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水 理模型実験報告

Ⅵ 川股ダムの余水吐について

前 川 忠 夫，吉 良 八 郎

The reportof hydraulic modeltests
IV On the spillway of Kawamata Dam
Tadao MAEKAWA and Hachir6KIRA

Ⅰ ま え が き
この実験は香川県の委託に．より，本学構内水理実験施設（1）において，香川県営川股池用水改良事業として施工中
の川股ダム余水吐について行ったものである一．19餌年2月第1次実験（原案）企画以来，7ケ月にわたって軍2次
（修正Ⅰ案），第3次実験（修正Ⅱ案）を試み，関係当局と検討の結果最終案を得たが，この報告はその概要を示
すものである報告にあたり，多大の御指導と御援助をいただいた農林省野知カンガイ排水課長，香川県滝口土地
改良課長，同課長補佐近藤技師，川殴池用水改良車某所旧所長大島技師をはじめ，実験軋協力された猪原，′ 石本，

太田，黒川，倉本廣その他の諸氏に厚く御礼を申し上げる
Ⅱ 川股ダムの設計概要
この封画は香川県大川郡引田叫の旧相生村を壬とする 310haの水田カンガイ用水補給の目的で，地区を貫流す
る馬楢川上流の同町川股地区内に堤高26．Omの直線型重力式コンクリ−トダムを新設するもので，その設計概要

はつぎのようである
（1）貯水池の規模と特性因子

貯水池の規模
流域面積ダ：300ha，
清水面積A：3い5ha，

貯水池の特性因子
凡′A（流域面積／満水面積）＝8−6
C／V（貯水鼻／堤体格）＝19い3

総貯水塩C：272，000m8， C／′ダ（貯水盈／流域面蘭）＝0一．0907
有効貯水崖 ：228，000m3
計画洪水崖 ：Q（100）＝62‖Om3／sec（異常洪水盈：Q（m伽）＝75。Om3／sec）
（2）堤体の規模および付属設備

型式：睡線式重力塾コンクリ−・トタム，塊高：26 Om（堤損189．05m，基盤高163・・05m），法：内法1：0・08，

外法1：079，埠長：95．Om，媒体積14，125m3，余水吐構造：自然越流式，堰長11・5m，越流水深2い2m
（Q肋αガ＝75Om3／sec），橋衆2連，取水塔：半円形式22，Om，取水孔4（Q仙馳＝1．5m3／sec），基礎地質：砂岩，
頁岩互層
（3）そ の 他

事業費：200，000，000円，効果：金程増産米1，500石／年

Ⅱ 実

験

（1）実験上の諸条件
1‖ 計画洪7k鼠（2）

川股の洪水鼠については過去の記録がないので，計画洪水量はつぎのごとく静定している
a）計画雨量

本地域には時間雨量の観測がないので，神山観測所過去41年間の日雨量記録を用い，岩井法に・よって超過確率
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l穐に対する確率変数．方く白雨盈）を静出したのが表1に

示される
この際，コンクリートダム余水吐の異常洪水監は，非常
隙こおけるダムの安全のため，計画洪水畳（100年こ1回起
りうる洪水箆）より 20％ほど余裕を見込むものとしてあ
り（3），表1より1／100年白雨最は 3644mm と推静され
るが，既往第1位400mm／dayを計画基準雨藍として，

これから時間雨量を算出してある
b）単位時間雨量強度

この計画では，伊藤剛公式をり≡恥、て γ・い＝92mm／hr・を

採用している目 すなわち
伝播速度：RzIHA：s for・mula より Ⅳ＝72（」吼／エ）＝＝

表（1）週期日雨量の検出
W
仁嘩坦鞋キミ）、▼▼＿
】 如血m）
1／5＝Oh2000

1（588

1／10＝0．1000

211．4

1／20＝00500

255．1

1／30＝0。0333

281。6

1／50＝0．0200

315．8

1／70＝0、0143
1／100＝0．0100
1／200＝0．0050
1／300＝0‖0033
1／500＝0‖0020

339．1

1／1，000＝0‖0010

364 4
415．6
448．0
487．8
54（5．5

72ト温）…＝223322km／中
ここに：ガ高低差（km），エ：水平流路長（km）

到達時間：アニ＝＝01052
hド631min
盲
雨畠強度係数：Cc＝

34．710 一
34．710
▲ ▲＿∵二二∴±二こ‥ご＝22‖9
rl′35＋1．502 6．311・351十1．502

故に．平均単位時間雨量強度γ七は
γ・い＝Cムγ24＝1／100×22小9×400＝91い6≒92mm／hr

ここにγ・24：24時間最大雨盈，400mm
C）計画洪水量

流域面積ダニ300ha，流出率は一般に山地流域で0．7〜0り9であるので，山地の林相からノー＝0り8を採用し，最
大洪水遠Q加100）は
0脚（100）＝0い2778ノれダ革0．2778×0，80×92×3≒62m3／＄eC

異常洪水盈は最大洪水藍に対して20％の余裕を見込み
Qp（m乱Ⅹ）＝62×1．2≒75m3／sec
（2）問題点と実験の目的

異常洪水時約75。Om3／secの水は，19．55m落下してbucketinver・t Lおいて水理計算1から約18‖63hl／seb
の高流速となることが推定される．設計方針としては，下流河川急峻なるため，水位低く完全跳水とするか東海
副ダヰこより水位を上昇せしめるか．河床部を掘さくして静水池とするかしなければならないが，こわためこは莫
大な経費を要するから，原設計においては，この高流速水をflip bucket型水叩（原案bucket半纏Rb＝15 Om，
1ip放射角α＝200）で下済遠く放射させて，下流河川水面を）たせ，こ！しこよる河床岩盤の洗掘を遠くまで離隔せ
しめんとしている
この際invertの水深は（4）式jこより試算
ゐぎ≠（g−ゐ一／）血＋ヴ2／2gニ0

ここに

hi：∵Bucketinvert（水叩始点）の水深，（m）
ガ＝（か＋朗）：越流総落差，（m）
わ＝C遥甘摩擦損失水頭（C≒0い02）
か：ダムの高さ（m）
助：越流水深（2．2m）
g：重力の加速皮
￠：単位幅流逼（m3／′sec／1m）
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により求め，放射水脈の計静は，6）式に示す放射流の式を用い，∬＝0．．5およぴ∬＝1．0 についてそれぞれ計算
してある
γ＝一拍nα十

ここに

包有，

γニ縦拒（座標原点を放射沸起点に．とる）
ガ：横距

‰：放射流起点の速度水頭

α：放射醗起点に．おけるジェットの傾斜角
∬：重力の加速度が放射運動に作用する比率

しかるに現在の水理学理論のみでは，この種且ip bucket型水叩の放射水脈到達地点や，水脈落下地点に．おける
衝撃圧による洗堀，浸食の状況などの予測が困難である．とくに水叩下流の岩盤は，砂岩，頁層で節理割目が多く
下流向に傾斜しているので，高流速に対して■弱点になるおそれがある．．
よりて，水理模型実験を行い，原設計余水吐のもつ水理学的未知の部分とその機能を検討し，経済的で安全な減
勢工法を確立せんとするものである．
とくに実験の問題点とするところは，（a）越流部（越流商および水門橋脚，導流壁）の適否，（b）ダム余水吐越
流水に対する有効安全にしてかつ経済的な減勢工法の汐定，なる2項目であり，この意味から越流部テストおよび
滅勢工テストを行う．
このうちとくに重要な問題点は（b）項であるが，この面については，当初事巣所試轟として水叩長さ15．2mで
末端にdeflecter・を設ける方法が考えられたが，結局原案としで，bucket半径Rゎ＝15．Om，1ip放射角α＝200，

invert標高166．50mとしたAip bucket型の水叩工法が提示されている．これは基礎岩盤の性状，下流河川の
状況により，この種減勢工法が安全度および経済性に・おいて最善のものと予察されたからである‖
したがって本実験においては，この原案に対して修正Ⅰ案（忍わ＝8…Om，α＝300，inveI・t標高166‖50m）および

修正Ⅱ案（Rb＝6いOm，α＝400，invert標高166l50m）の比較実験を行い，安全かつ経済的な且ipbucketを確
かめんとするもので，この際各修正案のガみは，U＝S A∴で
用いられている標準例（4）を参考にして立案したものである．
すなわち川股ダムの場合，いわゆる 設計水頭 ガ○＝3．Om，
越流グム高さ β＝19…関mを用いるとbucket半径は約
点b≒8m，設計越流水深」‰＝2小2mと か＝19い55mを用
いると 皮わ≒6m と概静判読されるので，この2案を採用
してみた，．この際 bucket の各部名称は図1に示す一・般
bucket形状に．準拠した（5）．

図1−・般的バケット形状

（3）模型の製作，装置および観測器具
1，．相似律および縮尺比
模型製作にあたって，原型と模型の相似関係は，流れの性質関係から重力の卓越する場合の FROUDE の相似律
によることとし，縮尺比は原型ダムおよび河川の落差と模型実験施設の最大落差の関係，さらに実験巌大流盈（異
常洪水最原型 Qp＝75．，Om3／SeC，模型Qm＝15．21／sec）と実験施設の流蛍限度（約741／sec）の関係などから，
幾何学的に紬尺比Ⅳ＝30を採用したが，これはEISNER（8）の開水路における縮尺比限界［ルく30〜50（m／タ）2′′3］

の範囲内にある
いま FROUDE の相似率にしたがって縮尺比1：30を採用し，各事項および設計によって与ええられた余水吐
に関する原型と模型の寸法比を示すと表2，表3となり，塩水堰越流水深と模型ならびに原型流最の関係曲線を示
したのが図2である
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表（2）原型と模型の相似律

（縮尺比1：30）FI・Oude

表（3）原型と模型の寸法
事

項

計 画 洪 水 畳

越 流 幅 員

符

（縮尺比1：30）

号

】1／1認。警水l異監霊水

Op（mソsec）

75．．0

￠肌（J／sec）

15．．2160

βp（m）

11．5
0小383

βれ（m）

単 位 幅 流 盈

触（mソsec／m）

6一．522

q77L（l／sec／m）

越 流 水 深

布山11）

0．3973
2．20

ガ仰（m）

0．．073

頂部限界水 深

ゐ￠p（m）

1．46ア

0．049
4．446
0．812

ゐ￠肌（m）

ク レ スト 流 速

lち（m／sec）
Ⅴ刑（m／sec）

（イ≡バ−ト呈。クレ雪トまで）i
イ ンバ・−ト流速

19小55

か♪（m）

…652

刀偏（m）

18．63

Ⅵβ（m／sec）

Ⅴ血（m／sec）

イ ンバート水深

3、401

ゐip（m）

0…35

0．0116
15．0

勉励（m）
点p（m）

バ ケ ッ ト 半 径

月例（m）

0い5

点p（m）

8 0

月例（m）

0．2（57

点p（m）

6．0
0−．20

点肋（m）

20
20
30

αp（m）
α肌（m）

リ ッ プ 放 射 角

αp（m）

30
40
40

αm（m）
αp（m）
α抑（m）

添字♪，班はそれぞれ原型，模型を示す
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2．．模型の製作と装置
模型の主要構造胆，ダム上流貯水不軌 ダム越流
部および下流河谷（ダム軸より125m まで）か
らなる．ダム上流貯水槽は実験場の都合上コンク

リー・トブロックを蹟上げて築造し ダム越流部
（余水吐越流部および水叩部）は木製（ホウ材）

ラブか一塗となし，下流河川部（原案水叩端より
95m）はコンクリーー・トブロックを積み上げ，事
業所作製の1／200 ダム付近地形図をもとに盛込

めの砂利上を荒仕上げのセメントモルタル面とな
した

この際与えられた地形図は，1／200，等高線間
隔は1m のものであり，模型製作上の便宜から，
ダム軸および河川方向を軸忙して 5m 方眼を組
み，横軸（ダム軸iこ平行）方向について1／200
横断面図を作製し，さらに厚さ0．．5cmのベニヤ
板に．1／30の縮尺で横断面図を作製，これを銀で

切って模型の上型と下型を作ったい この場合主と
して上流側では上型を使用し，下流側ほ下型をそのまゝ埋込んで河川部模型を完成した… また他流部にはラソカ一
塗の後ダム軸に平行な測線（原倭22，修正Ⅰ秦23，修正Ⅱ案24）を記入し，下流河川部では地形図と対照できるよ
うに．，原形で5】n方眼を記入した〃

また越流部やbucket底面圧力測定のため，各測線ごと中央部（pier・のある部分は各pier 中央部に交乱下

流buckct部分ではbucket幅中央部）に其ちゆう製piezometer（径1mm円孔のある内径5mm，外径7mm，
長さ20cm）を作製して板K．直角に磯村け，これをビニールパイプでmanometerに導いて圧力水頭を読取った…
その他コンクリ−・トブロックやモルタル部と木製のダム越流部，水叩部の接合部にはゴム粘土を用いて接着，漏
7kを防いだu

さらに落下水脈の衝撃圧測定法に札その水脈落下点岩盤上に特殊圧力計（エンジン指圧討）を設けて，抵抗線
動的歪計数通じて電磁オシログラフに記録する方法（7）があるが，予算の都合で一応落下水眠点下流側の定性的洗掘
実験として，水叩下流側河川部厄，原案水叩下流端標高166．905m まで，d＝20〜70mmの礫をしきつめ，異常
洪水最による一▲定時間（5分）後の洗掘状態を観測した．
3リ 観測用器貝

水位測定1；＝．は1／10mm読みの土研型鉛値pointgaugeを用い，さらにダム越流部やbucket部の斜面の水深
は，鉛虐水深ではなく面に垂直な水深を観測する必要があるので，農水研斜面用pointgaugeを使用した‖
流速測定には pitot tube，流量測定には盈水短形鋭禄堰（B＝0．5m），圧力測定には真ちゆう製piezometer
（孔径1mm）を用い，その他流れの状況観察や洗掘試験などには写貴撮影（35mm，8mm），スケッチなどによ
る記録を用いた．
4．．実験の進め方

実験は，過去41年間の最大日雨盈記録によると超過確率1／10年日南盗（211・・4mm）以下のものが約92・・7％を
占めており，さらに過去45年雨風記録から計算により求めた5mソsec以上供水騒調査こよると（衷4参照），
30m3／sec 以下の洪水騒が約99．1％を占めているので，−∵応10年洪水旗 Op＝32 3m3／ sec を中心こして、
Qp＝25‖8m3／sec，Qp＝75，5m3／SeC を・実験対象流畏としたが，特定の場合こは100年洪水量 Qp＝62hOm3／sec
についても行った‖

実験は越流部テストと滅勢工としてのbucket部テストに分けられるが，この際越流部については原設封案が示
されているので，これにもとづいて検討を行ったが，bucket部分については，原設計案としての 凡戸15・Om，
α＝20。，修正Ⅰ案（点わ＝8‖Om，αニ300），および修正Ⅱ東（最戸6‖0ユn，α＝400）の模型を測線Nol11からそ
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れぞれ取替えて，水位，流速，圧九 洗掘などを中心に．してその優劣を検討した
菜（4）雨恩ならびに．洪水畳調査表
（自大正4年至昭和34年）

345 t lOO
（4）実験および観察

実験のうち定展観測を行ったものは，7k位（水深），流速，圧力などで，それぞれ point gauge，pitot tube，
piezometer・を用い，他は大部分観察を主とする定性的なもので，スケッチおよび写真撮影檻よった。実験はまず
原設封案について行い，その結果に．よって特にbucket部分を改変した修正設計2案について3段階に．行った
3実験を通じて各種流量の場合における余水吐全般にわたる流況を観測したが，特に詳細に検討した部分はつぎ

の諸点である
a小 越流部における水深と流速および圧力

b．Bucket部における7k深，流速および圧力
C．下流河川部における水深い 流速および洗掘状況
1．原設計案越流部テスト
越流部の形状は図3に示され，観測としては，水位としてcr・eSt越流水深，越流水脈，流速として各測線の越流
面付近とcrest の鉛直分布，さらに題流面塊体圧力は各測線ごと設置した piezometer付近について観測した．
いまその鹿果について検討すると，

a）流盈係数CがCREAGERのそれに比して極めて小さい．
いま実測した流星Qと流星係数Cの関係を次式から求めて示したのが図4であり，その
￠＝C且訂釘2
流星（m3／sec）

二二二

越流幅（m）

流盈係数（m，S単イ立）
越流7k深（m）

実験条件が頬似している桝沢ダム模型実験（8）による実測値と同一憾線にのっていることは興味ぶかい．
この際計弊履すべて原型倍をもって行ったが，異常洪水盈 ￠p＝75‖Om3／sec において Cご1り92，10年洪水最
￠ク＝32‖3mソsecで C＝1 79，および5年洪水盈Qp＝25．．8mソsecで C＝1．．75 となる．．

いま越洗面は図3に示すごとく CREAGERの曲線に近似的に一致しているので，CREAGERによる Q−C曲線
を併記してみると，Qp＝彷．Om3／secにおいて C＝2．．13であり，縮尺比1：30り模型によって測定計辞した値
よりかなり大きい値を示すことがわかる．．また与の傾向は観測範囲全般に生じており，−働こCの観測値軋桝沢
ダムでの場合と同様にCREAGERの値より大体0い20低いものといえるだろう、
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10 20封）寮）罰ト∽ 7080qO100‖O

Qp 咳ec

図3 川股ダム越流部の検討

図4 川股ダム題流量係数

これらの原蘭としては，まず一・般に越流部曲面がCREAGERの越流面より張出していること，越流水深が小さい
ために，いわゆる設計水頭（基本三角形原点より cr・eSt まで，3．．Om）が設計越流水頭（水理学的な設計水頭，
2小2m）の136％となっていることなどが考えられる… さらに各越流水門の幅員（β＝5小75m）が越流水深およ
びpieI・幅員（∂＝1い5m）に、比較して小さいために，水門橋脚による収縮の影響が著しいことも考えられるい
いま観測したC値低下の原因を，すべてこの収縮の影響と仮定して，収縮係数∬＝0．07を用いて（7）式（9）から
C′を計静した結果を図4からみると，川股ダム余水吐における Qp＝75‖Omソsec
Q＝C′（β−〟打方）ガ3／2

ここに

￠：流蕊（m3／SeC）
β：仝有効題流帽（m）

C′：補正流盈係数（m，S単位）
∬：越流水深（m）
〃：収縮数（4）

∬：収縮係数（0．07採用）
なる場合の収縮係数は大体 ∬＝0・07 となって−・般のそれよりかなり大きいようあでる．ちなみに，原案において
橋脚柱先端による収縮を小ならしめるため，その先端にCREAGERの曲線形状を用い，2径間となして…応脚柱に
ょる収縮を考慮し，収縮係数はg＝OnO3を用いて仝有効越流帽を11．5mと決定している

さらに即為（g：越流水深m，月這：設計越流水深2．2m）と流畳係数Cの関係を示したのが図5で，その実
測値より次式がえられる
C＝1．95（H／Hd）0‖18

これによると，実測値が比較的よく曲線にのっていることがわかる．ただ凡／ガdく0．．4またはガン／為＞1…0にお
いて多少実測値が曲線から外れるようであるが，この際月／動く0．4では模型において甘く3cm となるから，水
位測定の実験誤差や表面張力の影響によるものと考えられる．この際鎧畑ダム余水吐（模型1／60，3径間）（10），田
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子倉サム余水吐（模型1／50，4径間）（11），

」2．

および風屋ダム余水吐（模型1／75，

≡1■

間）（7）における各模型実験実測資料を
図5に併記したが，何れも本実験より模

0

型縮尺比が大きく，その C 実測値も大
9

きい．
8

b）越流通線部の導流壁高さは原案（1′O
m）で十分と考えられる〃

／

異常洪水盈1釦澤75Omソsec，10年

川J此ダム（1：卸
鉛如ダ上（1：60

6

洪水畳 Qp＝32い3m3／sec，および5年

m・J、介：ダノ（1：50
●

5

洪水盈 Q少＝25い8ェnソsec における，

帆用嘉一上（1：75

●

C：挽こ硯係数

原案越流水脈各 section の水断面図は

4

図6のようであり，この結果よりすれば
Qp＝75．Om3／secの場合でも，勿論導流

H：超泥水沈（m）Hd：設 」く溌

壁の高さは十分である．しかしながら，

耳′払

これは模型実験による原型換算値である

図5 越流水深と流藍係数の関係（耳／月定一C曲線）

から，実際原型では相当盈の空気連行が

考え．られる．．このような空気連行流においては，空気の混入によって見かけの流水断面積が増加してくるから，そ
の影響を考えて導流壁の高さを決めなければならないい しかるに，空気連行流そのものの特性解析が未完成である
現段階では適確な決定が困難であるが，一応HALLやGuMENSKY（12）の式でQp＝75nOm3／secの場合を検討し
てみよう．

この場合空気を連行しない場合の水面として，模型による平均実測水面（原型換算値）と GuMENSXYの図表
（m単位に換算したもの）（18）から読みとった水面をとったが，図7のごとく両者に相当の差異があるので，各々につ
いて空気連行の場合に．おける修正を行ってみた．すなわちその修正式は（9）式
であり
GuMENSKY：m＝1／200入

HALL

：m＝0．006入
ここに．

m＝空気／水＝容積比
入＝V2／gゐ（動流因数）

したがって，それぞれ囲）式から空気連行時の修正水深ゐ′が求まる
ゐ／＝（1＋鯛）ゐ

恥7ごミtニニニ∩ニ尋

軸10酌1し叫＃二二二叩…」

O

m・

−・−
,O

恥n′三』ニ勘△ニニ；＝ニニ」
舛65サ耳窟1！カ12845 6￠叫）

−… ……
9々ヒお8ぷ蹴

＝ニニニ陽慧批

SeC

図6 越流水眠横断図
（垂直方向の原型換算測定値）
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この修正に当って，まず実測値の場合は，原型換算した平均実測水深ぁおよび平均実測流速yを傾い，また他は
GuMENSXYの図表から読みとった空気連行しない時の水深ゐおよび流速Ⅴをとったが，それでも図7に承すが
ごとく一応導流壁にはまず余裕があると思われる…
しかるに，導流壁付近実測水面からみ．ると，測線No．8付近（pieI・端と導流壁接合点）のみは緩和曲線で多少
宮上げしたカが安全と考えられる．．

c）原案越流部には負圧発生の心配はない… Qp＝75小Om3／sec，Qp＝32‖3m3／secおよびQp＝25l8m3／secに・
っいて，それぞれ圧力分布を測定したが，各流畳とも分布の傾向が類似しており，越流部において負圧は発生しな
い．図8は各実験流盈における越流部の圧力分布および水位曲線を示すもので，各測点に越流底面流速も併記して
あるい この際の圧力は越流面中央測点における値で，水位および流速は各測線の平均値を暮すものである・・
さらに，CreSt K，おける流速分布（実測値原型換算）を示したのが図9である

図8 越流部の水イ立，圧力および流速分布図

図9 Crestの流速分布図（実測値原型換静）

d）中央部pier・による悪影響は少いように思われる。ただ中央pier・下流の連綿越流において，盛上りを生じる
ことは確かであり，この盛上りは流墓増加に伴って著しく，異常洪水量鮎＝75・Om3／secの場合にほ図6のごと
く越流南中央付近に原案導流壁高1mに．相当する盛上りを生じている，．またこれら中央pier・は水叩端からの放
射水脈の平面形状を・変化させるが，この変化は流蚤が小さくなるほど著しくなる
以上越流部テストの結果を総合すると，とくに原案の設計変更を絶対的に必要とする点は見受けられないようで
ある
2．滅勢工テスト（原案，修正Ⅰ，Ⅱ案）

原案（点。＝15…Om，α＝200）に対して修正工案（点＝8‖Om，α＝300）および修正Ⅱ案（丘＝6・・Om，α＝400）
について，各流星におけるbucket内水位，流速，圧力さらに放射水脈，下流河川部における水位，流速の測定，
その他定性的洗掘実験などを試みたが，その結果についてまとめてみると，

a）Bucket半径Rbが小さく，lip 放射角aが大なるほど，放射臨界流星Qが大きくなる
いま越流水がbucketの射出端から負わする臨界流盈をみると，原案（Rb＝15・Om，α＝20◇）で約5m3／sec
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修正Ⅰ案（凡戸8，Om，α＝3PO）で約10mソsec，また修正Ⅱ案（点わ＝6．Om，α＝ 抑）で約15m3／sedのごとく．
bucket半径Rゎが小さく，したがって1ip放射角αが大きくなるほど，放射前進臨界流畳（越流し始めの放射
臨界流畳，すなわち当初bucket内にpoolを生じ銚水を起したのちダム直下にたれてこぼれる様相を示している
ものが，放射水脈に移る限界の流畠）が大きくなる．この傾向を実験値は少いが今簡単にα／点む比と放射臨界流盈
Qm3／sec（iたは単位幅当りのqm3／sec）をI示したのが図10で，1inear・な関係を実験式で示すとつぎのごとくなる．

は︸

ほ
■

放射貯軋廟果耽Hザ

20

￠＝3．7＋1．．7α／皮む
ヴ＝0い29＋0．13α／点わ

・・

・ さ・・り

以上は放射前進臨界流星である鱒，題流の終りの放射後退臨界涜
崖（逆に放射水脈が越流水の減少によりてbucket内にPOOlを生

旦ゑ︶

︶

じる限界の流盈）はこれよりさらに小さく，修正Ⅱ案では，前者が

約15m3／se？であるのに対し，後者は約6m3／secとなる
＼

以上の現象の起る頻度を過去45年間の降雨資料から検討すると，

0 1 ユ ヲ ヰ ∫ f

大体 5m3／sec は1／3年洪水，10m3／sec は 2／1年洪水また

％．

15mソsecは1／1年洪水に相当し，原案では1年に大体8回，修正
図10α／点わ比と放射前進臨界流盈の関係 Ⅰ案では1年に大体4回，また修正Ⅱ案では1年に大体2回放射現
象を示すことが予想される．．（衷4参照）

以上の現象はbucketの形状，主としてbucket半径 Rゎ にもとづく，1ip高Heによるものであり，この際
原案ではSill頂面がないのに対し，修正Ⅰ，Ⅱ案ではそれぞれ0．5mのSill損面を付したことも多少影響してい
るといえよう
この様に越流し始めと終りの少流鼠の場合（放射臨界肺患以下）に，題流水がbucket射出端から 負ipするこ
とができず，その bucket内にpoolを生し ここで跳水を起した後ダム水叩直下忙たれてこぼれる現象を示し，
ダム直下に多少の洗掘を生じるおそれがある．したがってその対策としては億下部をコンクリ⊥トスラブなどで保

静する必要があろう
b）Bucket 面に働く圧力は piezometerIに．より測定
し，また比較のため荒木（14）の誘導された式をもとにして
計算してみたが，原案，修正案を通じ Qp＝75．、Om3／sec
でせいぜい約0．．4〜0小8kg／cm2以下であり，コンクリ−
トの圧縮許容応力に比較しても極めて微少なるものである．

この場合の計算式はつぎのごとき底面に垂直方向の速度
分布を無視した近似解け1）式が用いられる、（図11参照）
甜

＼ − ノノ〉〉〉〉■

す2（ぁーツ）（2凡「・ゐ−．γ）
2g（凡「．γ）2（凡「沌）2log2（1−ゐ／点わ）
担）

この際 bucket 面上ではy＝0であるから，q2）式によっ
て求めた

11図

曾2（ゐ）（2斤わーゐ） A＝カcos∂＋二二
祝J

邪郎扉てi研去う

こゝに／ぞむ‡竺禁警竺讐皮 ゐ：底面に
．垂直な水深
g：重力の加速度

Rb：Bucket面の曲率半径
0：Bucket底面の切線が水平線となす角（流れの方向に向って底
の切線が水平線の下側にくる時を正とするい）

水の単位体積重恩
：Bucket部単位幅当り流鼠

し；＝てミ
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この討静に：あたっては，bucket面上の流れの勢力損失を無視し，流れの potentialener・gy の増加がそのまゝ
kinetic energyの減少になるという仮定のもとに行った
図12は，piezometerに．よるbucket面圧力の実測値および胆）式による計算値，その他bucket 面実測流速分
布を示すものであり，この際原案の圧力計算では，piezometer位置の実測水深hを用い，また修正I案の圧力
（原 案）

（修正Ⅱ案）

（修正Ⅰ案）

図12 Bucket而の圧力ならびに速流分布図

穿では各測線の平均水深ゐmを用いた
これらによると，原案では piezometer イ立置の水深実
碓正l基

l＼・t：

測僻を用いたので，計算個の圧力が割合よく実測値にあう

・・

： ・

ナ￥il‖基

．、‥ ＿ l

！

が，ただ Qp霊750mソsec のごとき高流麗となると，

鮭還還金・這芸当

bucketinvertより上流側K．おいて多少計界値の方が大き

去転義芸芸謎ぢ過

くなる‖ また修正Ⅰ案では，各測線の平均水深をもって計
算したので，各測線中央部に設けたpiezometer・に．よる実
測値とはその傾向は類似するが多少大きくなる（図13参
照）‖ 以上圧力の実測ならびに計算礎異によると，この程
皮のダムでは，bucket面圧力がせいぜい0 4〜08kg／cm2
以下であり，コンクリ−トの許容圧縮応力に比較すれば極

めて小さい
C）放射水脈は大体設計曲線（g＝1．0採用の場合）に近
似した様相を・示すが，その水脈落下点は，1ipイ立置が原案
に対して上流側に短縮移行したにかかわらず，原案，修正

、∴・ − ・・・

Ⅰ案および修正Ⅱ実の順に α／皮む 比の大なるほど多少下

右岸側地山迄達して地形上適当でない

∴．＿‥

lh5・132t（llニ）く1156

図14に示す放射水脈曲線の措点は，各水脈横断測線ごと
9測点の平均値（水脈上面高）を示すもので，実際には水
脈面は凹凸を示し，さらに相当上下面幅をもっているい こ

0・750n一笑。。−▲
0・恕3mソ粧 −
し■∴■・J＝叶／叫 −−

の平均的な水脈表面曲線から求めた各試験，各流星ごとの
故大跳水高跳および水脈落下距離ムを示したのが図15
となり，流罷の増加に伴う ガg，エぶの増大やα／斤わ比増
大に伴う．」ガg，エざの増加の傾向がうかがえる

図13 Bucket部分水脈横断図
（重商方向の測定値原型換算）

∴

流側となり，故大水脈落▲卜点から検討すると，修正Ⅱ案は
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放射水脈曲線図（原型換算値）

図14

⊥‖︶
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以上異常洪水時における最大放射水脈の落下位置から考察すると，
原凰修正工案・ゼは，地形上からみた本計画の許容距離範囲（埠軸
繰から約55〜60m）内に大体納まるが，修正Ⅱ案では水脈落下拒
離が許容距離をoYeT■して右岸側地山に達し，地形上適当でない感

がする
d）下流側河川部7）河床両統速Vをみると，bucket半径Rゎが小
さく，1ip放射角 α が大きいほど（bucketinvert標高が同一だ
から）水脈の落下角度がより大となり，この落下角度の大きいほど

8
6
4 2

ように原案では放射角α＝20◇で落下角度が小さいので，水脈のも

1 1

つ節速水平成分が大きく，1ん＜γ元の関係で落下点下流側の浸食，

1 1
6 4 2 0

最大跳水高の関係

▲‖0

図15 α／点わ比と水脈落下距離ならびに

要素）は小となる．．したがって定性的洗掘実験結果（写責参照）の

0 1

0 】 2 3 4 5 6 7 8 910
了／尺、

水脈のもつ流速の鉛使方向の成分 Ⅴ℃（蒋下点における洗掘力の主

要素）が大となり，水平方向の成方 ■拓（落下点下灘−の掃流力の主

洗掘が著しいのに対し，修正Ⅰ，Ⅱ案では，1ip放射角がα＝30〜
400のごとく大となるので，その落下角度も漸増し，しキがって，
Ⅴ℃＞Ⅴ九の関係で落下点の衝撃圧は漸増するが，落下点下流側の洗
掘が漸減の傾向をたどる，
この際落下点の衝撃圧は測定しなかったが，定性的洗掘実験結果
（写貢参照）による，Qp＝75Omソsec を5分間放流後の洗掘状

況を観察すると，原案では落下点下流側駿大流速線にそって浸食掛を形成したにかかわらず，修正Ⅰ，Ⅱでは水脈
落下点付近のみcutするのみで下流側のCutがみられない
この様な現象の起る原因は，図16（a，b，C）に示す河床商流速分布図や図17に示す河床面最大流速値から明らか
な様に，原▼案では，落下水脈の流速水平成分が主動的となるから，とくにQp＝75Om3／secの場合10m／sec以上
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の高流速を相当長距働こわたって生じ，洗掘の危険性が著しいのに対し，修正Ⅰ案さらに修正Ⅱ集となるに・したが
って，落下水脈の流速鉛迫成分が主動的となるから，漸次減速されて，下流側の洗掘危険性も低下してくる
また過去の降雨記録にもとづいた洪水頻皮をみると，約

州根橋サガ止他線からの裾鮒（Ill）

￠p＝30mソsec以下の洪水出現頻度が約99％を占めてい

ることから，常時下醗河川部の浸食，洗掘を・対象に・して検
討すると，流量￠p＝32．3mソsecの場合における流速分
河抹面故人流速

布からみて，原案では最大約10m／sec近くの高流速を生
じ七いるのに対し，修正Ⅰ案では約8m／sec 以下となり，
修造Ⅱ案では，せいぜい約6m3／sec以下となって洗掘の
心配が急減する

㌍

さらに下流側河川部の流況を図18（a，b，C）に示す河川
横断流況図や写真からみると，水脈落下瞳下（測線No・12
JNo．14 付近）の着岸側地山の盛上りや，その下流左岸
地山（測線No．18〜No．19付近）の盛上りは，とくに
釦＝75．Om3／sec の場合修正Ⅱ案が故も大きいのに対L
て，さらに．下流左岸側（測線No，21付近から下流）の水
琴拡大は，原案が最も小さくなってくる・
測線布サ

図17 河床面駿大流速分布図（実測値原型換静）

り′．ぷ■1■ん

。。‖ん

拍IL

1￣￣一一「苗− し苗▲■￣￣￣「■￣「￣ 、・ 丁、、 1■ 二、 ：し−

‖、▲釘 「 r￣ ￣ 】1 l、 l、■ 】「l〉1
■、・こ1
Ir与】伽

−−…l光

無ごニ。よ
n
価
S
仙
ぶ
dl

図（18−a）河川流況横断面図（測線No・12〜Nol14）

…，■兄こ

＼ヾく
1

− − −−

＼、

ニ＝−】
、

二＼、 ㌧

−誉∴∴㌦〜−・一一￣￣￣′

。−−「−l一ゝ⊥㌻「−−一一モー一丁一皿イ仁∴・−【l．−て・「一

図（18−b）河川流横断面図（測線No・18〜Nol・19）

＼＿。．．㍗＿．「「

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
206

香川大学虚学部学術報告
校哺帖ぺ1七三l

やl雷よOm

や．・・ぷ慮％亡

さ転良妻尋≡義軍

ノ
ニーー・−−−
＼n
仙

l

榊＋㌫駈

t■J

Jl（カ■
）ミ】L −

川小

l ．ll

＼＼
汐′i‥㌻三

＼、
＼、
／√

ヽ軍資1㌣く、、

■J・

山

】l・−1

、
、

、一丁￣￣丁二二∵丁￣

ト．、

図（18−C）河川流況横断面図（測線No小22〜No．23）

侍）実験結果の考察

以上，原案，修正Ⅰ案および修正Ⅱ案の堪か3種模型実験であるが，現地に採用せんとする主として減勢工法に
関する考察をしてみよう」わが国に．おいて−は余水吐滅勢方式と．して，鮎p bucket 型が採用されたのはごく最近の
ことで重力式ダムに．この種方式を採用することは，他工法に比較して著しく建設費が削減されることなどの点から
今後ますます採用されるすう勢にあり，すでに主として発電用ダム（たとえば，奥泉，黒又，奥只見，風屋，上椎
葉ダムなど）に採用されている．Flip bucket型水叩の特性はいうまでもなく多鼠のenergyを有するdam crest
からの落下水を上向きのbucktで受仇 これをダム下流端から遠く 点ipさせてダム本体の安全性を確保すること
に．ある‖ したがってわが国のごとく河幅が狭く単位順当りの洪水嵐が大きい地点でこの種余水吐工法を採用する場
合には，越流水l派の落下点付近下流の河川原型をある程度変形させることは当然まぬがれぬことである
この様な意味から鎖ipbucket型水叩の採用にあたってとくに考慮することは，水脈が河床に．落下した後の洗堀

が下前河川にどのような影響をおよぼすかということである
−・般に水脈落下点に．はある程度の洗掘を生じ，この際洗掘されたズリが落下点下流常．タイ積するに至る… この洗
掘深さやズリのタイ積高さがある値に達すると，それによって形成される water cushion により落下水脈の

kinetic energy の大半が減殺され，洗掘は平衡状態に達して止まるものと考えられる。かかる場合河床の洗掘進
行中に．とくに問題とされることは，その山腹におよぼす影響である‖ この点，川股ダムの場合，堤軸線より下済側
約60mイ勺近から左折蛇行して右岸側に急傾斜の地山が突出しており，問題となってくる
河床そのものの洗掘が比較的早く平衡状態に達することは経験および実験的に推定できるが（7），LLり扱の崩壊は地
山の Stabilityにも関連して，おそらく洗掘に比して大なるものと推定され，突然の山崩れは河川を噸止めて，下

流側軋悪影響をおよぼす結果が予想される
以上の問題は水脈をいかなる位置に．どのような状態で落下さればより安全であるかということになる．このこと
はダムや下流河川の地勢特性によって決まるもので，その水脈落下状態を規制する具体的な要素は，ダムの高さ，
単位幅当りの洪水盈，放射端のイ立匿，bucket半径 Rゎ，1ip角αなどであり，これらの諸要素とダム下流側の地

形，地質を考慮してもっとも適合する型を選定する問題に帰着する．まず遇流部テストの結果では，前述のように
原設計案で何等差支えないように・思われるが問題は滅勢水叩部分に．あるのではないだろうかこの点現地に汲も適

したbucket半径Rb，inverIt標高およびbucket放射角αなどの判定は，さらに多くの修正案により検討する
必要があるが，原案に対してbucket半径Rゎは短縮してもその水理学上および構造上ほとんど支障がないものと
思われる．この際，bucketinvert標高および放射角 α は水脈の落下状態（主として落下点榎眉壌よび落下角度）
を畑刺するものであり，本計画では，駿大水舵落下点は原案bucket端から約25〜30m（堤軸線から約55〜60m）
以内に納めな（1ては，地形上適当でないように思われる．この点 鎖ip bucket の放射角は一・般に．α＝20〜45◇の
範囲が用いられているが本実験からみると，本計画の地形，地質面から制約されるところの，水脈落下点付近にお
いて，洗掘力の多少の増加をみても，その洗掘範閉を限定し下流側河床の掃流力をできるだけ小さくして，下流側
河川原形をなるべく乱さないようにするには，大体点わ＝8．Om，α＝300 となした修正Ⅰ案程度が適当と思われる
さらに原案に対して各修正案はbucketが短縮されることで，工事費の面からみても修正Ⅰ案で約100万円，修
正Ⅱ案で約110万円安くなり，この点からみても経済的で有効安全な減勢工法として，修正Ⅱ案が当局に採用され
るに至っている．
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Ⅳ あ と が き

B。Cket型水叩が近年多くのダムに用いられるように．なってきたがiとくK．放射式水叩Aipbucketに関する水
理機儀はまだはとんど未解決である．
この報告は，川股ダムに採用されんとしている余水吐に関する水理模型実験結果を示すもので，まず越流部形状
に関する実験では，原設計案の絶対的な変更を必要としないことを確かめた
っぎに減勢工法の実験では，原案（風戸15．Om，α＝200）に対して修正Ⅰ案（尺○＝8いOm，α＝300）鱒よび修正
Ⅱ案（Rゎ＝6．Om，α〒40O）の3実験を試み，川股ダムの場合，より経済的で有効，安全な滅勢工法として，bucket
半径Rb＝8．Om，1ip角α＝30Oなる魚ip bucketが適切であることを明らかにした．
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The bucket type energy・dissipator・has r・eCently been usedin many dams，but☆e最ルe alittle

information ofits hydraulic actions．
Thisreportconcernsanexper・imenti孟hydraulicmodeltestaboutthesbi11way OfKaw車1at左Damn
In thispaper，We負rstinvestigatedon theoverflowspillwayOforiginaldr aft
Themostimportantpoint of this spillwayis the enerIgy dissipator Secondaryふeinvestigated
those three structuralconditionin the 負ip bucket which are designated originaldraft（Rむ＝15∴Om，
α＝200）first amendment dr・aft（Rb＝8，Om，α＝300），andsecondary amendment dr・aft（Rむ＝6．LOm，a＝40O）
COndition respectively一

As the results of modeltest on this apron offlip bucket type，it seems that the form of
and efEective sa董eis Rb＝8小Om（Rb：radius of bucket bed），α＝30O（α0：angle oflip）
（Received November・30，1960）
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試 験 前

試験五分後の洗掘状況
案）

（原

（修 正 工 案）

（修 正 Ⅱ 案）

