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 十勝ダム主放流設備について、ゲート開閉装置の油圧シリンダが損傷し、ゲート動作中に作

動油が漏れる状況となった。 

しかしながら、主放流設備が設置されているゲート室の構造上、油圧シリンダを屋外へ搬出

することが困難であったため、現地施工による補修を行った。 

本論文では検討・施工・今後の課題について発表を行う。 
 
 

キーワード：設計施工、維持管理、長寿命化、危機管理 

 

1.十勝ダム概要 

十勝川は、その源を大雪山系の十勝岳に発し、太平洋

に注ぐ幹川流路延長156km、流域面積9,010 km2の一級河

川であり、十勝ダムはダム高84.3m、堤頂長443mの中央

コア型ロックフィルダムである。 

非常用洪水吐きは越流型でクレストゲート2門を有し、

常用洪水吐きはトンネル式で主放流設備としてコンジッ

トゲート（高圧スライドゲート）２門を有している。

 

図-1 十勝ダム概要 

図-2 コンジットゲート室配置平面図 

2.経緯 

今回対象となった設備は、設置から30年経過したコン

ジットゲート副ゲートの油圧シリンダである。 

 
図-3 コンジットゲート断面図 

 
年点検時にシリンダロッドに損傷を発見し、ゲートを

動作させたところ、シリンダストロークの大半で傷の部

分から漏油が確認され、漏油の量は１回の開操作もしく

は閉操作で 500cc 程度であり、全開付近及び全閉付近で

は漏油は確認されなかった。 
補修を行うまでの間は、ゲート操作毎にウエスや吸着

マットで油を回収するとともに、作動油の残量を確認し、

不足する場合は作動油タンクに新油を補充することとし

た。 
漏油を止めるためには傷の補修が必要であったが、ゲ

ート室の構造上、更新や工場での補修のため油圧シリン

ダを分割して屋外に搬出することが困難であったことか

ら、現地での補修方法を検討することとした。 
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写真-1 油圧シリンダ損傷状況 

3.油圧シリンダ補修方法の検討 

 コンジットゲートは洪水調節用ゲートであることから、

現地での施工期間が非洪水期(10月～3月)に限られるため、

この期間に施工可能な補修方法の検討が必要である。 
また、補修対象の油圧シリンダがあるコンジットゲー

ト室（以下ゲート室）はダム管理支所建屋の地下60ｍに

あり、10ｍ×9ｍ×10ｍの空間にゲート4門（主副各2
門）のほか開閉装置や操作盤が密に置かれていることか

ら、現地で作業を行う場合は作業スペースの確保が課題

となる。 
さらに、資材の搬出が可能な進入路として、エレベー

タを分解して竪坑から搬出する、もしくは、扉体をゲー

ト室に引き上げそこから導水路へ搬出するなど検討を重

ねたが、油圧シリンダを屋外へ運び出すことは困難であ

った。 
 

 
       図-4 搬入路及びゲート室 
 

これを念頭に油圧シリンダは現地で補修すること

とし、補修方法としては下記のとおり検討を行った。 
 
a) 油圧シリンダを分解せずシリンダロッド点検窓

から補修 
b) 油圧シリンダを分解して補修 
 

  シリンダロッド点検窓を使っての補修は１回の施工

範囲が狭く施工期間を要することや曲面加工の精度を

確保することが困難なこと、シリンダチューブ内に残

存する異物等により再び損傷する可能性を考慮し、現

地で油圧シリンダを分解し補修することとした。 

 

 

写真-2 油圧シリンダ点検窓 

 

  油圧シリンダを分解するにあたっては、扉体と油圧

シリンダを連結するステムナットの脱着が必要である

が、ステムナットは経年により腐食が著しく、再使用

は困難なこと、シリンダロッド側のネジ部は腐食によ

り再加工が必要なことから現地でのネジ加工方法のほ

か、現地での作業スペース確保についても検討が必要

となった。 

 

写真-3 ステムナット及びシリンダロッド 

先端部腐食状況 
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4.現地での施工方法の検討 

(1)シリンダロッドに発生した傷の補修 
シリンダロッドに発生した傷の補修は溶接やメッ

キによる肉盛り補修も可能であったが、シリンダロッ

ドの材質（Ｓ４５Ｃ－Ｎ）、傷の深さや周辺メッキ層

への熱影響を考慮し、放電被覆（スパークデポ）によ

る肉盛補修とし、表面のクロムメッキは現場で再加工

が不可能であることから、クロムメッキと同等の強度

が確保できるニッケルメッキを用い現地にてメッキ層

を生成することとした。 

 

 

図-5 傷の補修 
 

(2)シリンダロッドのネジ加工 
通常ネジを切る場合、対象物を回転させ固定され

た刃にてネジ部の加工を行うが、対象となるシリンダ

ロッドを回転させるための大型機械を搬入して加工す

ることは困難であったことから、本工事で使用するネ

ジ加工機械はエレベータ（最大積載量 600kg）に搬入

可能なものとし、シリンダロッドのネジ加工は２カ所

あることから、これらが可能な加工機械を選定するこ

ととした。 

ただし、ネジ加工精度についてはＪＩＳの公差内

に収める必要があるため現地でも確実にネジ加工が行

えることを確認するため、工場で試験施工を行うこと

とした。 

 

(3)シリンダロッドのネジ寸法 
既設のシリンダロッドに L=255mm（上部側）、

L=300mm（下部側）にＭ１９５×４のネジ山があり、

腐食しているため再加工の必要がある。ネジ山の再加

工を行う場合、既設のネジ山を全て削り取り、新たに

ネジ山を加工するためネジサイズが小さくなり、ステ

ムナットにより保持できる荷重が小さくなる。当該設

備の完成図書により確認したところ、下部側は新たな

ネジ山（Ｍ１９０×４）を加工することが可能であっ

たが、上部側についてはネジサイズを小さくするとゲ

ート閉鎖時に荷重が不足することが判明したため、既

設ネジ山を整形する程度の加工とした。 

5.施工 

  (1)資機材の搬入 

１回に搬入できる量や大きさに制限があるため、

作業に必要な足場、架台や加工機械等の資機材はエレ

ベータに収まる寸法に分割し、人力にてゲート室に搬

入しそれぞれの組立を行った。 

傷の補修及びネジ加工を行うためシリンダロッド

を横置きする必要があるが、ゲート室にはそのスペー

スがないことから、図－６に示す位置に充水バルブを

かわすようにロッド架台及びネジ加工機械架台を設置

し、補修作業のスペースを確保した。 

 

図-6 ゲート室仮設箇所 
 

(2)加工機械の選定及び工場での試験施工 

本工事で使用した加工機械については、対象物を

固定し、刃部が回転してネジ加工が可能なものであり、

本体質量が 1,400kg となるが、エレベータに搬入可能

な質量に分割して搬入し、現地で組立することとした。 

写真-4 加工機械による試験施工 
 

  工場での試験施工としてシリンダロッドと同径の模

擬ロッドを対象物として固定し、加工機械によりＭ１

９５×４及びＭ１９０×４のネジ加工を行い、計測し

た結果がＪＩＳの公差内に収まっていることを確認し

た。 
ボルト・ナットは加工精度がＪＩＳの公差内に収

まっている場合でも、ネジ山側とナット側のわずかな

摩擦によりネジが組み付かないことがあるため、試験

施工に際しては、組み付けを確認した模擬ボルト及び

ナットを準備し、模擬ナットが加工したシリンダロッ

ドと、模擬ボルトがステムナットに組み付けができる

ことにより現地でのネジ切り施工が可能と判断し、ネ

ジ加工後のネジ山に模擬ナットがスムーズに組み付く

ことを確認し、写真－４の加工機械を使用して現地で
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のネジ加工が可能と確認した。 
 
(3)ステムナットの取り外し 

  ステムナットはシリンダロッドを介し扉体上部のフ

ランジを挟み込むよう上下に配置されている。 
設置から３０年以上経過していることもあり、腐

食が著しく取り外しに際しステムナットの溶断も想定

していたが、シリンダロッド先端の錆を落とし、潤滑

剤の使用で取り外すことができた。 
 ただし、想定のとおり腐食のためシリンダロッドの 
ネジ山は再加工とし、ステムナットは計画どおり交換 
とした。 
 
(4)油圧シリンダの分解 

ゲート室天井の吊り金具にチェーンブロック等を

使用して油圧シリンダを分解したが、シリンダチュー

ブを横置きする場所がなかったことからゲート横のス

ペースに仮置き架台を設置して縦置きとした。 
 
(5)シリンダロッドの抜き出し・仮置き 

 天井の吊り金具を用い、油圧シリンダを分解しシ

リンダロッドをロッド架台に横置きする。 
 

(6)シリンダロッドに発生した傷及び原因の調査 
抜き出したシリンダロッドを確認したところ、傷

は２つのラインの直線上に発生しており、縦の擦り傷

や割れ等複数種類あり、最大深さ1㎜、最大幅4㎜、最

大長さ245㎜であり合計22箇所確認された。 
補修に際しシリンダロッドに傷が発生した原因を

確認すべく油圧シリンダ各部を調査した。 
その結果、パッキン部より上のシリンダ部分に傷

は無く、図－７のように下部付近から傷が発生してい

たため、パッキン部下部に原因があることが推測され

たが、Ｖパッキンへの異物の噛み込み等は確認できず、

また作動油についても原因となるような異物等は確認

出来ず原因を特定するには至らなかった。 
 

(7)ネジ加工 
 現地では枕木、養生ゴム及びライナー材を使用して

シリンダロッドを固定し、最終的な微調整は加工機械

側で調整することとした。 
  加工後の寸法は上下ともに工場での試験と同様にＪ

ＩＳ公差内で組み付くことを確認し、模擬ナットがス

ムーズに組み付くことを確認した。 
ステムナットは工場にて模擬ボルトが組み付くこ

とを確認しており、油圧シリンダの復旧が問題なく行

えると判断した。 

  
写真-5 現地ネジ加工後 

 
 
 
 

 

   

図-7 傷の位置と代表的損傷箇所 
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(8)シリンダロッド肉盛補修 
傷の補修については放電被覆により傷部の肉盛り

を行い、研磨後ニッケルメッキにて補修箇所周辺の

仕上げを行うこととした。 
 

a) 放電被覆（スパークデポ） 
通常の金属加工や補修で行う溶接、溶射、蒸

着、とは違い電極材と母材接触面に短時間の周

期で極短時間放電し（周期 10-3～10-1 秒、放電時

間 10-6～10-5 秒）接触面で 8,000～25,000℃に加熱

され、プラズマ・イオン化された電極材が母材

に転移し、合金化、堆積し同時に表面に拡散、

浸透し高強度で密着する。 

 

写真-6 放電被覆作業 
 

b) ニッケルメッキ 
メッキの原理と同様であるが、メッキ槽を用

いず、部分的施工が可能。 
熱による歪みが生じず密着力も槽メッキと同

等。 

 
写真-7 ニッケルメッキ作業 

 
(9)パッキン類交換 
 油圧シリンダ分解に伴い経年使用により劣化して

いた各種パッキン及びＯリング等を交換した。 

 
(10)油圧シリンダ復旧 
 補修作業終了後油圧シリンダを復旧し、動作試験

を行い正常動作及び補修箇所からの油漏れが無いこ

とを確認した。 

 

写真-8 シリンダロッド補修完成状況 
 

(11)異物噛み込み対策 

 シリンダロッド点検窓からシリンダロッドとパッ

キン部の接触箇所に異物が噛み混み、傷が付く可能

性があることから点検窓にアクリル板を設け、異物

の混入を防止することとした。 

 
写真-9 点検窓（アクリル板設置） 

6.今後の課題 

今回の補修はゲート室にて行うことができたが、設

備の大規模な補修や更新は、現状では不可能であると

言わざるを得ない。 
 ゲート室へのアクセスはエレベータに限定されてお

り、下流の導水路からの運び入れも出来ないため、搬

入出来るサイズはあくまでもエレベータの容量が上限

となってしまう。 
 十勝ダムは竣工から３０年たっており、設備の更新

は喫緊の課題となっている。 
 今後の課題としては、ゲート設備の健全な運用のた

め更新のためにはどのような方法があるか検討し、具

体化していく必要がある。 
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