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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
河川又は、水路を横断する形に設ける堰の上流側に集積する土砂を流水と共に収集し排除
する装置において、上流側壁面に吸砂口を開口させた集砂暗渠を該堰躯体に内包させ、吸
砂口高さを大略前面河床に合わせて延伸して配設し、下流端を落差排水やポンプ排水手段
に接続連通し、他端上流端を土砂に埋没し難くして開口させた集砂暗渠呑口に接続連通し
て、該堰上流側河川水を流入させると共に、該集砂暗渠の上流側壁面に開口する吸砂口は
、稼働休止時に該吸砂口から流入する土砂が該集砂暗渠内に堆積しても、該集砂暗渠内上
辺に該集砂暗渠断面の大略６０％以上の空隙を残せるように、該集砂暗渠壁面に直交して
、又は傾斜させて、或は上下方向に開窄貫通させて、該集砂暗渠に沿わせ連接開口させた
沈砂収集装置。
【請求項２】
河川、又は水路を横断する形に設けた堰の上流側に集積する土砂を流水と共に収集し排除
する装置において、該堰の上流側に、上面又は上流側壁面に吸砂口を開口させた集砂暗渠
を、該吸砂口高さを大略河床面に合わせて併設し、下流端を落差排水やポンプ排水手段に
接続連通し、他端上流端を土砂に埋没し難くして開口させた集砂暗渠呑口に接続連通して
河川水を流入させると共に、該集砂暗渠の上面又は上流側壁面に開口する吸砂口は、稼働
休止時に該吸砂口から流入する土砂が該集砂暗渠内に堆積しても、該集砂暗渠内上辺に該
集砂暗渠断面の大略６０％以上の空隙を残せるように、該集砂暗渠壁面に直交して、又は
傾斜させて、或は上下方向に開窄貫通させて、該集砂暗渠に沿わせ連接開口させた沈砂収



(2) JP 6556506 B2 2019.8.7

10

20

30

40

50

集装置。
【請求項３】
　ダム河道や河川の土砂を流水と共に収集し排除する装置において、上面又は側壁面に吸
砂口を開口させた集砂暗渠を、河道水底に一定長さを配設した後、下流端を落差排水、或
は、ポンプ排水手段に接続連通し、他端上流端を堆砂に埋没し難くして開口させた集砂暗
渠呑口に接続連通して河川水を流入させると共に、該集砂暗渠の上面又は側壁面に開口す
る吸砂口は、稼働休止時に該吸砂口から流入する土砂が該集砂暗渠内に堆積しても、該集
砂暗渠内上辺に該集砂暗渠断面の大略６０％以上の空隙を残せるように、該集砂暗渠壁面
に直交して、又は傾斜させて、或は上下方向に開窄貫通させて、該集砂暗渠に沿わせ連接
開口させた沈砂収集装置。
【請求項４】
河川又は、水路の流砂を流水と共に収集し排除する装置において、河川又は、水路を横断
する形に河道面を一段深く開窄した窪みを作り、該窪みの底には、吸砂口を開口させ河道
幅に合わせた長さの集砂管を配設し、下流端は落差排水やポンプ排水手段に接続連通し、
他端上流端は堆砂に埋没し難く上方に立上げた補吸水筒に接続連通して河川水を流入させ
ると共に、該集砂管の吸砂口は、稼働休止時に該吸砂口から流入する土砂が該集砂管内に
堆積しても、該集砂管内上辺に集砂管断面の大略６０％以上の空隙を残せるように、該集
砂管壁を開窄し、該集砂管に沿わせ連接開口させた沈砂収集装置。
【請求項５】
　集砂暗渠呑口を河道の下流側に設けて河川水を流入させるようにした、請求項３の沈砂
収集装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダムの土砂流入を抑制するバイパストンネル呑口部や、河川、ダムからのか
んがい用水、生活用水、工業用水、発電用水等を取得するための取水口や取水路における
沈殿物土砂の回収除去に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　持続可能なダムを目指す近年のダムにおいては、流入河川水を一時的にダムの下流河川
に迂回放流するバイパストンネルを設け、流入河川では、呑口部の上流側に大きな礫や流
木を捕捉する堰を設け、下流側には越流堰を設けて水位を維持して、流速を抑えて土砂の
沈降を促し、豪雨時洪水をダムの下流にバイパスしてダムへの土砂流入を抑制するように
している。
　又、河川から用水を取得する場合では、その多くは、取水口下流側河川に堰やゲートを
設けて、水位を維持して分流取水する事が一般的である。
【０００３】
前記するような場所で沈殿する土砂を回収除去すべく本願発明人は、特許第３８９５５０
５号、特許第４７６６４１５号を取得しているが、特許第３８９５５０５号は、大口径の
物をコンクリート製とする場合は、構成部材厚みが肉厚となり、内部流水の影響を外部沈
殿物に与えにくく輸送濃度が落ちること、稼働距離を長くでき難い問題があり、特許第４
７６６４１５号は、水中に開閉カバーや滑車、ワイヤー等の駆動部品があり、濁流中での
稼働にはふさわしくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３３４７１０４号
【特許文献２】特開２０１５－０２８２５５
【特許文献３】特許第３８９５５０５号
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【特許文献４】特許第４７６６４１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ダムのバイパストンネル稼働時の取水口においては、豪雨時の大量の流水をバイパストン
ネル呑口に導入するために、越流堰前面で流れ方向を大きく転換させる必要があり、その
転向流によるかくはん作用が大きく、越流堰を越えてダムに流入する土砂量が多くなりや
すい課題がある。
【０００６】
河川から用水を取得する際の取水口においても、河川に堰を設けて、堰上流からＴ字形、
Ｙ字形に分岐して用水を取水するために、かくはんされやすく、よどみもできやすい状態
になり、取水口付近の取水路に土砂が堆積して用水に土砂を混入させやすく、取水ゲート
が近接する場合にはゲートの開閉に支障する場合もある。
【０００７】
また、ダム内においては、やむなく流入する土砂や、周辺の小河川からの濁水土砂の流入
もあり、ダム内堆砂の排除は必要不可欠な問題である。
００９
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、特許第３８９５５０５号の覆水路が、下辺開口部から外部沈殿物を流入さ
せているのに対し、覆水路に相当する集砂暗渠又は集砂管の側壁中段位置から沈殿物を流
入させるようにすることで、流入口幅を狭くしても管内流水に混合されやすく、休止中に
流入する沈殿物の堆積稜線長さを延して、稼働開始時の混合排出濃度を改善する。
又、この種装置における外部沈殿物の流入は、内部流速の影響と管路抵抗による管内外圧
力差のみで流入するものであり、高い水圧で押し込まれる、或は、吸い込まれる性質のも
のではないために、“吸い破り現象”を生じやすい弱点があり、これも改善して活用する
。
【０００９】
　本発明では、バイパストンネル呑口においては、取水口設置河川の下流側に設ける堰の
堰堤に、内包させる形の集砂暗渠を一体的に設け、該集砂暗渠の上流側壁面に、河道面に
高さを合わせたスリット状の吸砂口を川幅に合せて配設して開口させ、該スリット状吸砂
口の暗渠内側開口高さ位置を該暗渠内高さの中段位置に開口させる。
吸砂口を中段位置に開口させることにより、休止中に吸砂口から流入する土砂が、暗渠内
に堆積した時、暗渠内上部に大略６０％以上程度の空隙部を残し、堆積土砂の安息角稜線
長さが稼働時流水との十分な接触混合長さを得られるようにする。
【００１０】
既設の場合のバイパストンネル呑口においては、取水口設置河川の下流側に設けられた堰
の上流側に近接させて、埋設、或は、半埋設させた集砂暗渠を堰に沿わせて併設し、埋設
した集砂暗渠の上面には下流側に寄せて、スリット状の吸砂口を川幅に合せて配設して開
口させ、又、半埋設した集砂暗渠では上流側壁面に、河道面に合せたスリット状の吸砂口
を配設して開口させる。
　吸砂口の暗渠内側開口高さ位置は、吸砂口が集砂暗渠の上面、或は、上流側壁面のいず
れに開口する場合においても、中段位置になるように開口させ前段記載と同様効果を得る
。
【００１１】
　前記する集砂暗渠の下流側は、いずれも、必要に応じて水路や暗渠を経由し、ゲートを
介在させてバイパストンネル呑口に投入し、集砂暗渠の上流側呑口は、堰上流側河道より
一段高くして、或は、ゲートを設ける等して土砂を流入し難くして、堰上流側河川水を流
入させる。
【００１２】
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　規模の小さい用水の取水口においては、鋼管、鋼板製とすることができ、集砂暗渠は集
砂管と称呼し、集砂管の下流端は、落差を利用して排水することや、ポンプを介して水処
理施設へ投入すること、堰下流側河川へ放流することができ、集砂管の上流端呑口は補吸
水筒を接続し上部水を吸入させる。
【００１３】
又、河川から分岐取水した取水路においては、取水ゲートに近接した上流側河道面や、取
水路途中に横断的に砂止め堰を設けて、該堰上流側に吸砂口を開口させた集砂管を埋設す
ること、或は、取水路途中を横断的に一段深くした窪みを開窄して、該窪みの下流側底面
に集砂管を水路幅に合せて横断的に埋設して用水取水路の流砂を除去する。
【００１４】
バイパストンネルを備えたダムのダム内堆砂については、流入河川に近いダム内谷部に沿
わせて一定長さの集砂暗渠を配設し、該集砂暗渠の下流側を送泥暗渠に接続延伸してバイ
パストンネルの呑口に、土砂吸入抵抗や水路の送泥抵抗に備える落差を確保して、ゲート
を介在させて接続投入し、該集砂暗渠の上流端は、堆砂に容易に埋没しないように呑口塔
を上方に立ち上げ吸水する。
【００１５】
この場合の集砂暗渠においても前述の段落０００９、段落００１０同様のスリット状の吸
砂口を集砂暗渠の側壁面、或は、上面に開口させ、暗渠内側開口高さ位置は流送濃度を考
慮し、暗渠内高さの中段に少し高く低く調整して開口させる。
側壁面に設ける吸砂口は、集砂暗渠の両側面に開口させることができるが、該集砂暗渠長
さは１／２程度に短くなる。
【００１６】
前記するいずれの集砂暗渠にも共通して、集砂暗渠をコンクリート製とする場合は、壁面
構成肉厚が分厚くなり、集砂暗渠内流速の影響を暗渠外堆砂に及ぼし難くなる。
吸砂口を集砂暗渠の上面に開口する場合は、外部堆砂は自然に落下投入されるけれども、
側壁面に水平に開窄した吸砂口からは、外部堆砂は流入し難くなる。
【００１７】
集砂暗渠の構成肉厚が肉厚になる場合の吸砂口においては、開窄する吸砂口を、取扱い沈
殿物の安息角以上に傾斜させ、暗渠の内面側高さが低くなるよう開窄して、外部堆砂が自
然に滑落導入できるようにする。
【発明の効果】
【００１８】
上述する本発明装置をダムの流入河川に備えて、バイパストンネル呑口に豪雨時濁流を投
入する場合は、堰の上流側河道には土砂が堆積し、集砂暗渠の吸砂口も埋没状態であるけ
れども、初期においては、河川の濁流水が集砂暗渠の先端呑口からのみ流入し、集砂暗渠
内に確保された上方の空隙部を流下、休止中に堆積した集砂暗渠内土砂を良く混合して流
下させ、バイパストンネルの呑口に投入しダム下流側河川に開放される。
【００１９】
集砂暗渠内の堆積土砂が流送され低減するに従い、吸砂口付近の土砂が、水圧や濁流の影
響を受けながら、川幅全体の吸砂口から集砂暗渠に落下流入し、堰上流域に堆積する土砂
も順次流下し、川幅全体からほぼ一様に集砂暗渠内に、濁流水と共に投入されるために、
堰上流での流れが円滑になり、堰からの越流水がある場合においても、ダムへの土砂流入
量を低減できる。
【００２０】
本発明装置を取水河川の堰上流から分岐して用水を取得する河川堰に実施した場合は、通
常時（用水取得時）には集砂暗渠は休止して堰上流域で沈降を促し、きれいな水を取水し
、堰上流域の土砂堆積量を測って、適時、集砂暗渠を通水稼働させる。
集砂暗渠の下流端は直接下流河川に放流することや、落差やポンプを介在させて水処理施
設に導入して処理後に放流することができ、堰上流域堆積土砂の除去処理を容易にして、
きれいな用水が得やすくなる。
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【００２１】
取水路の途中に堰と集砂管を備えた本発明装置を実施した場合においても、堰上流の水深
は堰の高さに応じて深くなり流動土砂の沈降が促進され、堰上流域に土砂が集積しやすく
なり、定期的に、或は、適宜に集砂管を通水稼働させ、沈砂を回収除去する。
取水路の堰上流域に堆積する土砂を効率よく除去することができ、堰の下流ではきれいな
用水となるばかりでなく、ゲートや後流設備の安全が維持できる。
【００２２】
取水路に窪みを開窄して本発明装置を設置するものにあっては、平坦地河川での取水路や
かんがい用水路、施設や工場プラントの雨水集水路の沈殿物除去が容易になる。
 
【００２３】
ダム内堆砂を除去する本発明装置においては、集砂暗渠の通水と共に流送される集砂暗渠
内堆砂の、安息角稜線長さが混合域となり高い濃度で流送できる。
集砂暗渠外堆積土砂の投入も、中段に開口した吸砂口から落下吸入する形態で土砂が暗渠
内流水に混合されやすく、流入土砂の流送が円滑に行える。
【００２４】
又、集砂暗渠における吸砂口の吸入力は、下流側が強く、上流側程吸入力が弱いけれども
、土砂の安息角度より大きな傾斜を設けて開口した吸砂口は、吸入力の弱い集砂暗渠の上
流域吸砂口においても、外部堆砂を自然に落下投入する形となり、集砂暗渠上下流間の外
部堆砂排除の平準化を図ることができ、下流側吸砂口上方に“吸い破り現象”を生じても
、上流域吸砂口からの外部堆砂の落下投入は持続し、集砂暗渠上流端呑口からの流入水に
より外部堆砂の排除は続行される。
【００２５】
以上のような本発明は、集砂暗渠又は集砂管により河川幅全体から一様に沈殿物土砂を混
合取水することにより、ダムへの土砂流入を効果的に抑制することや、河川からの用水取
得においては、取水路内流砂を分離除去しやすくして、きれいな用水の取得に貢献できる
。
加えて、本発明装置には水中での可動機構が全くなく、集砂暗渠の通水に落差を利用でき
る設置場所では、一時的短時間のゲート開閉用動力と管理電力のみの省エネルギーの施設
となり、山間僻地に多いダムでは自然エネルギーが利用しやすく、災害にも強い施設とす
ることができる等の経済的効果は大きい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１実施例の断面図。
【図２】第１実施例の平面図。
【図３】図中の（ア）図は図２のＢ－Ｂ断面視図、（イ）図はＣ－Ｃ断面視図。
【図４】図中の（ウ）（エ）（オ）（カ）図共に集砂暗渠の断面形状の種類を示す。
【図５】第２実施例の断面図／図６のＡ－Ａ断面図。
【図６】第２実施例の平面図。
【図７】図中の（キ）図は図６のＣ－Ｃ断面視図、（ク）図は集砂暗渠３Ｂの断面図。
【図８】図中の（ケ）図は第３実施例の水路に直交する断面／図９（サ）図のＡ－Ａ断面
、（コ）図は水路方向の断面図／図９（サ）図のＢ－Ｂ断面。
【図９】図中の（サ）図は第３実施例の平面図であり、（シ）図は集砂管２３近傍の詳細
図である。
【図１０】第４実施例の断面図／図１１のＡ－Ａ断面視図。
【図１１】第４実施例の平面図。
【図１２】図中の（ス）図は図１１のＤ－Ｄ断面視図であり、（セ）図は図１１のＣ－Ｃ
断面図、（ソ）図は図１１のＥ－Ｅ断面図である。
【図１３】図中の（タ）（チ）（ツ）（テ）図共に集砂暗渠３Ｃの形状種類を示す図であ
る。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図１～図１３に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２８】
本発明の第１実施例は、図１に集砂暗渠の流線方向に沿った断面図を示し、図２に平面図
、図３（ア）に図２のＢ－Ｂ断面視図、（イ）にＣ－Ｃ断面視図を示し、図４（ウ）（エ
）（オ）（カ）に形状の異なった集砂暗渠３Ａを示すように、ダムへの流入河川に、河川
を横断する形に設ける越流堰７Ａがあり、該越流堰７Ａに内包して一体化した集砂暗渠３
Ａを貫通させ、該集砂暗渠３Ａの側壁面上流側中段には、スリット状の吸砂口８を、河道
面及び川幅に合せて配設開口させたものである。
【００２９】
集砂暗渠３Ａの上流端呑口６は、流入口に砂止めゲート９を設けて、休止中に大量の土砂
が流入しないようにして、越流堰７Ａの上流側河川水を取り入れる。
集砂暗渠３Ａの下流端側は、必要に応じて水路や暗渠を接続して、排砂ゲート５を介在さ
せてバイパストンネル２に投入する。
【００３０】
　吸砂口８は、常に解放状態であるために休止中も集砂暗渠３Ａ内に土砂が流入して堆積
するけれども、吸砂口８の集砂暗渠３Ａ内側開口高さを中段位置とすることにより、該開
口位置上方には空隙部を残すことができ、稼働開始時に支障なく通水ができ、暗渠内に堆
積した土砂は、安息角ｃの稜線長さが長くなる分、流水に混合されやすく濃度を高めて流
送でき、集砂暗渠３Ａ内堆砂ａの排除の進行に伴い、吸砂口８からは外部土砂が集砂暗渠
３Ａ内流水中に落下投入される形となり、流水に良く混合されて流送される。
【００３１】
　吸砂口８は、安全に吸入できる総開口面積に限界があることと、当該河川の沈殿物土砂
の性状によって吸砂口の形状、大きさを選定する必要がある。
吸砂口８の孔形状は、スリット状の長孔を横１列に配列、或は、ストレーナ状に小孔を上
下２～５段にして川幅に合せて配列調整して開口させる。
 
【００３２】
　この種設備の場合、休止期間が３ヶ月から１０ヶ月に及ぶことが想定されるために、河
道１に堆積した土砂は締まり吸砂口８を閉塞しやすいけれども、本実施例では、図３（ア
）及び図４に例示するように、吸砂口８を沈殿物土砂の安息角ｃよりも大きい傾斜角度、
或は、垂直に開窄開口させて、土砂が自重で落下流入できるように形成すると同時に、越
流堰７Ａの直近上流水底に生じる逆転渦の影響も受けやすい位置でもあり、河道１に堆積
した土砂や、河道１を流下する土砂が、吸砂口８から流入しやすい。
【００３３】
　集砂暗渠３Ａ上流端呑口６に備える砂止めゲート９に、図示するような倒伏堰タイプの
ゲートを備えることにより、休止中の河川内土砂の流入を防止すると共に、集砂暗渠３Ａ
の通水開始時には、河川の上層水を先に流入させて、集砂暗渠３Ａ内に堆積した土砂を排
出しやすくし、稼働開始を円滑にする。
　砂止めゲート９を設置できない時は、流入口を河道面よりも一段高くし、導水路を設け
て河川内堆砂を流入し難くして、集砂暗渠３Ａに流入させることで対処する。
【実施例２】
【００３４】
実施例２は、図５に集砂暗渠３Ｂの配設方向に沿った断面図を示し、平面図を図６に示し
、図７（キ）に図６のＣ－Ｃ部断面視図、図７（ク）に図６のＢ－Ｂ断面、集砂暗渠３Ｂ
の断面詳細図に暗渠内堆砂ａを想定して図示するものであり、河川に横断的に配設した越
流堰７Ｂの上流に、別体の集砂暗渠３Ｂを近接させて埋設したものである。
集砂暗渠３Ｂの吸砂口８は越流堰７Ｂに近接した上面に開口させ、その他の構成、稼働、
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機能は、第１実施例と同様である。
【実施例３】
【００３５】
実施例３は、小規模取水路に実施した例であり、図９（サ）に実施例の平面図を示し、図
８（ケ）に図９（サ）のＡ－Ａ断面、図８（コ）に図９（サ）のＢ－Ｂ断面を示すように
、取水路２１の河道１を横断的に開窄した窪部、ポケット２７を開設し、底には図９の（
シ）に詳細を示す集砂管２３を水路巾に合せて配設する。
該集砂管２３の上流側中段には、スリット状の吸砂口２８を水路幅に合せて配列して開口
し、上流端は補吸水筒２６を接続連通して上方に立ち上げ、河道１より高くして開口させ
、下流側端は、ポンプに接続して水処理施設や下流河川に放流する。
この場合においても、落差の利用できる所では、ポンプに替えて落差排水とすることがで
きる。
【００３６】
本実施例における集砂管２３は鋼管製としたために、管の形成肉厚は比較的に薄く、集砂
管２３内流れの影響を管外堆積土砂に与えやすいために、吸砂口２８に傾斜をつけて開窄
する必要はないけれども、集砂管２３の中段位置に吸砂口２８を開口させることは、土砂
の混合を良好にして流送を容易にすると同時に、スリット状吸砂口２８の開口巾を狭くし
て、配設長さを伸ばしやすい。
【００３７】
又、集砂管２３の形状は、防泥カバー２５を取り外して、集砂管２３の両側中段に吸砂口
を開口させることや、ポケット２７下流側壁面内に集砂管２３を埋め込む形で配設するこ
と、集砂管形状を丸形以外の形状に変えることができる。
【実施例４】
【００３８】
実施例４は、図１１に平面図を示すように、バイパストンネル２を備えたダムのダム内堆
砂を排除するための実施例であり、図１０に図１１のＡ－Ａ断面、集砂暗渠３Ｃに沿った
断面を示し、図１２の（ス）は、図１１のＤ－Ｄ断面、（セ）はＣ－Ｃ断面、（ソ）はＥ
－Ｅ断面を示し、図１３には図１１のＢ－Ｂ断面、集砂暗渠３Ｃの各種形態を示し、図中
には暗渠内堆砂ａ及び暗渠外の残留堆砂ｄを想定し図示したものである。
 
 
【００３９】
本実施例の集砂暗渠３Ｃは、ダム内堆砂の堆積進行過程を考慮し、集砂暗渠呑口６をダム
河道１１の下流側に開口させ、集砂暗渠３Ｃの下流端を送泥暗渠１５、排砂ゲート５、投
入ゲート５Ｂを介在させて、バイパストンネル２に投入するものであり、集砂暗渠３Ｃは
、ダム河道面１１に定置する事や、吸砂口８の下辺までダム河道１１に埋設すること、又
、図１３（チ）形状の集砂暗渠では、暗渠上面まで埋設することができる。
【００４０】
ダム内堆砂は、砂丘の風紋と同様に下流に向かって崩れ落ちる形で堆積が進行するために
、ダムの下流側に位置する集砂暗渠呑口６側は遅れて埋没することになり、稼働開始時に
は、集砂暗渠呑口６側の埋没していない吸砂口８と集砂暗渠呑口６から吸水し、集砂暗渠
３Ｃ内に堆積する土砂を混合流送し、堆砂の排除に連れて外部堆砂に埋没した吸砂口８か
らも浸透水と共に、外部堆積土砂が落下流入して流送され、バイパストンネル２に投入さ
れる。
【００４１】
本実施例の集砂暗渠３Ｃにおいては、集砂暗渠呑口６からの流入水速度を流入土砂粒子の
終末沈降速度の１．５倍以上に確保することにより、“吸い破り現象”を生じても、安息
角ｃ以上に傾斜させた吸砂口８を備える集砂暗渠３Ｃは、該集砂暗渠３Ｃの上流域吸砂口
８からの外部堆積土砂の落下投入と流送が続行される。
【産業上の利用可能性】
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【００４２】
本発明は持続可能なダム湖を実現するために必要な技術であると同時に、ダムや河川から
、よりきれいな用水の取得を容易にするものである。
更に、まったく無動力と言えるほどの省エネルギー設備としても、既設、新設の各種用途
のダム湖や河川からの用水の取得に利用できる。
【符号の説明】
【００４３】
１　河道
１Ａ　河川又はダムの右岸
１Ｂ　河川又はダムの左岸
２　バイパストンネル
３Ａ、３Ｂ、３Ｃ集砂暗渠
４　バイパストンネル呑口
４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄ、補吸水管
５　排砂ゲート
５Ｂ　投入ゲート
６　集砂暗渠の呑口
７Ａ，７Ｂ　越流堰
８　吸砂口
９　砂止めゲート
１０　導入室
１１　ダムの河道
１２　ゲートの開閉機
１３　砂止めゲートの開閉機
１４　スクリーン
１５　送泥暗渠
２１　取水路
２３　集砂管
２４　スクリーン
２５　防泥カバー
２６　補吸水筒
２７　ポケット
２８　吸砂口
ａ　暗渠内堆砂
ｂ　安息角の稜線
ｃ　安息角
ｄ　残留堆砂
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