する必要がある。

2 巻込状態の一般的流況

巻込状態をさらに 4種類の流況に分類して，それぞれ

V， T， F， Cローラーの名称が付けられている九それぞれ

の流況の特性を述べると次のとおりであり ，各流況を Fig.

3に示す。

Vローラーは，パケット波の乱れが著しく ，高い荒れた

波を生じ，小さい渦ができる。

Tローラーは， Vローラーとあまり違わないが，全体と

して穏やかな流況を示す典型的な巻込状態である。

Fローラーは，下流副渦が消えて，主水脈が下流水に乗っ

て流れるような流況を示し，底渦の形成がやや不明確にな

る。

Cローラーは，巻き込み作用によって生ずる乱れが殆ど

Vローラー

Tローラー

Fローラー

一ーィグ??九三てでご
¥rt;τ ，..'...，ハー、 --

Cローラ ー

~ ，- -~ -

Fig.3 巻込流況の各流況の説明

パケッ ト内部に限定され，パケッ ト波の隆起が非常に低く

なって認めにくくなり ，底渦も判別できず，全体として極

めて穏やかな流況を呈する。

一般に，下流水位を低い方から次第に高めていくにつれ，

パケッ ト流況はVローラーから順次 T，F， Cローラーに

移行してい くが，Tまたは Fローラーから潜流状態に変化

する場合や，飛散状態から直ちに Fローラーに変化する場

合がある。パケットの流況としてはどのような巻込状態が

好ましいかと言えば，底流速が小さいという点から見て，

Fまたは Cローラーであるが，Fローラーから潜流状態に

変化する場合が考えられるので一概には言えない。諸種の

状況を勘案して定めるべきであるが，いずれにしても Vロ

ーラー状態はあまり好ましくなし Tまたは Fローラー状

態を選ぶのが妥当である。

凹 パケッ卜の形状等の検討

( 2次元模型による検討)

l 実験の目的

ローラパケット型減勢工のパケッ ト形状(パケット半径，

リップ角度， リップ高等)を検討するとともに，静水池型

減勢工とローラーパケッ ト型減勢工の比較を行い，ローラ

ーパケット型滅勢工の妥当性及び下流滅勢池の必要長さを

検討する。

2 模型の形状

実験は，幅 0.8m，高さ 1.0mの水路を使い，固定床 2次

元模型 (Fig.4)により行う。模型の範囲は，減勢工の検討

を中心とするため，緩勾配水路部から減勢工下流の取り付

け河川の一部までとする。模型縮尺は 1/60とし，各諸元の

模型上の縮率は，フルード相似則に基づき Table2に示し

た。

3 実験の方法

実験における流量は，① Q=285m3/s(②/2)，② Q=570 

m3/s(減勢工対象流量)，③ Q=710m3/s( (②+④) /2)，及ぴ

Fig.4 2次元模型(縮尺 :1/60) 
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Table 2 ブルードの相似率 0/60)

長さの縮尺 IK，=1/60 

体積の縮尺 IKV01 = K，' = 1/216000 
時間の縮尺 IK，二K，1/2 = 1/7.750 

流速の縮尺 IKv = K， 1/2 = 1/7.750 

流量の縮尺 IKQ
二K，5/2 = 1/27885 

④ Q=850m3/s(設計洪水量)の 4通りとし，実験ケースは

Table 3に示すとおりとする。また，ローラーパケッ ト部形

状と名称を Fig.5に示す。

測定方法は以下によった。

水位:l/lOmm読みポイントゲージを用いた。

流量:基本設備の配管に設置されている電磁流量計で測

定した。

流速 :レーザー流速計，ピトー管，あるいはプロペラ式

小型流速計を用いた。

流況:目視観測を行うとともにスケッチ， 35mm写真及

びビデオに記録した。

測定位置:レーザー流速計による測定位置を Fig.6に示

す(鉛直方向は各断面で 6点、計測)。

~喧笠/

Fig.5 パケット水叩きの形状と名称

4 実験により明らかになったこと

(1)最適リップ角の決定(原案，比較し 2， 3案)

①流況

実験で対象とした Q=570及び 810m3/sのローラー

パケット部から静水池に至る流況スケッチ，水面形状及

び流速分布を Fig.7~10 に示した。

減勢対象流量 570m3/sを主体とした流況の概要は以

下のとおりである。

原案(リップ角 30
0
)，比較 l案(リップ角 450)，比較

2案(リップ角 20
0

) 及び比較 3案(リップ角 250

) とも

パケッ ト上の水深が大きしパケット下流側のパケッ ト

波並びに底渦も十分に形成されていることから，Fロー

ラー型巻巻き込み流況に近いものと判断される。

比較 1案(リップ角 45
0

) は，パケットからの射出角度

が大きいため， 他の形状に比較して隆起水脈は最もロー

ラーパケッ トに近い位置に発生し，高さも最高水位を示

す。この高まった水脈が静水池中間部に貫入するため，

比較的速い流速が静水池底面部に残っている。全体的に

水面動揺が大き くやや荒れた流況であることから 45
0

案

はリップ角度がやや大きいと判断される。

比較 2案 (リップ角 20
0

) では， リップ角度が小さいた

めパケッ ト波の隆起水面が低く ，静水池表面を比較的速

い流速が走る傾向が見られ，底渦規模もやや小さいもの

の，静水池底面部では全体が低流速・逆流域の良好な流

況となっている。

比較 3案 (リッ プ角 25
0

) では，静水池表面を比較的速

い流速が走る流況及び静水池底面の流速分布等は比較 2

案 (リッ プ角 20
0

) と大差なく 同等と考えられるが，静水

池全体にわたり水面の動揺が原案 (リッ プ角 30
0

) より大

きいと判断される。

原案(リップ角 300

)では，リップ角 450

とリップ角 25。

で見られた流況の中間的な流況である。静水池底面の流

速(逆流)は リップ角 25
0 より大きく最大で-2.37m/s

(リップ角 25
0

の最大は-1.90m/s)であるが，パケット

波及び底渦がバランスよく形成されており，静水池下流

Table 3 実験ケース

対象形状 減勢池
滅勢工

形状案 リッ プ パ:ケット ノてケット リップ長 リップ
減池長勢本

河床
形式 角度 半 径 長 高

条 件(80

) R(I11) (111) (111) (111) L(I11) 

原案 30 22.629 14.679 

比較 l案 45 21.164 13.214 
95 

ローラーノて 比較2案 20 26.332 18.382 

ケット型
5.0 

比較3案 25 15.0 23.998 16.048 固定床

比較4案 30 22.629 14.679 60 

比較5案 30 22.629 14.679 40 

静水池型 静水池案 。 7.95 。 。 99.679 

注傘:減勢池長はパケッ ト下流端からの底面長
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原案 L=95m R=15.0m 0 =30' h=5.0m 

比較l案 L=95m R=15.0m 0 =45' h=5.0m 

比較2案 L=95m R=15.0m 0 =20' h=5.0m 

比較3案 L=95m R= 15.0m 0 =25' h=5.0m 

タイプE 静水池タイプ L=95m 0=0 

比較4案 L=60m R=15.0m 0 =30・ h=5.0m 

タイプ皿

比較5案 L=40m R=15.0m 0=30' h=5.0m 

Fig.6 レーザー流速計による測定位置

側の鉛直分布が表層から底層まで一様である ことから，

減勢状況は リップ角 250 より優っていると判断される。

② 最高水位

パケッ ト下流で発生する隆起水脈の最高水位は，流量

が設計洪水流量 850m3/sにおいて発生し， 最高水位はリ

ップ角 450

の時 EL.45.5mである。

流況的に最も妥当と判断される リップ角 300

の最高水

位は，設計洪水流量時 EL.41.5m，減勢対象流量時EL

4l.0mであり ，静水池に形成される平均水位 (隆起水脈

を除く)は，設計洪水流量時 EL.38.0m程度であり ，静

水池の計画導流部天端高 EL.38.0mにほぼ一致した水

{立となっている。

③ 最大流速

静水池底面に発生する流速はローラーパケッ ト型減勢

工の主要な評価基準となる。

リップ角 300

で減勢対象流量 570m3/sの場合，底面の

最大流速はパケッ ト中心から下流 36m地点で-2.37

m/s (逆流)である。 リップ角 200，25。及びリップ角 45。

では各々 -2.01m/s， -l. 90m/s及び 3.95m/sである。

この結果，リ ップ角 250 が最も小さい流速を示している。

④ リップ角の決定

以上の結果，静水池の流況，水面形及び流速分布等か

ら総合的な評価 を行えば，本減勢工は原案 (リ ップ角

300
) が最良である と判断される。

(2) ローラーパケット型と静水池型の比較

静水池案では，静水池の水面変動はローラーパケット型

に比較して小さく，静水池に流入する高流速は直接静水池

底面に達し， 浮上することなくそのまま底面に沿って流下

する潜流の流況である。従って，パケット波及び底渦は形

成されず静水池底層は順流， 表層は逆流で，ローラーパケ

ット型と逆の流向を示している。流況スケッチ，水面形状

及び流速分布を Fig.llに示した。

減勢対象流量 570m3/sにおける静水池底面の流速は，最

大 7.23m/sの高流速であり ，同流量における リップ角 30
0
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Fig.7 ローラーパケッ ト型減勢工の流況(リップ角 ;20') 
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Fig.8 ローラーパケット型減勢工の流況(リップ角;25') 
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Fig.ll 静水池型減勢工の流況

の流速-2_37m/sに対して 3倍の流速となっている。この

高流速は静水池の下流に進むに従い低減するが，それでも

パケッ ト中心から下流 40mまでは 4m/s以上の流速とな

っている。このような高流速においては，静71く池底面の洗

掘規模もかなり大きくなるものと考えられる。

以上のように，ローラーパケット型と静水池型の減勢効

果を比較すれば，静水池底面に作用する流速分布からロー

ラーパケット型が有利であると考えられる。

(3) 静水池長の検討(比較 4， 5案)

最適形状として選定されたリップ角 300 において静水池

の長さを変えて静水池規模の比較を行った。静水池長は

L=95m (パケット下流端から静水池終点の法尻までの底

面長) (原案)，L=60m (比較 4案)及び L=40m(比較 5

案)である。

L=95mは，減勢対象流量においては十分な余裕があり ，

設計洪水量においても十分な静水池長と考えられる。

L=40mでは，減勢対象流量においても隆起水脈の下流

側において整流区聞が不足しているため，静水池上流側の

速い表面流速がそのまま下流に持ち込まれている。流量が

8501113/sでは，パケット波の落下水脈が下流傾斜部に直接

当たる流況となり ，静水池長が不足していると判断される。

L=60mでは，減勢対象流量及び設計洪水量とも静水池

長としてほぽ妥当な長さと考えられる。しかしながら 2

次元モデルでは静水池左右岸方向の 3次元的な流況の把握

ができない。従って 2次元模型結果を参考として 3次

元全体模型に より静水池の規模を決定する必要がある。こ

のため，Nに示す実験により決定した。

(4) 乱流強度

静水池内の流速を電磁流速計を用いて測定しているた

め，流速，流向が不規則に変化する時系列として観測され

る。不規則な変動を見ることにより ，乱流の度合いを把握

することができる。乱流の度合いを把握するため，次式に

示す乱流強度を測点毎に求めた。

平均流速 um = ~u/11 (1) 

標準偏差 ustd=(~u2/11 - um2)0. 5 (2) 

乱流強度 r=ustdx 100/um (3) 

ただし u，流速 11 データ数

流れの方向の乱流強度を Fig.12に，水深方向の乱流強度

をFig.13に示す。

流れの方向の乱流強度は，静水池長 L=95m，リ ップ角

25"， 30
0

， 45
0

の場合が比較的小さい値を示している。また，

水深方向の乱流強度は，静水池長 L=95m，リッ プ角 30"，

45
0

及び L=60m，リップ角 30
0

の場合が比較的小さい値で

あり ，パケット出口から下流へ離れるほど大きな値を示す。
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W 静水池の減勢機能の検討

( 3次元全体模型による検討)

l 実験の目的

本実験は，前述の 2次元模型によるローラーパケット形

状の比較検討結果を踏まえて，選定されたローラーパケッ

トの形状案を原案として採用し，洪水吐，静水池及び下流

取り付け河川の一部を取り入れた 3次元全体模型により，

静水池の減勢機能を検討した。

2 模型の形状

実験は 1/30の縮尺で，洪水吐越流部から下流河道に至る

3次元全体模型 (Fig.14)を作成し行った。各諸元の模型上

の縮率は，ブルード相似則に基づき Table4に示した。

3 実験の方法

実験流量;は 2次元模型と同じく① Q=285m3/s，②

Q=570m3/s，③ Q=710m3/s，及び④ Q=850m3/sとし

た。下流水位は静水池下流の取り付け水路で設定し得る最

低水位(限界水深)を与え 4種類の実験流量に対して流

況観察を行った。

測定方法は以下によった。

水位:急勾配水路(シュート部)から静水池及び下流河

道に至る水面形状は，1/10mm読みポイン トゲー

ジ，並びに 1mm読みスケールと レベルを併用し

て測定した。

流量:基本設備の配管に設置されている電磁流量計で測

定した。

流速 2成分(平面 X，Y)の電磁流速計及びプロペラ式

流速計を用いた。

流況:目視観測を行うとともに 35mm写真及びビデオ

に記録した。

4 実験により明らかとなったこと

(1) 4流量の流況

実験対策流量 4流量の静水池内における流況の概要は以

下のとおりである。

① Q=285m3/sの時の流況

ローラパケットによる隆起水脈が小さし減勢の終了

は静水池上流端から 55m~65 m であり ， それより下流

側の静水池内は水面動揺の小さい安定した流況を示し，

余裕のある静水池となっている。流量に比べ下流水深が

十分に確保されていることから，減勢状況は，II -2に

示す Fローラー型巻き込み流況から Cローラー型巻き

込み流況に近いものと判断される。

② Q=570m3/sの時の流況

静水池の平均水位は EL.29mの小段より約 3m高い

EL.32m 程度に形成される。隆起水脈は EL.36m~EL

37m の高さになることから ， 静水池の水面より 4m~5

m隆起する流況となる。減勢状況は， Fローラー型巻き

込み流況に近いものと判断される。

隆起水脈より下流側の静水池の流況は， Fig.l5のスケ

ッチに示されるように主流は左岸方向にあり ，右岸側は

逆流域となる流況から静7./'(池には平面渦の発生が見られ

る。これは洪水吐出口に対して静水池の平面形状が非対

称であることが主要因であり，左岸側に比較して右岸側

の静水池が広いためここに死水域あるいは逆流域が発生

する。従って，洪水吐出口部の隆起水脈は， 静水池右岸

上流部の逆流に押され，左岸側に向かう流況となるため

である。

静水池両岸には，水面の動揺に伴い斜面部を遡上する

Table 4 ブルードの相似率 0/30)

長さの縮尺 IKL = 1/30 
体積の縮尺 IKVOl二 KL3 = 1/27000 
時間の縮尺 IKr=KL

1i2=1/5.477 
流速の縮尺 IKv=KLl/2=1/5.477 
流量;の縮尺 IKQ = KL 5/2 = 1/ 4930 

Fig.14 3次元全体模型(縮尺:1/30) 
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この逆流が

流出水脈を

左岸方向に押す

主流は左岸側に偏る

Fig.15 Q=570m3/sの時の流れの方向

水脈が見られる。水脈の厚さは実寸で 0.15m以下の薄

い水脈て・あるが，間欠的に両岸全域にわたり発生してお

り，右岸に比較して主流が走る左岸側は，打ち上げ高及

び頻度とも大きし最高遡上水位は計画静水池天端EL.

38.0mにも達し，この水位は静水池の平均水位より

4~5m 高い水位となっている。

③ Q=710m3/sの時の流況

静水池て'主流が左岸側に偏り，右岸側に逆流が発生す

るなどの流況は，流量;が 570m3/sの場合と同様である

が，水面動揺及びそれに伴い両岸へ遡上する水脈の規模

は570m3/sの場合より大きくなり ，遡上水脈の最高水位

は両岸とも間欠的に計画静水池天端 EL.38.0mを越え

る。減勢状況は， Fローラー型巻き込み流況に近いものと

判断される。

隆起水脈より下流側では，主流は左岸側に偏る傾向が

あるものの，この流量では間欠的に左右に動揺する傾向

も見られる。左岸側の逆流によって隆起水脈が左岸方向

に押しつけられる影響が小さくなったためと考えられ

る。

④ Q=850m3/sの時の流況

水面動揺及びそれに伴い両岸へ遡上する水脈の規模は

7l0m3/sより大きくなるものの，減勢状況は，Fローラー

型巻き込み流況に近いものと判断される。

(2)流況より判断されること

2次元模型で選定されたローラーパケット形状は 3次

元全体模型においても十分に減勢機能を発揮できることが

確認された。しかし静水池の流況については 2次元実験と

異なる結果であった。

静水池の流況特性として，青争水池の形状特'性による右岸

側の逆流の発生，主流の左岸側への偏りが挙げられる。こ

の流況は，減勢効果を低減させる流況と考えられるが，地

形条件より設定しうる静水池容量を優先し，静水池底面あ

るいは法面に作用する流速を勘案すれば特に問題となる流

況ではないと判断される。

一方，静水池の法面(計画法面勾配 1: 2.0)には静水池

の水面動揺により水脈の遡上が発生する。一般に水脈の遡

上は法面が緩勾配であるほど高まるが，本静水池の遡上水

脈は，流量が減勢工対象流量 570m3/s以上になると計画静

水池天端 EL.38.0mを越える流況を呈す。遡上水脈は 0.15

m程度の厚さで薄いものであるが発生頻度が高く ，静水池

の平均水位より数m高くなるため，法面に対して好ましい

ものではない。従って，設計洪水 850m3/sで形成される静

水池水位に影響を及ぼさない標高に，パラペット的な構造

物の設置が望まれる。

(3) 静水池長について

静水池の流況及び流速分布から，原案静水池は余裕のあ

る静水池と判断される。

2次元模型実験では，静*池長を L=95m(底面長，原

案)，60m (比較 4案)， 40m (比較 5案)について比較検

討を行い， 60m (比較 4案)程度が妥当であるという結果

を得た。

3次元全体実験においてもほぼ同様な結果であり，静水

池の流況のアンバランス(平面渦の発生)を考慮しても，

60m (底面長)で良いものと判断される。この長さは，減

勢工対象流量 570m3/sについては余裕があり ，設計洪水量

850m3/sに対しでも特に問題なく減勢できる容量である。

V 洪水吐越流部及び側水路部の検討

( 3次元全体模型による検討)

l 実験目的

Fig.14に示した 3次元全体模型(縮尺1/30)を用いて，

御前山ダム洪水吐の設計原案について，越流部から緩勾配

水路に至る区間に関して次項に示す水理実験を行い，問題

点の抽出並びにその改良方針の提案を行った。

2 模型の形状

実験は 1/30の縮尺で，Nに示した模型 (Fig.l4)を使用

した。

3 実験の方法

実験の内容は，①越流部の放流能力の検討，及び②越流

部から緩勾配水路部に至る流量と水面形状の調査とした。

実験のケースは，① 285m3/s，② 570m3/s，③ 710m3/s，

及び④850m3/sの4流量により，洪水吐越流部放流能力の

検討，流量特性の検討，流況及び壁高の余裕高の検討を行

った。

測定方法は以下によった。

水位:急勾配水路(シュート部)から静水池及び下流河

道に至る水面形状は， 1/10m111読みポイントゲー

ジ，並びに 1mm読みスケールとレベルを併用し

て測定した。

流量 :基本設備の配管に設置されている電磁流試計で測

定した。



て，越流水深が 2mを越える大流量になると，越流部右岸

側の導流壁より発生する縮流及び前庭部接近流の乱れ等が

大きくなるためと考えられる。

流量係数の近似式を用いて，設計洪水位における放流量

を算出すれば，越流水深 h=2.5mの時の放流量は，

802.5 m3/s (C= 1. 3581 +0.66203 x 2.5-0.23258 x 2.52+ 

0.023881 X 2.53= 1.9334， Q= 1.9334 x 105 x 2 .53/2=802.5 

m3/s)であり，計画放流量 Q=850m3/sに対して 47.5m3/s

((47.5/850) X100=5.6 %)不足している結果を示してい

(999) 第 197号農業工学研究所技報

流速 2成分(平面 X，y)の電磁流速計及びプロペラ式

流速計を用いた。

流況:目視観測を行うとともに 35mm写真及びビデオ

に記録した。
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る。

(2)流況

流量がQニ 850m3/sの，貯水池から緩勾配水路に至る流

況は Fig.18に見られるとおりである。また，流量が 850

m3/sにおける流況のスケッチを Fig.19に示す。各流量と

も，前庭部の左岸及び右岸導流壁の先端部から縮流による

水面の乱れが認められる。左岸側は越流堰から上流側 30m

地点から発生する小規模な縮流で，越流堰地点においてほ

ぽ解消される軽微な乱れであるため，流量が 850m3/sにお

いても特に問題となる流況ではないと考えられる。

一方，右岸導流壁先端からの縮流は，越流堰に近い接近

流速が大きい位置に発生しているため，堰の直上流で渦流

を形成し堰の流量係数を低減させる要因になっていると考

えられる。前庭中央部から越流堰に接近する流れは，水面

に多少の波立ちが見られるものの，ほぽ堰に直角に向かう

安定した流況である。

4 実験により明らかになったこと

(1) 越流部の放流能力

設計原案洪水吐の，貯水位と放流能力の関係について実

験した結果を Fig.l6に示す。

実験の結果から，設計洪水位 EL.70.500m(越流水深 h=

2.500 m)における放流量は，計画放流量 Q=850m3/sを下

回る結果を示している。

越流部の越流水深から次式によって流量係数 (C)を算出

し，結果を Fig.17に示す。

C = Q/B • h3/2 (4) 

ここに， C:流量係数， B:越流幅(=105m)，h:越流

水深とする。

越流水深 (h)と流量係数 (C)の関係について作成した

近似式は次式で表すことができる。

C=1.3581 +0.66203・h-0.23258・げ+0.023881・h3 (5) 

Fig.16及び Fig.17に示す線分は，近似式による線分であ

り，両方とも良くフィットしている。

越流水深 (h)の変化に対する流量係数 (C)の変化特性

として，越流水深が約 2.0mまでは越流水深の増加に伴い

流量係数も増加しており最大で C=1.94(設計値 C=2.05)

となるが，越流水深が 2.0mを越えると越流水深の増加に

伴い流量係数は漸減する傾向を示している。この要因とし
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前庭部の流速分布を堰の中央部について測定した結果を

Fig.19 に示す。計測された流速は V二 1 .5m/s~1. 9m/sの

範囲であり単純平均の流速は V=l.69m/sである。この値

はほぼ計画の流速値l.62m/s(850/(5.0XI05) =l.619 

m/s)に一致しており， 設計基準に示される「許容流速 V=

4.0m/sJを十分に下回る値である。

側水路から緩勾配水路に至る全体的な流況は， 各流量と

も概ね良好であると判断される。

側水路部の越流堰に形成される隆起水脈も安定してお

り，緩勾配水路の減勢状況から緩勾配水路下流端に設置さ

れたシルも適度な高さ (w=l.700m) と判断される。

ただし，側水路下流端 (No.5+10.000m)の左岸側導流

壁は，越流堰側の導流壁と緩勾配水路側の導流壁が鋭縁で

接続されているため，側水路上流部からの流下水脈が越流

堰側の導流壁に当たり隆起水脈を発生させている。また，

この形状により下流の緩勾配水路の上流部に比較的大きな

縮流を発生させ，緩勾配水路部の整流効果を低減させる好

ましくない流況となっている。

このように，側水路下流端の鋭縁導流壁形状は，側水路

の水位を堰上げて側水路の流況を安定させる形状である反

面，{目Ij水路からの流下水脈が導流壁に当たって発生する隆

起水脈が堰の越流量に影響を与え易く，また，前述のよう

に，側水路から緩勾配水路へのスムーズな導流を阻害する

形状でもあると言える。

(3) 設計案の問題点の抽出と改良方針

1)貯水池~放流量関係

2 )で述べる導流壁の改良により ，多少の流量係数の増加

が見込めると考えられるが，導流壁の改良だけで計画の放

ヒ品

51 

流量を得ることは難しいと判断される。

① 越流幅の延長

設計原案で得られた流量係数から，計画を満足する越

流幅を求めると次のよ うになる。

設計原案設計洪水位における流量係数 (h=2.5m)は，

C= 1.3581 +0.66203 X 2.5 -0.23258 X 2.52 

十0.023881X 2.53= 1.9334 

となり，必要越流幅は，

B=Q/C・h3/2=850/1.9334X 2.53/2= 111.2mと 112m

と計算される。

従って，設計案の越流幅 (L=105m)より 7m延長す

る必要がある。

② 前庭部敷高の低下

前庭部において安定した低流速の接近流を得て流量係

数の増大を図るために，前庭部敷高を下げる案も考えら

れる。この場合，現地の地質及び施工条件等を考慮する

必要がある。

2 )導流壁形状

① 右岸導流壁形状

設計原案の縮流規模を緩和するために，導流壁上流端

の鋭縁部に円弧(半径 R=4m程度)を挿入して隅曲とす

る。

② 左岸導流壁形状

越流堰側の導流壁と緩勾配水路側の導流壁が鋭縁で接

続されている平面形状を，鋭縁部に円弧(半径 R=4~5

m)を挿入して隅曲とする。

流況観察
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前庭部の左岸及び右岸i草流笠の先;;tlff~ から
箔流が発生している。
左岸側の焔流による水面の~Lれは涯のl!\比

に対して影響は殆ど無いと判断されるが、 5
岸側の軒目流は影響が大きいと判断される.

前庭吉日中央は真っ直ぐ湿に向かう流れであ

り前庭部の最大流速は 1.88m/sで、許容流速
4.0m/sを十分に下回る値となっている。

側水路部及び緩勾配水路部は安定した流況
を示し、 卜分に整流された流況で念勾配水路
に流下する。
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Fig.19 Q二 850m3/sの時の貯水池~側水路部の流況スケッチ(原案)



改良後の流況

(1) 越流部の放流能力

改良案の貯水位と放流量の関係について調査した結果を

Fig.20に示す。

越流部の越流水深から次式によって流量係数 (c)を算出

し，結果を Fig.21に示す。

越流水深 (h) と流量係数 (c)の関係について作成した

近似式は次式で表すことができる。 Fig.20及び Fig.21に示

す線分は近似式による線分であり，両線分とも実験値に良

くフィットしている。

c= 1.3631 +0.65107. h -0.22556. h2+O.022378・h3 (6) 

越流水深 (h)の変化に対する流量係数 (c)の変化特性

として，越流水深が約 2.0mまでは越流水深の増加に伴い

流量係数も増加し最大でCニ1.94程度となるが，越流水深

が2.0mを越えると越流水深の増加に伴い流量係数は漸

設計越流水深 Hd=2.500mでは c=1. 93程度とな

(1999) 

る。これは原案と同様の傾向であり，本洪水吐の流入部形

状による特性と考えられる。

流量係数の近似式を用いて，設計洪水位 EL.70 .500m 

(h=2.5m) における放流量を算出すれば下記のように

854. 75 m3/sになる。この値は，計画放流量 Q二 850m3/sを

満足するとともに，計画放流量に対して 4.75m3/s((4.7/ 

850)X100=0.6%)の余裕を持つ結果となっている。

以上の実験結果から，改良案洪水吐形状は妥当であるこ

とが明らかとなった。

c= 1.3631 +0.65107 x 2.5-0.22556 x 2.52 

第 197号段業工学研究所技報

5 

52 

十0.022378x 2.53 = 1.9307 

Q=1.9307 x 112 x 2.53
/2=854.75m3/s 

(2) 前庭部の接近流速

前庭部の流速分布を流量が Q=850m3/sについて，堰の

中央及び左右岸沿いの 3測線ついて 6割水深(平均流速)

で測定し，結果を Fig.22に示す。
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t量流部に却する原案からの主な改造点

前庭部~主主流部~側水路部~緩勾配水路部の

基本的な流況は原案と問機であり、特に問題と

なる流況は発生していない。前庭部で発生する

最大流速は2.07m/sであり、許容流速4.0m/sの

約112である。

前庭部右岸側導流壁コーナーを、原案の角

から円弧に改良したことにより、 コーナーか

ら発生する織流が小さくなり、改良の効果が

fAめられた。

2
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①越流長を7m延長した。

②前庭部右岸側湾流壁の隅を

角から円弧に変えた。

③前庭部左岸側導流整の先端

を角から円狐に変えた。
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各測線の最大流速は左岸，中央及び右岸で各々，V=l. 70 

m/s， V=l.77m/s及び V=2.07m/sである。堰の中央部

では，堰に接近する流れの流向は堰にほぽ直角であり，流

速は V=1 .3 m/s~ 1. 8 m/s の範囲で前庭部の水深から算

出される平均流速 V二 1.52m/sに近い値となっている。右

岸沿いに発生する最大流速 V=2.07m/sについては中央

及び左岸沿いに比較してやや大きい流速であるが，設計基

準に示される「許容流速 V=4.0m/sJの約1/2であること

から，特に問題のない接近流速といえる。

(3) 前庭部から緩勾配水路に至る流況と水面形状

1)流況

流量が Q=850m3/sの，貯水池から緩勾配水路に至る流

況は， Fig.23に見られるとおりである。また，流量が 850

m3/sにおける流況のスケッチを Fig.22に示す。

各流量とも，前庭部の左岸及び右岸導流壁の先端部から

縮流による水面の乱れが認められる。左岸側は越流堰から

上流側 30m地点の導流壁先端部から発生する小規模な縮

流で，越流堰地点においでほぼ解消される軽微な乱れであ

るため流量が 850m3/sにおいても特に問題となる流況で

はない。

右岸導流壁先端から発生する縮流は，導流壁の先端部が

直角の設計原案に比較して，先端部に円弧を挿入した改良

案では，縮流の規模がやや小さくなっているものの，越流

堰に近く接近流速が大きい位置に発生しているため大幅な

流況の改善は認められないが，放流量;が計画を満足してい

Fig.23 Q=850m3/sの流況(改良案)

ることを考慮して許容できる流況と判断される。

側水路から緩勾配水路に至る全体的な流況は，各流量と

も概ね良好である。 側水路部に形成される隆起水脈も安定

しており ，緩勾配水路下流端に設置されたシル位置におい

て流れが一様に整流されていることから特に問題のない流

況と判断される。

2 )越流部横断水面形状

越流部前庭から側水路に至る越流部の横断水面形状を，

①Q=285m3/s，② Q=570m3/s，③ Q=710m3/s，及び④

Q=850m3/sの4流量について，越流部の上流端，中央部及

び下流端の 3測線を選定し，最高水位及び平均水位を測定

した。 Q=850m3/sの時の結果を Fig.24に示す。

堰の越流が完全越流を維持しているか否かの判定を次式

を用いて行えば次のとおりである。

完全越流の判定式は，

完全越流を維持できる下流水位<2/3・h

完全越流を維持できる下流水位(余裕を見込む)

< 1/2.5・h
で表せられる (Fig.25参照)。

(7) 

(8) 

側水路の水位が最も高まる設計洪水流量 850m3/sの堰
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完全が流を維持できる下流水位 < 1/2.5. h 

Fig.25 完全越流の判定

すとおりである。 両水路部とも十分な余裕と判断される。

VI バケッ卜敷高の決定，減勢能力の確認及び

下流河川流況の検討

( 3次元河川下流模型による検討)

1 実験の目的

の越流水面形状から，側水路内落ち口水位の最高水位は

EL.66.8mである。この水位は堰頂標高 EL.68.000m より

低いことから，堰の越流は完全越流であることが明らかで

ある。

前述の2次元及び3次元全体模型により ，本ダム洪水吐

ローラーパケット型減勢工のパケット半径， リップ高，リ

ップ角，静水池長等基本的な諸元が実験によって確認され

た。しかし，パケッ ト及び静水池敷高については， EL.15.0 

mの時の減勢が確認されたが，EL.15.0mまで下げなけれ

ば減勢が確保されないのか詳細な検討を行っていない。ま

た，洪水吐下流那珂川との合流点までは，那珂川本川の水

位により ，減勢の状況，河川流況が変わる。このため，洪

水吐急勾配水路から那珂川までの範囲を再現し，かつ那珂

川の水位を変えられる 3次元河川下流模型 (Fig.27)を作成

し，パケッ ト敷高の決定，減勢能力の確認及び下流河川流

況を検討する。

3 )側水路部及び緩勾配水路部水面形状

側水路及び緩勾配水路の左岸，中心及び右岸沿いを，①

Q=285m3/s，② Q=570m3/s，③ Q=710m3/s，及び④Q=

850m3/sの4流量について水面形状を測定した。 Q=850

m3fsの結果を Fig.26に示す。

各部の最高水位は流量が 850m3/s流下時に発生し，側水

路部及び緩勾配水路導流壁沿いの最高水位は Table5に示

2 模型の形状

実験は1/40の縮尺で，洪水吐急勾配水路から那珂川まで
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Fig.26 Q=850m3/sの時の側水路部及び緩勾配水路部の水面形状

Table 5 最高水位と導流壁天端高

部分 最高水位 (発生位置) 導流壁天端高| 余裕高

側水路部 I EL.68. 997m (SNO.O + 10m，右岸) I EL. 73. 200m I 4. 203m 

緩勾配水路部 IEL.64. 572m (SNO.8 + 15m，右岸) I EL.66. 400m I 1. 828m 
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の範囲を再現し，かつ那珂川の水位を変えられる 3次元河

川下流模型(Fig.27)を作成した。各諸元の模型上の縮率は，

ブルード相似則に基づき Table6に示した。

3 実験の方法

実験流量は，2次元模型， 3次元全体模型と同じく①Q=

285m3/s，②Q=570m3/s，③Q=710m3/s，及び④ Q=850
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m3/sとした。パケット及び静水池敷高は，これまでの

EL15.0mから約 7m上げることが可能であることを 2次

元模型により確認したため，敷高を EL22.0mとし，本実

験により最終的な敷高を決定することとした。

下流水位は，那阿川本川と支流相川の合流点の水位を設

定し，以下に示す 3水位を基本として減勢状況の変化に応

じて任意に変化させた。

① 御前山ダムの出水により自然に形成される水位

② ローラーパケットによる飛散状態が解消される水位

③ ローラーパケットにより減勢効果が得られる水位

また，測定方法は以下によった。

水位:Fig.28に示す静水池終点~那珂川合流点までの

4地点の水位を1/10mm読みポイントゲージを

Fig.27 3次元河川下流模型

、J

Fig.28 水位測定位置
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用いて測定し，那珂川の水位変化による減勢状況

の様子を観察した。

流量:洪水吐の流量は，模型を流下した流量を模型の下

流端に四角堰を設置して板谷・手島の式により算

出した。

流況:目視観測を行うとともに 35mm写真に記録した。

水位調節 :模型下流端には任意の下流水位が設定てeきる

ように水位調節装置を設置した。また，急勾

配水路部には模型給水漕を設置し，出口には

急流水路部の水位を任意に設定できるよう急

流水路部水位調節用ゲー トを設置した。

4 実験により明らか となったこ と

各流量の静水池内における流況の概要は以下のとおりで

ある。

(1) Q=285m3/sの時の流況

相)11と那珂川の合流地点の水位と減勢工部の減勢状況を

Table 7に示す。

放流量 285m3/s時では，自然に形成される水位でも減勢

工部が飛散状態になることは避けられる。実験では，自然

に形成される水位で飛散状態になるのは 300m3/s程度で

あると判断された。 285m3/s流下時には飛散はしないが，

減勢工部において十分な減勢が得られているとはいえず，

下流水深が不足し II-2に示す Vローラー型巻き込み流

況に近いものと判断される。また，御前山ダムからの出水

が那珂川と合流する地点において，限界流が発生すること

により，合流点水位が EL.30.912mを越えるまでは那珂川

からの背水の効果は得られない。この状況は，他の流量条

件下においても同様であり，那珂川の出水がある程度得ら

れないと減勢状況の改善が期待できないことから，那珂川

の水位が低い状態でも減勢が可能な静水池敷高を確保する

必要があるといえる。

静水池内部の流況は，右岸側に迂回する旋回流が発生す

るものの，仮排水路部分に導流壁を設けることにより，原

設計案よりも静水池の非対象性が緩和されることによっ

て，流れの偏りが小さくなったと判断される。また，仮排

水路部は淀み領域となっている。

(2) Q二 570m3/sの時の流況

相川と那阿川の合流地点の水位と減勢工部の減勢状況を

Table 8に示す。

前述のとおり，減勢工現設計形状では放流量約 300m3/s

を越えると飛散状態となり，減勢がなされない状況となる

ことから，流量 570m3/sにおいても同様に飛散する流況と

なる (Fig.29)。飛散した水脈は EL.40.5mにまで達し，水

脈は減勢工終点より 50.4mの地点に落下する。また，減勢

工部において水脈が飛散する場合は，急流水路部を流下し

てきた流れのエネルギーが静水池内の水を押し出すことに

より，静水池内部の水位が低く押さえられる形となり，静

水池右岸側を旋回した流れが減勢工下流へ流れ込む形とな

る。

御前山ダム減勢工に求められる減勢機能と しては，那珂

川での出水がな くても減勢工対象流量までは完全な減勢が

得られる規模であると考えられる。すなわち，減勢工対象

流量流下時に，自然に形成される水位において十分な減勢

が可能であることが必要である。本設計案では，減勢工対

象流量 (570m3/s)として必要な減勢効果を得るために必要

な下流水位は，静水池直下流で EL.35m程度と考えられ，

十分な減勢効果を得るためには静水池内部(敷高 EL.

22.000111)で 13m程度の水深が必要である。これより，減

勢工対象流量流下時に，静水池直下流に自然に形成される

水位で十分な減勢を行うために必要な静水池敷高は，

EL.17. 500 m(30. 764-(34.968-22.000) = 17. 796'=i EL. 

17.500m)程度であると考えられる。

静水池長さについては，減勢工部が飛散状態でない限り

Table 7 那珂川合流点の水位と減勢状況 (Q= 285m3 /s) 

那珂川水位条件 静水池直下流 相川橋直上流 相}IINn8地点 那珂川合流点 減勢工内流況

自然に形成される水位 31. 808 31.768 30.740 27.884 飛散しないが滅勢不良

那珂川の背水が得られる水位 30.912 飛散しないが滅勢不良

中間水位 32.084 32.000 31. 568 31.576 飛散しないが滅勢不良

完全な減勢が得られる水位 33.676 33.432 33.100 32.636 完全な滅勢

はデータなし

Table 8 那珂川合流点の水位と減勢状況 (Q= 570m3 /s) 

那珂川水位条件 静水池直下流 相川橋直上流 相}IINn8地点 那珂川合流点 滅勢工内流況

自然に形成される水位 30.764 32.768 30.436 28.752 飛散状態

那阿川の背水が得られる水位 30.720 32.784 30.760 31. 472 飛散状態

中間水位 31. 060 33.336 32.920 32.940 飛散状態

飛散しなくなる水位 33.804 33.936 33.440 33.512 飛散しないが滅勢不良

完全な滅勢が得られる水位 34.968 35.284 35.380 35.316 完全な滅勢
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Fig.29 Q=5701113/s，自然に形成される水位の時の流況

(飛散する)

静水池内で減勢が完了していることから，十分な規模の静

水池であると考えられる。

(3) Q=710m3/sの時の流況

相}IIと那珂川の合流地点の水位と減勢工部の減勢状況を

Table 9に示す。

放流量 7101113/sの場合についても，5701113/sの場合と比

較して波立ちなどが若干大きくはなるが，ほぽ同様の流況

を示す。

また，減勢を行うのに必要な静水池直下流水位について

は，5701113/sの場合と比較してやや大き くはなるが，前十*

池を EL.17.500111とすることで十分な減勢を得ることが

できると考えられる。

(4) Qニ850m3/sの時の流況

相川と那珂川の合流地点の水位と減勢工部の滅勢状況を

Table 10に示す。

この場合も 7101113/sの場合と大きく流況が変化する様

子は見られず，やや波立ちが大きくはなるものの，静水池

敷高を EL.17.500111とすることで十分な減勢効果が得ら

れると考えられる。

5 パケッ卜及び静水池敷高を EL.17.5mとした

場合の減勢状況

4よりパケット及び静水池敷高を EL.17.5mとした場

合に減勢が可能であることが予想された。このため 3次

元河川下流模型を敷高 EL.17.5mに改修し，減勢が確実に

行われるか最終確認を行った。

実験の流量条件は，① Q=850m3/s及び② Q=570m3/s

とした。

実験の下流水位条件は，

① 御前山ダムからの出水により自然に形成される水位

② 那珂川合流点が計画洪水位 (EL.36.5m)

とし7こ。

この結果，実験対象流量 570m3/s及び Q=850m3/sの場

合で，下流水位が自然に形成される水位及び那珂川合流点

水位が EL.36.5mの時の 4ケースについての流況は以下

のとおりである。

(1) Q=570m3/s，自然に形成される水位の時の流況

Q=570m3/s，下流水位が自然に形成される水位の時の

流況を Fig.30に示す。

御前山ダム減勢工に求められる 形状は，流量:Q=570 

m3/sの時で，那珂}IIからの出水がない場合においても，減

勢が可能であることが必要である。減勢工及び静水池敷高

Table 9 那珂川合流点の水位と減勢状況 (Q=710m3/s)

那珂川水位条件 静水池直下流 相川橋直上流 キ目}IINa8地点 那珂川合流点 滅勢工内流況

自然に形成される水位 31.148 33.316 30.424 28.872 飛散状態

那岡川の背水が得られる水位 31.220 33.268 30.508 31.932 飛散状態

飛散しなくなる水位 34.772 34.808 34.540 34.388 飛散しないが滅勢不良

滅勢が行える水位 35.232 35.468 35.364 35.256 滅勢

Table 10 那珂川合流点の水位と減勢状況 (Q= 850m3 /s) 

那阿川水位条件 静水池直下流 相川橋直上流 キ目}IINa8地点 那珂川合流点 滅勢工内流況

自然に形成される水位 31.472 33.680 30.600 29.252 飛散状態

那珂川の背水が得られる水位 31. 868 飛散状態

飛散しなくなる水位 33.664 34.824 34.244 34.104 飛散しないが減勢不良

滅勢が行える水位 35.320 35.552 35.424 35.288 滅勢

はデータなし
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Fig.30 Q=570m3/s，自然に形成される水位の時の流況

がEL.22.0mの時は，この条件で減勢が確認できず飛散状

態となった。今回形状を変更し実験を行ったところ，飛散

状態は解消し， リップ上に大きな水面隆起(パケット波)

が生じ，上流/'I'ケット内では流れの上にかぶさる表面渦が

でき，巻き込み状態で減勢されている様子がうかがえる。

ローラーパケットにおける減勢状況は，Tローラー型巻

き込み流況に近いものと判断される。パケット内へは左右

両岸からの戻り流がある。戻り流がパケットに入り込むこ

とにより減勢に貢献する様子がうかがえる。パケット内左

右岸直壁天端 EL.31.0mより上の法面についても水路の

一部と考える必要がある。

隆起水脈より下流側の静水池では，主流は真っ直ぐセン

ター沿いに流れるが，どちらかというと左岸よりに向いて

いる。右岸側は逆流域となり，パケット方向に戻り流が発

生する。この戻り流により静水池から押し出される流れを

押さえている。しかし，減勢の妨げとなるようなものでは

ない。

左岸側は静水池から押し出される流れにより，法面への

這い上がりが見られる。しかし，法面天端 EL.38.0mを越

えることはない。這い上がりは高いところで EL.36mほど

までである。

流れはパケット出口から最高水位まで上がり下へ落下す

る。静水池内ノfケット出口付近は泡立つているが，その泡

も静水池を出る前に消散する。静水池を出ると，セ ンター

から左岸よりの流れが速くなる。

Fig.31 Q=570m3/s，合流点水位EL.36.5mの時の流況

(2) Q=570m3/s，那珂川合流点水位がEL36.5mの時

の流況

Q=570m3/s，那珂川合流点水位が EL.36.5mの時の流

況を Fig.31に示す。

那珂川本川の出水により厳しい条件であるが，下流水位

が(1)の時よりも高くなるため，減勢状況は穏やかになる。

ローラーパケットにおげる減勢状況は， Fローラー型巻き

込み流況に近いものと判断される。パケット 内へは左右岸

からの戻り流があり ，法面全体まで水位が上がっている。

しかし，パケッ ト内の天端 EL.38.0mまで這い上がること

はない。

静水池においては，主流はセンター沿いに流れるが，ど

ちらかというと左岸よりに向いている。右岸側も戻り流が

発生し，静7}(池から右岸の方へ流れようとする流れを押さ

えている。左岸側は法面への這い上がりが見られ，時に EL.

38.0mを越える。静水池内では最高水位までは泡立つてい

るが，その後はあまり泡を見ない。

(3) Q二 850m3/s，自然に形成される水位の時の流況

Q=850m3/s，下流水位が自然に形成される水位の時の

流況を Fig.32に示す。

減勢工及び静水池敷高が EL.22.0mの時は，この条件で

減勢が確認できず飛散状態となった。下流水位が低く ，流

量も多いことから減勢状況は最も厳しい。ローラーパケッ

トにおける滅勢状況は，Vローラー型巻き込み流況に近い

ものと判断される。パケット内へは左右両岸からの戻り流
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がある。また，戻り流がパケットに入り込むことにより減

勢に貢献する様子がうかがえる。パケット内では，水位は

概ね直壁の天端までで収まっている。

静水池内での泡立ちが激しく，静水池を出た後も多少泡

が残る。

左岸法面は這い上がりが見られるがEL.38.0mまでは

上がらない。パケットを出た直後にセンターで最高水位は

約40mにまで上がるが左右岸の水位は高くない。

(4) Q=850m3/s.那珂川合流点水位が EL.36.5mの

時の流況

Q=850m3/s.那珂川合流点水位が EL.36.5mの時の流

況を Fig.33に示す。

(2)と同様に下流水位が高いので. (3)よりは穏やかな流況

を示す。ローラーパケットにおける減勢状況は，Fローラー

型巻き込み流況に近いものと判断される。パケット内へは

左右岸からの戻り流があり ，法面全体まで水位が上がって

いる。しかし，パケット内の天端 EL.38.0mまで這い上が

ることはない。

静水池においては，主流はセンター沿いに流れるが，ど

ちらかというと左岸よりに向いている。右岸側 もやはり戻

り流が発生し，静水池から右岸の方へ流れようとする流れ

を押さえている。

左岸側は法面への這い上がりが見られ，時に EL.38.0m

を越える。また，右岸法面への這い上がりも多少見られ時

に.EL.38.0mを越えることがある。

Fig.32 Q=850m3/s.自然に形成される水位の時の流況

(5) ダム下流相川橋への影響

ダム洪水吐直下流を県道赤沢・茂木線が横断しており ，

相川橋がかかっている。那阿川の水位が低い場合，御前山

ダムからの放流が相川橋に影響を与えることはないといえ

る。しかしながら，那珂川上流からの出水により那珂川の

水位が上昇し相川へ背水の影響が出てきた場合には.EL. 

35m程度の水位で相川橋の左岸側の橋桁に波がぶつかる

ようになる。また，那珂川の水位が計画洪水位(EL.36.5m)

に達した場合には，相川橋の左岸側が冠水する様子が確認

できた。以上のことから，相川橋に対する影響は御前山ダ

ムからの放流によるものよりは，むしろ那珂川からの背水

によるところが大きいといえる。

(6) 下流施設への影響

御前山ダムが建設される相川が那珂川と接続す る地点

に.rなかよしキャンプグラウンド」が建設されている。御

前山ダムからの出水に対しては，前述のように那珂川の水

位が低い場合には，相川が那珂川と合流する地点において

限界流が発生する。このように，限界流が発生している場

合には「なかよしキャンプグラウンド」が水没することは

ないが，那珂川上流からの出水により那珂川の水位が高く

なり (EL.30.912 m)，相川へ背水の影響が出てくると水没

するようになる。このため，rなかよしキャンプグラウ ンド」

は，那珂川の水位が EL.31m程度で水没することになる。

Fig.33 Q=850m3/s，合流点水位EL.36.5mの時の流況
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四結言

我が国では施工例の少ないローラーパケット型滅勢工の

採用を予定している御前山ダムの洪水吐の設計に当たり，

2次元模型， 3次元全体模型及ぴ 3次元河川下流模型によ

り水理模型実験を行い，パケットの形状，洪水吐越流部及

び側水路部の形状，下流河川流況等について検討し，洪水

吐の設計諸元及び減勢機能の解明を行った。

我が国では，洪水吐減勢工での跳水位が下流河川水位よ

り高くなることは少なしこのため，減勢工の形式も強制

跳水型等のような下流水位が低い場合に対応する形式が多

い。静水池下流が掘り込み式でない通常の河川の場合，ロ

ーラーパケット減勢工の流れは小洪水に対しでも飛散状態

になる可能性があるが，当地区の場合，静水池が深く掘り

込まれているため，ローラパケット型減勢工による減勢が

可能であり，有利であるといえる。しかも，パケット部及

び静水池は常に湛水状態にあり，洪水初期の流れに対しで

も飛散することはないものと考えられる。

このよ うに，静水池を深く掘り込む必要がある当地区に

あっては，ローラーパケット型減勢工の採用は適切な選択

であるといえる。
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Hydraulic Model Study on the Spillway of Gozenyama Dam 

by N orio N AKANISHI， Takashi KA TO， N aoto TSUNESUMI， Tastuo N AKA and Hirohide KIRI 

Summary 

Gozenyama Dam is the type of a center zoned embankment dam， which is constructed as one of the main 

irrigation facilities of Nakagawa-engan National irrigation project. And the Dam is located at the Aikawa 

river， the branch of Nakagawa class A river. The capacity of the spillways of embankment dams is very 

important， and it must be designed by trying hydraulic model studies. The roller backettyped energy 

dissipator is effective for Gozenyama Dam. We examined the capacity of discharge of the spillway and 

designed the roller backettyped enegy dissipater by these hydraulic model studies. We designed the effective 

shape of the roller backet， by the two dimensions' model study， and we decided the shape of the side cannal 

and the part of overflowing， by the three dimensions' whole shaped model study， and finally we designed 

the base heights of the Roller backet and surveyed the flow of the downstream， by the three dimensions' 

downstream model study. 
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