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頭首工土砂吐水理設計の新理念
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ー 緒 言

射流水路を確実に形成させて， しかも洪水直後の滞砂

レキを適確に始動，掃流させる形式の土砂吐細部設計を

論じた。

II 土砂吐の二つの機能とその重要性

i土砂吐は，洪水直後に取入れ口前面に滞積する土砂を

流水をもって完全に排除するのが主目的であり，あわせ

て，取水中に，もし取入れ口より土砂が吸引されると，

幹線水路内や支線水路等に沈澱して， カンガイ機能に支

障を及ぼすこととなるから，取水時，取入れ口前面に存

在する第 I沈砂池の役目をも果させることが大切であっ

て，頭首工の利水機能を発揮する重要な部分をなす。

III 掃流力からみた射流水路方式土砂吐の

設計

取入れ口前庭の滞砂レキを排除するためには，流水の

現象および砂レキ滞積の原因からみて，この部分に射流

水路を設けるのが最も有効である。

土砂吐としての射流水路の設計には，河床物質の大き

さと，利用できる流籠をもとにし，さらに河川の平水董

時におけるセキ下流の水位を考慮する。以下射流水路の

流入口の設計， コウ配の設計，幅のきめ方および土砂吐

ゲート下流水路部の設計について論じ，さらに，これに

関連した，取入れ敷高，取入れ水位およびその幅の決定

のあり方について述べる。

1. 単体の始動掃流からみた土砂吐流入口の設計

射流水路の入口に大きな粒子が一たび転入した場合に

は，この水路内でとどまることなく，下流へ排除される

能力を与えるよう，土砂吐水路の設計を行なうことが望

ましい。したがって， ここでは，単一粋子（粒径 d)と
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移動限界流速 V の関係を理論と実験結果より検討し，

土砂吐流入口の設計のあり方を論ずる。

いま，方形断面の角柱が長さの方向を水流に乎行に斜

面上に置かれた場合を考え，底コウ配 iを無視すること

ができれば，理論的には次式にて粒子の摩擦長 bと移動

限界流速 Vの関係を表わすことができる1)3)。

V=~f(w• v0)2g,b .......................... . 
如 o

(!) 

ここにゅ：角柱の比重，叩：水の単位体積の重量，/:角

柱の摩擦係数， (;: 物体の形状によって異なる抵抗係数

いま (1)式において， /=0.5, w=2.65tjm朽 V手1-

3m/secにあってはこ手I.0-1. 4であるから， (;=I.Iに

とれば， (1)式はつぎのように表わせる。

四 V圧1-=-b― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
また，犬山頭首工の排砂路における，砂レキの掃砂能

力を調べるために，鉛直方向の高さ d=O.2-2. 0cm, 摩

擦長 b=O.6-2. 4cmの範囲の角のとれた単一粒子を用

いて実験を行なった結果は， Fig.Iのごとくである図

河床砂レキは常に流水に対して抵抗の少ない状態で安

（日）
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Fig. I. 粒子の摩擦長 bと移動限界流速 V

との関係
Relations between critical tractive velocity and 

graim size (case of a single piece of grain) 
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定しようとするものであり，実際河川でみられるよう

に，角のとれた粒子は，角柱よりも抵抗係数 Cの値が

かなり小さくなるので，実験結果 (Fig.I参照）を考慮

し， (2)式の代りに，次式の方が実際によく適合すると

思われる。

V=y20°b ......... , ................................ (3) 

さらに，実際河川のごとく，粒子（粒径 d)(近似的に

球形と仮定する）の周囲がほぼ同様の砂レキによって，

囲まれた状態に置かれた場合の諸氏の実験結果を記せ

ば，下記のごとくである。

物部博士は，

V=y2o.d―-v'面泣:.......................... (4)2) 

Sainjon3)の実測結果を分析すると， w=2.6t/m3, cos 

0手 I (0は河底の傾斜角）， t;=Iとおいて f=l.16と

なり，

V=V俎~....................................... (5) 

Schaffernak4)の実験結果では，

粒子の動き始めるとき， V=v面コー…•••…… (6)

運動を続けるための， V=V瓦コー………… (7)

運動を停止するための， V=vff.dニ..……… (8) 

これらの実験結果をまとめたものは Fig.2である。

。。
,＇ n5 
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Fig. 2. 粒径 dと移動限界流速 Vとの関係

Relations between grain diameter and critical 
tractive velocity 

実際問題として，コンクリートでライニングされた，

土砂吐水路上の砂レキの移動は，単一粒子の移動条件に

近いものと考えてよいだろう。したがって射流水路の流

入口における設計条件としてほ， (3)式を適用してよ

く， (5)式を適用すれば充分安全側に見積られることに

なる。

さて，射流水路の流入口では限界流となり，鉛宜断面

内の流速分布をみるに，水面流速に比して底面流速が大

きくなる。いま取扱い上簡単とするために流入口の限界

流速は断面平均値として考える。

2次元流において，限界水深 heを求める式は，単位

幅流堂 qとして次式で与えられる。

he=訂Z ......................................... ・(9)
g 

また限界流速 Veと単位幅流批 qは，

Vc=V石瓦―.......................................(10) 

q=-yj: 応.......................................(l J) 

したがって，土砂吐流入口の限界流によって，単一粒

子を移動せしめるよう，粒子と限界水深，および単位幅

流麗の関係を求める式は， (3)式と (10)式を等しいと

おき，

he= 
20・b ........................................... (12) 
g 

さらに (11)式から

q=~ 土(20・b)3................................. (13) 
g 

また，これらの条件を満すための導水壁高は，土砂吐

流入口の接近流速を無視して，

H=-
1.5(20-b) 30-b = ..................... (14) 

g g 

ここに， H:流入口敷上よりの導水壁高 (Fig.3) 

エ＝ー

Fig. 3. 土砂吐流入口の諸元

Definition skech at the entrance of sluice-way 

以上で，流入口における必要な水理条件が満されたわ

けである。さらに少し余裕を与えれば自然河川のさまざ

まな条件に対応できて有利である。

なお，流入口の敷標高は，この土砂吐設置上流端の原

河床標高と同高とするを原則とし，上・下流条件を考慮

して掃砂に考えられた最大粒子（粒径 d)だけこれより

低くする範囲と考えてよい。

また，流入口上流の底構造は 3割程度の逆コウ配（犬

山頭首工，嗚鹿セキの実験結果より）を与えると，流れ

のかく乱防止をはかって，掃流力を増大し，かつ洪水時

にこの部分の深掘れを防ぐのに有効である。

2. 土砂吐水路コウ配の設計

単一粒子を掃流するためには，流入口で与えられた，
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競［限昇水深に見合う， 限界流コウ配 leを土砂吐水路

のコウ配とすればよいが，多量の石レキを移動すること

となるので，集合体粒子を移動するために失なわれるニ

ネルギーを考慮して，限界流コウ配 leよりも大きなコ

ゥ配を与える必要がある。

すなわち，まず土砂吐水路底に土砂が一様に滞積した

撮悪の場合を予想して，平均粒径とこれの限界掃流時の

コウ配（限界掃流コウ配 It)の関係を求めよう。

掃流力の一般式5)は (2次元流の場合）

r=Pghlt=PU社・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・(15)

ここにか流水によって河床面に働らくセン断応力

（掃流力）

し：河床面における流水の摩擦速度，

摩擦コウ配（掃流コウ配）は，

l1=U仕/gh ....................................... (16) 

限界掃流力に関する岩垣公式6) のうち平蒟粒径 dm~

O 00303mの領城のものを取扱う（農業用頭首工では，

河JI[のチュウ積扇状地付近に設けられることが多く，河

床物質の平均粒径は dm~O.00303mのものが大部分で

あるため）。

いま，砂の比重 a/p=2.65, ッ=Ixro-s叩 /sec(20.3 

oc)として，岩垣公式

R*~67I; U*c2=rc/ P=O. 05{(a/ p)-1} gd 

に代入し， m-sec単位で表わせば，

ただし，ぶ={(a/p)-1}平gl/呪記／町ツである。

U*c2=rc/ p=B. 25x I0-2gdm ・・•……... …... (17) 

ここに， re:限界掃流力（河川の底質を実際に掃流し

うる最小掃流力）

U*c: 限界摩擦速度（限界掃流力時の河底にお

ける流れの摩擦速度）

(16)式の U社と (17)式の U*c2を等しいとおき，

このときの lt=ltと害けば，

lt=B. 25x I0-2dm/h .............................. (18) 

ここに Iぃ限界掃流コウ配（等流の場合）

h: 水深 (m)

dm: 河床物質の平均粒径 (m)

掃砂時の実際の流れは，不等流となるので， このとき

の上流水深を he, 下流水深を hおよび平均水深 hm=

(hc+h)/2とし，限界掃流コウ配を ltg(不等流の場合）

で表わす。

したがって，土砂吐水路内の滞砂レキを掃流するに必

要なニネルギーコウ配 leは，今までの実験からつぎの

条件を満足するように決定すれば，その目的を達するこ

とができる。

lc<le :I> ltg ......... ・・・........................ ・・・... (19) 

ここで， leは実際現象としてコンクリートでライニン

グされた土砂吐水路上を，土砂が単体で移動するもので

なく，また一般の河床面上を移動するような状態とはな

らない，むしろこれらの中間的状態と考えられるので，

この現象に合った掃流エネルギーコウ配として考えたも

のである。

また，土砂吐ゲート敷上の水深 h(下流水深）は掃流

すべき最大粒子 dよりも大きくなければならない。

つぎに，土砂吐水路の底コウ配 iと，この leを，ニ

ネルギ一方程式と連続の式から求める（ただし 2次元流

として）。

Fig. 4. 土砂吐の水理条件

Nomenclature sketch 

iLlx十he+~空=h+竺~+幻………… (20)
2g 2g 

q=hc• Vc=h• V・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(21)

損失水頭 htiまマンニングの平均流速公式から

幻＝炉V品Llx/h記/3

Rm手加 (Rm:平掬動水半径）

四 =(Ve+V)/2 

hm= (hc+h)/2 

q=hm• 四（単位幅流量）

n=粗度係数

この損失水頭 htに (11)式を代入して，

h1= 
炉q叫x

-= 
炉ghc3Llx

hml0/3 hml0/3 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(22)

(20)式に (21), (11)式および (22)式を代入して i

について墜理すれば，

i=よ{h+贔— l.Shc} +~';;~;: ・・・ ……(23) 

(23)式から必要な土砂吐水路底コウ配 iを求めるこ

とができる。 heは (12)式から決定し， hは (19)式の

条件および下流条件から求める。

(23)式の右辺の第 2項は土砂吐水路 (I-JI断面区

間）内の滞砂レキを掃流するために必要なエネルギーコ

ウ配 leを表わし， したがって (19)式はつぎのように

表わされる。く`炉ghc3''>8. 25 X 10年h記0/3,, hm 
......... (24) 

ゆえに， (24)式の関係を満足するような hmおよび
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hの値を試算あるいは，表にして求め，この値を (23)

式に代入すれば，所求のコウ配 iは求められる。 （ただ

し， leの粗度係数 nは，一般水路で考える場合と多少

意味は異なるもので，大きな粒子や多訛の土砂を掃流す

る場合は大含く，小さな粒子や掃流土砂罷が少ない場合

は小さな値をとる。したがって平均粒径 dm=5~!0cm

では， 0.0175<n<0. 02の範囲に考えてよい。これは犬

山頭首エと嗚鹿セキの水理模型実験結果より推定したも

のであるが，さらに今後の研究によって，確かめる予定

である）。

また (23)式の L/xは，取入れ口の幅と必要な土砂吐

幅を加えた長さとみてよい (Fig.5参照）。

Fig. 5. 土砂吐平面図

Plan of sluiceway 

3. 土砂吐ゲート下流水路部の設計

下流部の設計には，下流条件がどのように起こりうる

かを充分考慮した上で行なうべきである。

土砂吐ゲート上流部の水路内の滞砂を掃砂するとき，

下流河床および下流水位が低くて，充分落差がある場合

には問題がないが，洪水直後に，土砂吐ゲート直下流に

滞砂が生じて，この滞砂を排除しなければ，ゲート上流

水路の滞砂を掃砂することができない場合には，特別の

考慮が必要となる。

このような滞砂現象が生ずるのは，乎水時において，

七キ上・下流の水位差が少ない場合，また前項で設計し

た土砂吐ゲート上流水路内の滞砂を掃砂するとき，ゲー

ト敷上，あるいは直下流に跳水の共役水深の起点が存在

する場合に起こりやすい。また土砂吐に接して魚道，舟

通しが設けられ，これに接して設けられた可動ゼキの地

点に乎水時のミオ筋があって，さらにセキ，上・下流の

水位差が小さい場合にも起こる（犬山頭首エ）。

これらの現象に対し，掲砂の点から最も有効で，妙味

のある方法として， 2水路方式がある。

すなわち，土砂吐ゲートを 2門として，中央導水壁を

もって縦割し，土砂吐水路を 2本並列する方式である。

このねらいは，土砂吐ゲートを l門ずつ，交互に操作し

て，まずゲート下流の比較的高い滞砂を排除しておき，

ついでゲート上流の滞砂を掃砂するために，ゲート 2門

を同時に開放して掃砂に必要な射流水路を形成させるこ

とにある。

流況としては，土砂吐ゲート上流水路の掃砂のとき

は，流入口で限界流が起こり，ゲート下流掃砂のときは，

ゲート敷上で限界流が生ずるようにする。このようにす

ると，ゲート下流掃砂時の単位幅流餓を上流掃砂時の単

位幅流枇の 2倍以上に集中することができて非常に有効

である。

また， 2水路方式とした場合には，平水椛より少ない

流壷時においても掃砂機能を保持しやすく，したがっ

て，変化の激しい，自然河川の現象に対する適応性が大き

い利点がある。以下この 2水路方式について述べよう。

ゲート下流掃砂時，ゲート上流水位の最大限界は，計

画取入れ水位標高とする。ゲート下流の導水壁高は，下

流の滞砂高にもよるが，一応の目安として，ゲート敷上

で掃砂使用流枇の限界水位と同高以上とする。なおゲー

ト下流導水壁の延長は，ゲート l門幅の 1-1.5倍程度

あるいは，これと接して設けられる工作物，たとえば魚

道舟通し，等の関係より掃砂を必要とする範囲までこ

れを延長する。

なお，渇水時における掃砂を考慮する必要のないとき

は， 2水路方式とした場合のゲート上流における，中央

導水壁高は，上流掃砂時の水面形より，その高さを決定

すればよく，外側導水壁（可動ゼキ側）と同高とする必

要はない。

さて，土砂吐ゲート下流の滞砂を掃砂後，ゲート上流

の床上における滞砂を排除するわけであるが，このとき，

ゲート直下流で跳水が起こるような場合には排砂能率が

非常に劣ることになる。できるだけ下流で跳水が起こる

ようにした方が望ましい。ただし護床工の末端で跳水が

完了するように設計する。いま， 2次元流として，ゲー

ト下流水路が充分射流になるような条件が満たされてい

るかどうかの検定と，この水路コウ配設計について述べ

よう (Fig.6参照）。

ここに平水罷時における下流水位棟高は自ら決定され

ているものであり，下流水路のコウ配の設定によって，

土砂吐水路床上の下流水深妬が変化する。 この h3fこ

対応する共役水深んを与えるよう水路コウ配 i2を設

計する。この i2は前出の iと同一またはそれより幾分

急なコウ配と考えてよい。 まず h2と柘の関係は跳水

の式より，

h3=42一(y8-F戸T— l)·・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(25)

ここに F2vま射流水深柘断面におけるフルード数で

ある。一方，下流水深妬は次式の hs'と対比ナる。

屁 =i2.dx2+h+z・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・... ・・・(26) 
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Fig. 6. 2水路方式の土砂吐（掃砂法に留意）
Nomenclature sketch of double-line sluiceway (Side view, take care of flushing operations) 

ここに， h: 上流掃砂時のII断面における水深

こ： （下流河JIIの水位）ー（ゲート敷上の水深

hの水位）

如伍：上・下流の水路底落差で次式より与えら

れる。

iふ＝―{(h—h2) +—互（↓―-}7)}

＋ 
炉q2Jx2

(h十h2 10/3 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・(27)

2) 
したがって，計算の手順としては， h2を hと同程度

に仮定することにより (25)および (26)式の柘， ha'が

それぞれ求められ，次式の条件が満されれば， II―l[区

間の下流水路が所求の掃流力を持った射流となる。

迅+h十z~ な（仇F石:r_, ……•••… (28) 

4, 土砂吐の幅

① 掃砂に使用しうる流盤（平水置程度）， ② 取水時

の防砂，すなわち，取入れ口に向う接近流による底質流

動防止のための前庭形成，という 2条件から決定され

る。ここで① の条件が上限界を， ② の条件が下限界

のメドを与えよう。

いま，土砂吐流入口の必要単位幅流掻を q とすれば，

土砂吐の最大幅 B は次式より求められる。

B茎Qjq・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(29)

ここに， Q:土砂吐掃砂に用いる流盤で平水罷程度

また (29)式の qは (13)式で規定されるから，これ

を代入して，結局，

B茎
gQ 

・...- ................................... . 

vc20,b)3 (30) 

として求められる。

なお， 2水路方式にする場合は， (30)式で求められ

た幅 Bを二分すればよいわけである。 この，土砂吐水

路 1本の幅は，最大洪水時の水深の 2倍程度とすれば，

洪水時の流況が良好であることが実験で観察された。ち

なみに，水理学的最有利断面は，水深と幅との比が 1:2 

である点と符号する。あまり水路幅が狭いと洪水時にセ

キ上流の水位が橋脚によってセキ上げられる。これらの

点を充分考慮しながら決定すべきであろう。取水時の防

砂という見地からは，土砂吐の幅が広い方が望ましい。

以上，概略的な考え方を述べたが，基本的には，土砂

吐の機能を充分達成することを目的として設計すべきで

あり， したがって，まず掃砂に使用しうる流量をもって

土砂吐の掃砂に重点をおき，つぎに，防砂に対して最も

よい工法を考えればよい。

5. 取入れ敷高，取入れ水位，幅の決定

セキを設計するためには，下流農地への導水上から算

定した取入れ水位が一つの目安であるが，さらに土砂吐

の構造を確定したのち，改めて取入れ敷高と取入れ水位

を検定しなければならない。取入れ敷高は，今までの実

験結果から土砂吐導水壁と同高程度にした方が無難であ

る。取入れ水深は，計画取水批をもとにして，取入れ流

速と取入れ幅の関係から決定する。取入れ流速は，有害

粒子（一般に d>0.3mmと考えられている）を吸引し

ない値とし，幹線導水路内の流速よりも遅くした方が理

想的といえる。

もし，土砂吐の適確なる設計と妥当な取入れ流速とが

決まり，ゲートの遠隔装置の発達によって，取水管理の

よろしきを得れば，沈砂池の規模が大幅に縮少される

か，あるいは，不要となることも考えられる。

有害粒子を吸引しない取入れ流速は，取水前庭におけ

る土砂吐の幅および構造を考え合せて，今後研究を進め

る予定である。
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“犬山頭首エ水理模型実験における土砂吐水理設計の改良経過実施例写真”

Fig. 7. 犬山頭首エ水理模型実験における原設計の

全染（模型縮尺 L,=100,移動床模型）

-'13, 000m3/sec洪水流去後の湘砂状況

Fig. 9. 同上

土砂吐 l門案（スパソ 33m),前記の洪水

後の滞砂を平水流品により掃砂していると

ころー完全掃砂ができない

Fig. 8. 同 上

13, 000m3/sec洪水流去後の左岸取入口付

近の著しい洗掘と滞砂状況

Fig. IO. 同上

土砂吐 2門（スバソ !6.5mx2門）で，中

央迫水壁の上流側を曲げた案ー前記洪水後

の滞砂状況，掃砂不能
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Fig. 11. 同 上

土砂吐 2門で，中央達水壁を短かくした案

ー前記洪水後の滞砂状況 掃砂効率はよく

なし、

Fig. 13. 同 上

最終設計案における洪水時の流況

Fig. 15. 同 上

同上，約 8,000m3/sec洪水 ピーク流

品時の状況

Fig. 12. 同 上

土砂吐 2門で，外側およ び中央迎水壁を同

じ長さとし，完全射流水路方式とした案

（土砂吐水路の最終設計案）

Fig. 14. 同上

同上，洪水の増水期

Fig. 16. 同上

同上，洪水終了後の滞砂状況
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Some Proposals of Hydraulic Designs of 

Sluiceway for Diversion Dams 

Toshisuke DEGUCHI and Toru KAWAI 

Summary 

It is essential to form a shooting flow channel through a sluiceway for diversion dams, in order 

that the flow can flush away the bed-load deposited on the forebay floor of an intake一the upstream 

channel of the sluicewayー afterfloods. 

Hydraulic design procedures and considerations of scouring sluiceway elements are proposed herein. 

Grain size in river bed, water discharge available for flushing, and tailwater levels below the sluiceway 

for flushing were taken into account. 

The following sluiceway elements are discussed : 

I) Design of sluiceway entrance. 

2) Selection of sluiceway slopes. 

3) Determination of sluiceway width. 

4) Layout of the downstream channel of sluice-gate. 

5) Design of intake. 

The new idea of double-line sluiceway was also developed. This would be very effective to scour 

deposits in the sluiceway, in case high sand dunes are formed on the river-bed just down the sluiceway 

after floods. 

This layout has a broad adaptability both to considerable changes in just the downstream river-bed 

and to changes of flushing water discharge. It was applied to the sluliceway for Inuyama Diversion 

Dam (Kiso River, Inuyama-shi, Aichken, built in 1962), and has proved remarkably effective. 
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