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II. 

土砂還元の概要

流域スケールで適切な土砂管理を行うためには，砂防・タム・河道などの各

領域及び領域間で，土砂移動の連続性を確保する必要がある。なかでも，ダム

建設による下流河川への供給土砂量の減少や流況の変化は土砂動態を変化さ

せ，物理・生物環境（以下では「環境」と称する）に影響をおよほすので，堆

砂対策を実施して影響を改善することが望まれる。

しかし排砂バイパスやフラッシング排砂などの恒久的な堆砂対策には多大
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なコストと時聞を要するだけでなく，急激な排砂は環境に悪い影響をおよぼす

場合がある。堆砂対策のうち，下流河川土砂還元 （以下では 「土砂還元」と称

する）はダム貯水池や貯砂ダムの堆砂を掘削・凌諜し，ダム下流河道の高水敷

等において，洪水の営力により流下させる手法で，それほど多くの土砂は排出

できないが，特別な施設を必要とせず，アダプティブで経済的な手法であるた

め，堆砂対策や環境改善手法と して今後の展開が期待される。

土砂還元には（A）ダムから排砂する堆砂対策， （C）土砂の流下による下流

河川環境の改善， （B）両者の組合せの 3つの目的がある他，（D）恒久的な堆

砂対策を実施する前の排砂の影響評価としての役割もある（図 1）。土砂還元

は大規模な堆砂に対応できる堆砂対策ではないが，土砂流下は中小規模の河川

では環境改善に効果を発揮する。

本論では土砂還元の実施状況，土砂流出の計測・再現計算結果について整

理・ 分析するとともに，今後土砂還元を行う際に参考となる計画論について記

述している。土砂還元に関しては，これまで生物環境改善の観点からの報告は

あったが，本論では還元土砂の物理的な挙動に着目した報告を行う。

(A）ダムからの排砂による (8）雄砂対策と環境改善 (C）土砂流下による下流
ダム機能の向上 河川環繊の改善
（堆砂対策） （環境改善）

i (D）縫砂対策前の環境改善
効果の事前評価 ： 

図1 土砂還元の目的

II. 土砂還元の実態

ダム排砂に関連する土砂還元は H12から H18にかけて約20ダムで実施され

た（表 1)1）。還元土砂量は概ね200～20,000m3 I回の範囲にあり，平均では約

s,3oo m3 I回である。長島ダ、ムや長安口ダムなどでは 2o,ooo m3 I回以上も置

き土しているが，図 2(1)に示すように1,000m3／回以下が46%と多く，平均

；）：.利科学 No.302 2008 
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表 1 河川土砂還元試験の実施状況（H12～H18)

ダム名 水系名 所在地 実施年度 実施目的 還元土砂
還元土砂量

（事業者） 河川名 竣工年 （千m3／回）

二風谷 沙流川 北海道 H14～18 ②（組粒化） 貯砂ダム堆砂
l～10 

（国交省） 沙流川 1997 ③（ししゃも） （砂磯）

三 春 阿武隈川福島県
貯砂池堆砂

（国交省） 大滝恨川 1998 Hl2～18 ②a③ （砂60%, 0.55～2 
シルト28%)

二 瀬 荒川 埼玉県 ②③（カジカ） 貯砂ダム堆砂
3～13.3 

（国交省） 荒川 1961 Hl3～18 ④（堆砂対策） （砂事者，玉石）

川 俣 利根川 栃木県 ②①＠ （粗粒化） 0.2～1.6 
（国交省） 鬼怒川 1966 H17, 18 （堆砂対策）

相俣 利根川 群馬県 ②（組粒化）③ 0.2～l 
（国交省） 赤谷！｜｜ 1959 H16, 17 

長島 大井川 静岡県 ④（排砂の影 河道土砂
20～巨 ヨ（国交省） 大井川 2001 Hl2, 13 響評価） （平均31mm)

矢作 矢作川
愛知県

③（排砂の影 貯砂ダム堆砂
（国交省） 矢作川

岐阜県 HIS 
響評価） （機4割，砂6割） 4 

1971 

真名川 九頭竜川福井県 H16～18 ①⑤ 
貯水池堆砂 0.2～0.22 

（国交省） 真名川 1979 （弾力的管理）

蓮 櫛田川 三重県
②③（アユ） 貯砂ダム堆砂 0.1～2 

（国交省） 蓮川 1991 814～18 

長安口 那賀川 徳島県
③ 

貯砂池堆砂
12～図（国交省） 那賀川 1956 H15～18 

浦山 荒川 I奇玉県 ④②③（ （ウグイ） 貯砂ダム堆砂
l～7 

（水機構） 浦山川 1998 812～17 堆砂対策） （砂礁）

下久保 利根川 群馬県 ～ ④（堆砂対策） 貯砂ダム堆砂
1～6.6 

（水機構） 神流川 1968 Hl5 18 ⑤（景観） （砂磯主体）

阿木川 木曽川 岐阜県 ②（粗粒化）
0.6～1.2 

（水機構） 阿木川 1990 H16, 17 ④（貯砂ダム）

布目 淀川 奈良県
①④（貯砂ダム）事者24%，砂68% 0.19～0.54 （水機構） 布目川 1991 816・’ 17 

室生 淀川 奈良県
① 磯40%，砂52% 0.06～0.09 

（水機構） 宇陀川 1973 818 

一庫 淀川 兵庫県 ②③ （粗粒化） 河川土砂（10～ 0.3～1 
（水機構） 猪名川 1983 Hl4～18 （アユ） 40cmの玉石）

主；k :!Ill 天竜川 静岡県 ~（堆砂対策） 貯砂池堆砂 日12訂引
りパワー）天竜川 1958 Hl2, 13, 17 （河床低下， （磯67%，砂29%)18～ 

海岸侵食）

＊実施目的は①下流河川環境の改善（②＋③，②or③）， ~物理環境の改善， ③生物環境の改

善，＠堆砂対策，③その他により分類している

出典）ダム水源地環境整備センター ダムの堆砂対策技術ノート， 2008

水利科学 No.302 2008 
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(1)1回あたりの還元土砂量 (2）土砂還元の白的

本流出しなかった年度も1回に計上している

＊年度内で土砂量が変わった場合は多い援で整理している

図2 土砂還元の実態調査結果

年ダム堆砂量の0.5～10%程度である。還元土砂の粒度はダムの堆砂に比べて

粗い。これは貯水池上流や貯砂ダ、ムなどの掘削土を用いたことと，細粒土は流

下して下流河川の渇度を高くすることが危慎されるため，還元土砂に含めてい

ないことによるものである。

土砂還元を目的別に見ると，図 2(2）に示すように堆砂対策と環境改善の

組合せ（目的（B）），環境改善の目的が多く，土砂還元により生物環境や物理

環境のみの改善を目的とした事例は少なし、。矢作夕、ムや長島ダムなどでは恒久

的な堆砂対策に伴う排砂の影響評価のための土砂還元（目的（D））が実施さ

れている。これまでに各ダムで実施された土砂還元により，土砂の物理的挙動

に関して分かったことは以下の通りである。

1. 長島ダム（大井川）

ダム下流約37km地点で還元土砂中にトレーサー （5cmの赤石， 15cmの白

御影石，20cmの緑色変岩）を入れて，洪水による挙動の追跡調査を行った結

果， 1例ではあるが

－洪水規模が大きいほど，最大流下距離が長かった

粒径が小さいトレーサーほど， 最大流下距離が長かった

ことなどが確認された（表 2）。同様のトレーサー調査は他に三春タムでは河

床に存在 しない方解石を用いて，浦山ダムでは糖品質石灰岩（5～15mm）を

水平lj科学 No.302 2008 
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表 2 洪水によるトレーサーの流下距離

5 cm 15 cm 20 cm 

2000年洪水（年最大流量約2,240m'/s)I - 2km 

2001年洪水（年最大流量約1,700m'/s)I 1.3km 0.9km O.Skm 

用いて実施された。

2. 下久保ダム（利根川水系神流川）

下久保ダムではダム直下に敷設した還元土砂（2,000m3）の流出状況がビデ

オ撮影された。ビデオ画像より水深と流出土砂量を推定し，その関連を考察し

た結果，洪水初期には無次元掃流力 τ＊と流出土砂量との聞に相関関係が見ら

れたが，水位が高くなると置き土により洪水が堰上げられ， τ＊の増加にもか

かわらず，流出土砂量は増加しない結果となった。土砂流出は2004.10.20洪水

では τ＊= 0.5より始まり， r ＊の増加に比例して流出土砂量が増加した。この

土砂流出限界である r* = 0.5という値は2004.10.11洪水での＇＊＝ 0.1 （高水敷

の侵食開始応力に相当）に比べて大きく，今後洪水前後の流出幅変化，洪水後

の残存土砂の粒度分布を調査するとともに，モニタリング体制の確立を図って

いく必要がある。

3. 秋葉夕、ム（天竜川）

下久保ダムと同様，秋葉ダ、ム直下に敷設した還元土砂（約10,000m3）の流

出状況を無次元掃流力との関係で解析した（図 3)2）。解析では，流出により

放流時の置き土量が少なくなったデータなどを除いて，土砂還元に必要な掃流

力で流下したデータを抽出した。解析の結果， r本＝ 0.05程度（礁の掃流限界

相当）から流出が始まり， τホに比例して土砂流出が増加した。放流量約

1,500m3/sに相当する τ＊= 0.15でほぼ全量が流下したことが分かった。

今後は更に精度を高めたモニタリング調査の実施により，土砂還元による土

砂の物理的挙動について解明する必要があるが，既存のモニタリング調査（多

摩川へ矢作ダム他），水理模型実験4），解析結果等により類推される還元土砂

の挙動をまとめると，以下の通りである。

－置き土が水没する洪水位になると，洪水の掃流力により大量の土砂が流出

Jj(利科学 No.302 2008 
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凡例
・土砂還元に必要な掃流力で流下したと考えられるもの

ロ放流時聞が短かったため流出土砂量が少なかったと考えられるもの

企放流時の仮置土砂量が少なかったと考えられるもの

14,000 

12,000 

10,000 
σE ) 

訟出什 8,000 

召 6,000

丹き
4,000 

2,000 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 

無次元掃流力τ＊

図3 無次元掃流力と流出土砂量の関係 （秋葉ダム）

出典）藤田 ・浅井：河川土砂還元の実施状況とその推進に向けての取り組み，2006年

する

－置き土が水没しない洪水位では，砂州侵食同様に置き土の上流側及び河岸

側が側方侵食されることが多い （河岸侵食では置き土下部が侵食され，不

安定となって上部土砂も流出する）

－置き土の粒径が細かい場合，置き土幅が広いほど侵食されやすい

－流出した土砂は河床全体に広く堆積するが，特に淵や相対的に川幅が広い

区間 緩勾配区間に多く堆積する。 一旦堆積した土砂は洪水後の掃流力に

より一部下流へ流下する

－洪水規模が大きくなるほど，土砂は下流へ流下する

水利科学 No.302 2008 
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Ill . 土砂還元の計画

土砂還元に関しては， 2005年にダム水源地環境整備センターが「河川土砂還

元試験に係る環境調査マニュアル（第 1次案）」を策定し，現在各ダムにおい

て活用されている。しかし，どれだけの土砂を，どこに，どう置くかなどの方

法論については十分記述されていなし、。計画の策定にあたっては，還元土砂量

及び性状を決めたうえで，適切な還元場所を選定し，特性に対応した置き方

（形状）を決めることが基本となるが，先に環境改善する対象区閉または種の

生息場所が決まっている場合には，その還元場所に対して，還元土砂量及び性

状，次いで置き方を決めるとし、う計画手順となる。

還元土砂量は目的，河道規模，スペースの制約などにより異なるが，目的毎

に示せば以下の通りである。なお，下流河川環境におよぼす影響は流下能力の

阻害 （物理環境）， 付着藻類の剥離や底生動物への影響 （生物環境）を中心に

検討する。還元土砂量の考え方としては， l回あたりの土砂量を多くする方法

と，出水で流出した度に置いて土砂量の総量で効果を発揮させる方法がある。

礁が多い還元土砂は河床に堆積するため，ある程度総量の効果を期待できるが，

砂成分が多い場合は洪水により下流へ流出するので，効果は l回あたりの土砂

量に依存することが多い。また，ダム堆砂を還元土砂に用いる場合は粒径を選

別することは難しいが，河道土砂等を還元土砂に用いる場合は後述する図 5を

参考に，環境改善に有効となる粒径の土砂を選ぶ必要がある。

目的（A) (B）：下流河川環境に悪影響をおよぼさない程度の土砂量とする

目的（C）：下流河川環境に良い影響をおよぼす土砂量とする

目的（D）：段階的に増量し最終的には排砂施設からの排砂量の 1～2割以

上を目安とする。予め影響・効果を判断できる所定の河床上昇量が得ら

れる土砂量かどうかを河床変動計算により確認しておく。これは目的（B)

(C）の場合も同様である。

還元場所も還元目的に応じて以下の観点より設定できる。いずれの場合も掃

流力や土砂を置くスペースの確保，土砂の運搬・搬入条件の確認などが必要と

なる。ダム直下で土砂の搬入が難しい場合，工事用の坂路を用いて，坂路末端

に土砂を置いているケースもある。また，還元場所の標高は洪水時に渇水が発

生する水位以上とする。

水利科学 No.302 2008 
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目的（A）：土砂が流下しやすい箇所，例えばダム直下や川幅が狭い掃流力

の大きな箇所を選定するが，還元土砂による洪水の堰上げが浸水を発生

（流下能力を阻害）させたり，モニタリングに影響をおよぼさない箇所が

望ましい。

目的（C）：深掘れ 粗粒化などの環境を改善したい区間や注目する生態系

の生息－生育場所の上流区聞を選定する。

目的（B) 目的（A) (C）で並記した条件の場所より，総合的に判断する。

目的（D）：排砂の影響評価を行う場合は所定の期間内でモニタリンク調査

結果を得る必要があり，他の目的以上に管理された計画となる。まず概

略のモニタリング計画を策定し，想定した置き土高及び洪水の掃流力に

よる土砂の掃流区聞を算定する（図的5）。適切な区聞が少ない場合は置

き土高を低くするなどして，計画を満足する解を探し出す。加えて，モ

ニタリング対象の区間や生態系の生息・生育区間との整合を図る必要が

ある。

濁水発生時のQ，、 H，ト→持-jモニヲリング損煙以主i

n/t洪水のQ,,H，ト寸 Q，の時のu傘の縦断分布

雪量副；《拘

置き土様高H,
置き土厚H,-H,

スペースから克て
置き土幅が十分

空亙；《川臨時書r1i1以下

N。
置き土区間長＜匁史思

＊~部分を変えて訟行錯誤的に求める方法もある

置き土のd10

置き土
区間（案）

土砂逮繊距離、アクセス、
下流に調査対象地形・種

＊置き土厚H,-H，より怖を設定する方法もある

図 4 置き土場所の選定フロー

＊－利科学 No.302 2008 
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前述した士砂流出実績から見て，置き土は水没する洪水位以上で大量に流出

するので，置き土形状は水没しやすいように平面的で高さが低い形状とする。

ただし，目的（D）て、洪水波形に応じた土砂流出を再現したい場合，排砂ハイ

ドロが先鋭な場合は置き土の上面高さを低く，排砂ハイドロが扇平な場合は上

面高さを高くするように設定する。両方の特性に対応した土砂の挙動を見る場

合は，還元土砂を横断方向に複断面形状に敷設する方法もある。

N. モニタリング計画

モニタリンク計画の策定にあたっては，既存の調査・研究成果等から，土砂

の流下に伴って起こりうる現象を想定しておく必要がある。土砂の流下に伴う

環境変化は，排砂量及びその性状により異なる （図的。特に土砂還元のよう

に，流下土砂量が多くない場合は，図中に網かけで示したような環境変化が想

定される。土砂流下に伴う砂フラックスにより付着藻類の剥離が促進される

（土砂の転動による剥離もある）し，堆積する土砂の性状により底生動物の種

を変化させる可能性がある。

これまで，生態系のモニタリング計画はあっても，還元土砂の流出に関する

モニタリング計画は十分ではないので，水理量を含めて，洪水時における土砂

の流出状況をモニタリングできる計画とする。そのためにはダイパー水位計を

設置したり，還元土砂中にフイやトレーサーを入れて，土砂流出を可視化しや

すいようにしビデオカメラ等を設置して流出状況を撮影する。人工的なフラ

排砂量

少ない

多い

供給土砂町繍暫

醒 ｜ 砂

｜付箸穣類の州司更新『簡環境の世餐

｜担韓化防止

i庭生動物の種霊化

1 ~警官き時盟檀『 ｜
｜何日へ到逮『同ロデルタの凶復

｜献上昇（揮蝿れ解梢）

l阿 山 → 棋 水 位 上 昇亡3鰐晶君事炉i

ウォ yシz ロード

I SS量産の変化

図5 土砂供給に伴う物理 ・生物環境変化
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ッシュ放流により土砂還元を行う場合は，十分な体制でモニタリングできるが，

洪水時には迅速に対応できるよう，出動基準－体制を確立しておく必要がある。

以下では，矢作タムにおける土砂流出モニタリング計画について紹介する。

矢作ダム（78k）では小渡地点 （70.2 kの下流360m区間：左岸）に4,000m人

百月ダム下流（62. 7 kの下流180m 区間：左岸）に6,000m3の土砂を置いて，

堆砂対策に伴う排砂による影響評価のための土砂還元が行われている。例えば，

小渡地点では還元土砂中に蛍光塗料を塗布した ABS製ブイ（ if>39 cm）を入れ，

ブイ浮上により洪水時の土砂流出状況をビデオカメラで撮影する計画であ

る6）。図 6のように，ブイは約80m 間隔で，岸側に高さを変えて 2個ずつ

(4箇所），川側に l個ずつ（4箇所）交互に計12個が埋設され，下流へ流下し

ないように，コンクリートブロックとロープで繋がれている。ブイの位置は流

量確率で概ね 1ハ程度である。また，夜間撮影も可能なビデオカメラが道路

横の上流側及び下流側に各 2台設置されている。

モニタリンクでは還元土砂の流出だけでなく，土砂還元による流砂量の増加

の影響を見るため，その影響を分析できる計画とする。例えば，土砂還元地点

の上下流に自動採水装置（浮遊砂観測）や濁度計（SS）を設置して，還元土

砂による影響を見る。掃流砂観測手法については今後の課題である。また，土

砂が堆積しやすい淵－川幅が広い区間・緩勾配区間，砂州、｜周辺に着目して，士

道路
A A’ 断面

河川

B B’ 断面

図6 還元土砂及びブイの敷設状況

;t,flj科学 No.302 2008 
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砂流下に伴う河床高・河床材料・砂州形態の変化を上下流地点で比較・検討す

る。その際，上下流地点は河道特性が類似した地点、（淵と淵など）を選定する

必要がある。

モニタリングした結果は，土砂還元に伴う河川地形（河床高など）の変化を

河川地形マップとして，また河床材料の変化を河床材料マップとして整理する。

河川地形マップでは早瀬，平瀬，淵の範囲と代表的な地点の水深を示しておく。

河床材料は目視により磯，砂（2種類程度），シルト・粘土に分類して，マッ

プ上に表示する。

V. 土砂還元の計測－再現

土砂還元に伴う流出土砂量が計測された事例は少ない。本章では三春ダム

（阿武隈川水系大滝根）｜｜）において，実際の置き土侵食現象の把握及び侵食予

測手法の検証データを得ることを目的に，土木研究所が実施した土砂流出の計

測結果7）について紹介する。

1. 三春ダムにおける土砂流出の計測

三春ダムでは，付着藻類の更新やよどみの解消等の下流河川の環境改善を目

的として， フラッシ ュ放流 （最大放流量20m3 Is程度，なお三春ダムでは

図7 置き土の敷設と観測状況

水利科学 No.302 2C08 
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「リフレッシュ放流」と称されている） を行っており，その際に置き土による

下流への土砂還元を試験的に実施している。 観測を行ったのは2007年10月9日

に実施したフラ ッシュ放流であ り， 置き土量は約900m3である。

観測項目は放流量，貯水位，置き土上流・中央・下流の水位，表面流速，置

き土の侵食形状， フラッシュ放流後の横断地形， 置き土の粒度分布である。図

7に現地の平面図と観測地点を示す。水位については，図 7に示す置き土上流

両岸に各 1点，中央左岸 l点， 下流両岸各 1点に保護管の中にメモリ を搭載し

た水圧式水位計を設置して計測した。表面流速については， 上流から浮子を投

入してその移動速度を計測した。置き土の侵食形状については， 置き土表面に

観測開始時
9:30 
Q=6.0m3/s 

3時間経過
12:30 
Q=21.2m3/s 

リフレyシュ
放流終了後

図8 置き土の侵食状況

水利科学 '.'lo.302 2008 
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縦断距離（m)

図9 置き土侵食平面形状の時間変化

2m×2mの格子を白線で引き， 観測位置からのスケッチで水際線を把握した。

粒度分布は，若干ぱらつきはあるものの50%粒径が0.5mm程度， 0.1mm  

以上の粒径が90%程度を占めており，細砂から礁で構成される土砂である。間

隙率は0.20～0.41でばらつきがあるが平均的には0.27である。

図8~こ侵食状況の写真を，図 9 に置き土侵食平面形状を示す。流量の増加に

伴い11: 30 （観測開始 2時間後）頃から上流端への越水が始まり，徐々に冠水

領域が下流へ広がっていったが，越水した水の流れは弱く，落ち込み時の侵食

や小さな湾筋の侵食以外には大きな侵食は認められなかった。 侵食量は流量が

ピークに達してから一時的に増加した。

2. 土砂流出の再現計算

土木研究所では，平面 2次元河床変動モデルを用いて，土砂還元に伴う土砂

流出の再現計算を行った8）。計算モテ、ルは，図10に示すように，断面データが

得られている置き土上流70mから下流200m までの領域とし，計算格子は流

【全体モデル】 EL.280m EL.275m 

40 

書20

塩
Ii 10 

土砂堆積厚（m) 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

図10 置き土に対応した計算領域
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20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
縦断距厳（m)

要

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
縦断距離（m)

週運選盟哩I 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
縦断距離加）

0. 3 0. 6 0. 9 1. 2 15 1m/s 

図11 置き土の侵食状況の計算結果

下方向に 2m× 135個，横断方向に 2m x 20個設定した。また，粒度分布は高

さ60mm毎の層で記録し交換層厚は30mmとした。計算時間間隔は0.1秒と

した。境界条件については上流端に流量，下流端に水位を与え，マニンクの粗

度係数は003 m I/ 3・sとした。 なお，計算範囲の下流端水位は，現地の河床

勾配が概ね 1I 2000であることから，同勾配を用い算出した。

図11は，置き土の2時間後（最大流量時）と 6時間後（現地観測終了時）の

水利科学 No.302 2008 
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図12 侵食土砂量の時間変化

5 6 

平面形状の変化を示したものである。図中の太い実線は観測結果の水際線を示

している。計算結果については，図中の矢印で流速，色で置き土の堆積厚を示

した。 2時間後の形状では，現地観測結果より計算結果のほうが上流端 Om～

10 m 付近の侵食が若干進んでいる。

現地観測形状において置き土上流端から40m付近よ り下流部の侵食がやや

進んでいるが，これは，小流量時に置き土が侵食されて濁水が発生しないよう

設置された巨石が原因で、あると考えられる。なお， 計算モデルではこれを考慮

していない。

図12は，河川流量及び侵食土砂量をそれぞれ時系列で示し， 侵食土砂量は現

地観測値と計算結果を比較したものである。計算の侵食土砂量は，計算開始時

に置き土した範囲の変化量を算出したものである。計算結果においても，流量

水利科学 No.302 2008 
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がピークに達してから侵食量が一時的に増加する傾向が再現されている。

VI. 今後の課題

土砂還元に伴う土砂流出のモニタリングは始まったばかりで，今後事例を増

やしていくとともに，計測精度を向上させていく必要がある。土木研究所では

本稿で示した平面 2次元河床変動モデルの他に，土砂流出実験結果に基づいて，

簡易な土砂流出のモデル化も行っている9）が，今後土砂流出モニタリング結果

等を反映させて，更に解析の精度向上を図っていくことが今後の課題である。
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