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既設ダムにおける地震計設置検討について 
 

室蘭開発建設部 農業開発課 ○今 泉 祐治 
五十嵐 壽晃        
              

農業用ダムの中には、地震計を設置していないものが存在するが、近年頻発する大規模地震
を踏まえ、ダムの安全性照査や的確な初動対応などの技術的課題を解決することを目的として、
地震計の設置が求められている。今回、当部管内における地形・地質情報、監査廊の有無など、
条件の異なる複数のダムの事例をもとに、地震計の設置位置、機器機能、記録送信など、整理
した。 

キーワード：防災、危機管理  

1.はじめに 

 農業用ダムの中には、地震計を設置していないものが
存在するが、本稿では、室蘭開発建設部管内の農業用ダ
ム３施設について、地震計の設置検討を行った結果を報
告する。 
 

2. 対象施設の概要 

(1) 瑞穂ダム 
瑞穂ダムは、北海道胆振総合振興局管内の北東部に位
置しており、緩やかな段丘地の水田と畑地および牧草地
による農業土地利用は、優れた景観を形成している。 

表 1 瑞穂ダムの基本諸元 

 

ダムサイト付近では、右岸山腹が約 35°の急傾斜を
呈し、左岸は段丘地形を成すために平均 10°前後と緩
い皿状の地形となっている。 
当地域には全体を通じて広く新第三系が分布し、貯
水池域では砂岩・泥岩互層を主体とする川端層、ダムサ
イトではこれを整合に覆う馬追山層が基盤となる。 
馬追山層は、硬質頁岩を主体とし、これに層厚 20cm
未満の凝灰岩・砂岩の薄層を介在する。硬質頁岩は新鮮
部では概して塊状であるが、弱風化部では層理と平行な
5～15cm間隔の板状節理が発達する部分も認められる。 
地質構造は、ダムサイトが長波長の褶曲構造の翼部
に位置するため、走向 N30°～40°W、傾斜 30～40°の
同斜構造を呈し、堤体の安定に支障となる断層や破砕帯
が認められない単調で安定な構造である。 

 
 

表 2 瑞穂ダム地質層序表 

 
(2) 穂別ダム 
穂別ダムは、北海道胆振総合振興局管内の東部と上川
総合振興局管内の南部に位置し、東西および北部の三方
が日高山脈の外縁部に囲まれ、南部は太平洋に面した一
級河川鵡川水系内に拓けた農業地域である。 
 

表 3 穂別ダムの基本諸元 

 

ダムサイト付近の地形は、比較的急峻である。ダム
サイト左岸には比高 120m 以上、傾斜 70°前後の急斜面、
右岸には比高 140m 以上、傾斜 35°前後の斜面があり、
ダムアバットメントへ連続している。 
ダムサイト及び上流域の基盤地質は、中生代白亜紀
の上部エゾ層群に属しており、本層は岩相の違いにより
次のように5大別される。 

①層灰岩を含む砂岩優勢の砂岩頁岩互層 
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②海緑石砂岩を主とする砂岩優勢の砂岩頁岩互層 
③硬砂岩ないし海緑石砂岩の薄層を含む頁岩優勢
の砂岩頁岩互層 
④ほとんど頁岩のみからなる層 
⑤凝灰質砂岩、細粒礫岩、アルコース砂岩を含む
砂岩優勢の砂岩頁岩互層 
  注）層灰岩とは、層状を呈する凝灰質岩を示す。 

これらの基盤岩類を覆って穂別川の両岸では、河岸段
丘堆積層が比較的厚く堆積する。ダムサイトにおける地
山弾性波は、2.5～2.6km/s で、中生代の堆積岩層として
は比較的低速度であり、層面に沿った亀裂が発達、挟在
する破砕部が存在する。 
岩の硬さは中硬質～硬質、岩級区分は計画床掘線下
では CM～CH であり、深層では CH～B のものもあるが、
全体的に 10～50cm の厚さで D～CL 級の不良層が層面に
沿って挟在している。 
層面傾斜は、ダム縦断面では左岸側に、ダム横断面で
は上流側に傾いている。したがって、右岸アバットメン
トは流れ盤、左岸アバットメントは受け盤となる。 
 

表 4 穂別ダム地質層序表 

 

(3)  厚真ダム 
厚真町は、明治の開拓時から厚真川沿いに水田地帯
が広がり、周辺丘陵地は畑地帯として利用されている
地域で、良質な「厚真米」の産地として知られている。 
 

表 5 厚真ダムの基本諸元 

 

ダムサイトの地質は、両岸に河床からの比高 200m の
尾根が続き、谷幅も 30～80m で最も狭窄した地形であり、
良好なポケットを形成している。 

ダムサイトの地質は、レキ岩を主体として砂岩泥岩

互層・祖粒砂岩がある。  

 

 

 

 

 
図 1 厚真ダム地質縦断図 

3.  対象施設の現況 

検討対象施設の概要を以下に整理した。 
今回、ダムサイトへの入力地震動を計測することを
目的として設定する地震計は、ダム堤敷と同等の岩盤基
礎へ設置することを基本と考えた。一方、他地区実績は、
ダム監査廊に設置されていることが多い。しかし、堤敷
部（ダム軸上が多い）に監査廊が設置されていない場合
には、地震計の設置位置の候補として「岩着する構造物
への付帯設置」、「岩盤（露出箇所、ボーリング孔内）
への直接的な設置」が挙げられる。 
今回の検討対象施設の状況は、下表のとおりであり、
監査廊が全ての施設に設置されていない。よって、現地
調査は、その他の候補地点の現地状況確認に重点をおい
て実施し、以下の表に整理した。 

表 6 施設の現況表 

 

4.   地震計設置位置の基本方針 

(1) 設計基準の記載内容 
設計基準 [フィルダム編] 1)には、フィルダムに
おける地震計（感震器）の設置位置について、以
下の記載がある。 

表 7  地震計の設置および計測上の留意事項 
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表 8 ダムタイプ別の計器配置のポイント

 

 

（2）地震計（感震器）の設置候補 

①堤体天端 

設計基準の記載内容に従い、堤体最大断面の天端中
央部を基本とする。ただし、管理車両通行等の制限があ
る場合、上流または下流斜面部の法肩を設置位置とする。 

②基礎地盤 

設計基準の記載内容によれば、堤体最大断面の基礎
地盤を基本とすることから、堤体最大断面の監査廊内が
候補地点となる。ただし、「基礎地盤の測定は可能であ
れば監査廊ではなく、下流側堤外の岩盤露頭部に設置す
ることが望ましい」との記載もあることから、岩盤露頭
部に相当するボーリング削孔による埋設が最も望ましい
といえる。3 ダムは監査廊が設置されていないことを考
慮し、堤体下流部へのボーリング削孔による設置を基本
（第1候補）とする。 
しかしながら、設置実績の多い監査廊等の「岩着す
る構造物への付帯」と「ボーリング削孔」による埋設を
工事費、維持管理の面から比較した場合、「岩着する構
造物への付帯」が有利となる。これに対しては、岩着す
る構造物としての設置候補地点において常時微動計測を
実施することで、候補地点の振動特性を把握し、ボーリ
ング削孔による埋設に代替できるかどうかの確認（検
証）を実施することとした。 

表 9 設置対比表 

5. 設置位置の検討 

(1) 地震計設置位置の検討 

各ダムの地震計（感震器）設置位置は、各ダムの

堤体最大断面の天端中央部を候補とした。ただし、
管理車両通行等の制限がある厚真ダムは、下流斜面
部の法肩を設置候補位置とした。 
なお、今回の検討において、地震記録装置および
観測記録送信装置は、維持管理、設置コストの観点か
ら、設置環境が最も優れる管理棟への設置とした。 
 

(2) 瑞穂ダム 

①天端部設置個所 

候補地点において常時微動計測を実施し、地震計(感
震器)設置位置として特異的な振動特性がないことを確
認した。 
常時微動計測結果（観測波形と H/V スペクトル比）
図を次に示す。 
卓越周期がT=0.5～0.6s付近で明瞭に確認され、フィ
ルダムの一般的な振動特性（T=0.4～0.7ｓ）と判断で
きる。よって、天端中央位置を地震計(感震器)の設置
位置として問題ないと評価する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 天端中央位置の常時微動計測結果図 

②基礎岩盤相当部の設置箇所 

前述の基本方針で示したとおり、瑞穂ダムにおけ
る基礎岩盤相当部への設置は、最大断面部下流位置
へのボーリング削孔による埋設を基本として考える。 
なお、今回の検討では、維持管理および地震計工
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事費の面で優れる「岩着構造物への付帯箇所」につ
いて、次に示す候補地点（Ａ．Ｂ．Ｃ）で常時微動
計測を実施し、岩盤相当部としての振動特性として
の妥当性を検証し、代替位置としての可能性につい
て考察を行った。 

 
図 3 常時微動計測の平面位置 

※常時微振動結果の見方 
 理想的な基盤地震波のスペクトル比は、上下流方向
およびダム軸方向ともほぼ1.0で一定となる箇所が望
ましい。 

（A.地点 浸透量観測室） 
 固有周期 T=0.2S 程度を示している。これはコンク
リートの固有周期に近い値を示しており、浸透量観測
室の固有周期を計測している可能性が高い。このため、
基盤の地震波形の計測地点には適さないものと判断す
る。 
（B.地点 仮排水路トンネルプラグ部） 
 明瞭な固有周期は認められない。上下流方向とダム
軸方向のスペクトル比が短周期側で大きく異なってい
る特異な振動特性を示している。このため、基盤の地
震波形の計測地点には適さないものと判断する。 
（C.地点 仮排水路トンネル出口部） 
 スペクトル比が大きく、かつ上下流方向とダム軸方
向で異なっている特異な振動特性を示している。この
ため、基盤の地震波形の計測地点には適さないものと
判断する。 

試験結果より、岩着する構造物への付帯に関しては、
候補がないことから、地震計(感震器)の設置は、堤体
下流部におけるボーリング孔内が妥当と評価する。

 

図 4 A・B・C地点の常時微動計測結果図 

（3）穂別ダム 

①天端部設置箇所 

候補地点において常時微動計測を実施し、地震計
(感震器）設置位置として特異的な振動特性がないこ
とを確認した。 

常時微動計測結果（観測波形とH/Vスペクトル比）
図を次に示す。 

卓越周期 T=0.5～0.7 付近で明瞭に確認され、フィ
ルダムの一般的な振動特性（T=0.4～0.7s）と判断で
きる。よって、この No.4+10 断面の天端中央位置を地
震計(感震器)の設置位置として問題ないと評価する。 
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図 5 天端中央位置の常時微動計測結果図 

②基礎岩盤相当部の設置箇所 

瑞穂ダムと同様に、維持管理および地震計設置工
事費の面で優れる「岩着構造物への付帯箇所」につ
いて、次に示す候補地点で常時微動計測を実施し、
岩盤相当部としての振動特性としての妥当性を検証
し、代替位置としての可能性について考察を行った。 

 

図 6 常時微動計測の平面位置 

（A.地点 浸透流観測施設踊り場） 

 固有周期 T=0.1S 程度を示している。これはコンク
リートの固有周期に近い値を示しており、浸透量観測
室の固有周期を計測している可能性が高い。このため、
基盤の地震波形の計測地点には適さないものと判断す
る。 

（B.地点 放流施設ゲート室） 

 明瞭な卓越周期がなく、スペクトル比がほぼ1.0程
度であることから、岩盤相当部の振動特性と評価され
る。 

（C.地点 仮排水路トンネル） 

 B 地点とほぼ同様な結果である。ただし、地震計設
置が困難な位置のため、計測地点には適さないものと
判断する。 
この結果、岩盤相当部としての感震器設置が妥当
と判断できる位置は、B.地点：放流施設ゲート室であ
り、感震器の設置位置の候補は、「B 地点：放流施設
ゲート室」または「堤体下流部によるボーリング孔
内」となる。 
正確な地震波形を計測するためには、コンクリー
トの影響を受ける可能性が小さく、基盤の地震波を
直接計測可能であるボーリング削工による埋設が有
利である。また、放流時のゲート振動に対する感震
器の感度特性が不明であることから、放流施設ゲー

ト室での計測データは誤差が発生する可能性がある。 
よって、感震器の設置は、堤体下流部におけるボ
ーリング孔内とする。ボーリング深度は、漏水観測
室が岩着しているものと推察されることから、5m程
度以内と想定できる。

 

図 7 A・B・C地点の常時微動計測結果図 

(4) 厚真ダム 

   ①天端部設置箇所 

厚真ダムにおいては、常時微動計測は実施して
いない。これは、他の2ダムで最大断面位置におけ
る特異な振動が確認されなかったこと、および計
測時における一般車両の通行に影響を与えないこ
とを優先したためである。 

②基礎岩盤相当部の設置箇所 

前述の基本方針で示したとおり、瑞穂ダムにお
ける基礎岩盤相当部への設置は、最大断面部下流
位置へのボーリング削孔による埋設を基本として
考える。 
堤体下流部でのボーリング位置は、仮排水路ト
ンネル出口部の左岸側にある電気室敷地内（フェ
ンス内側）とする。ボーリング深度は、直下流の
河川部に岩盤露頭斜面を確認することができるた
め、5m程度以内と想定する。 
なお、厚真ダムの場合においては、感震器を設
置できる岩着した構造物が存在しないため、堤体
下流部のボーリング孔内埋設の代替候補に関する
検討は実施していない。 

 
(5) 地震計設置位置のまとめ 
 

地震計の設置検討について、以下の一覧表にまと
める。 
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表 10  地震計設置位置選定結果一覧表 

②
監査廊

③
堤体下流部
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔
埋設

④
漏水量観測室

⑤
仮排水トンネル
(プラグ部,ダム軸)

⑥
仮排水トンネル

(出口)

⑦
放流施設ゲート室

瑞穂
ダム 採用

対象施設
なし 採用

コンクリートの固有周
期を示しているため不
適

上下流方向とダム軸方
向で大きく異なる振動
特性を示すため不適

上下流方向とダム軸方
向で大きく異なる振動
特性を示すため不適

－ 2

穂別
ダム

採用 対象施設
なし

採用
コンクリートの固有周
期を示しているため不
適

岩盤相当の振動特性を
示すが、地震計の設置
が困難なため不採用

－

岩盤相当の振動特性を示
すため設置可能
ただし、③地点よりケー
ブル敷設延長が長いため
経済性に劣る→不採用

2

厚真
ダム 採用

対象施設
なし 採用 2

設置
箇所数

(参考)
設置候補地における常時微動計測結果と考察

着岩構造物が無いため本計測は未実施

ダム名 ①
堤体天端
最大断面

基礎地盤相当

設置位置

 
解説・河川管理施設構造令2)によると「堤体及び

基礎地盤の内部から堤体局部の現象を計測する装置
と、外部等から堤体、基礎地盤のかなりの部分の変
化を計測する方法がある。局部的な変化を測定する
内部測定機器のあることが好ましいが+長期間のダム
管理において、堤体外部からの計測は、信頼性が高
く、必要があれば取換えも可能であること、外部か
らの計測は、合成された全体の挙動を示すので複雑
な解析を行わなくとも、直接的に諸量を知ることが
でき、その現象の大きさによっては目視が可能とな
り、異常の早期発見が容易で即応性が大きいこと等
が特徴である。」としている。また、建設省河川砂
防技術基準（案）同解説・設計編[Ⅰ] 3)によると
「⑤地震時挙動  地震計は地震時の堤体基礎部およ
び天端部の加速度を正確に測定できるような位置に
配置する。」としており、本検討については、いず
れも満足している。 

6.  記録通信の検討 

(1) 観測記録送信基本事項 
   観測記録送信の基本事項について、以下の①～③

に示す。 
 
   ①送信先 

各ダムで収録された震動データを管理者等（開
発建設部、管理受託者等）に自動送信する。 

   ②送信概要 
 あらかじめ設定された送信先（アドレス設定：
携帯電話、事務所ＰＣ等）へ自動メール送信する。 
③送信情報内容（波形データは伝送しない。送
信内容の例を示す。） 

     ア.起動時刻(震動検知時刻) 
     イ.各チャンネル最大加速度値(gal) 
     ゥ.計測震度 
     エ.震度階   
 
 
 
 
 
 
 

    以下に模式図を示す。 
 

 
 

これらの基本事項を踏まえ、各ダムの通信方法に
ついて、安定性・経済性・維持管理性等の観点から
検討する。 

 
（２）各ダムの通信種別 
既往調査および現地調査結果より各ダムの通信種
別は、下表のとおりである。 
 

現況引込み FOMA
回線種別 回線状況

瑞穂ダム 安平町 ISDN回線 ×
穂別ダム むかわ町 光回線 ○
厚真ダム 厚真町土地改良区 アナログ回線 ×

ダム名 受託管理者 備　考

 
 

ダム名 選定回線種別 安定性 維持管理性 
経済性 

(各ダム試算費用) 
選 定 理 由 

瑞穂ダム
ISDN回線 

(NTT東日本) 

通信速度(64kbps)は

遅いが、一般的ｲﾝﾀｰﾈ

ｯﾄ回線として利用さ

れており、無線回線よ

りは安定している。 

通信障害時は NTT 東日

本で保証確認する。常時

接続として利用可能の

為、管理性としては優れ

ている。 

追加費用は無し 現在、ISDN回線を使用していることから、そのル

ータへ接続して利用することとする。 

穂別ダム
光回線 

(NTT東日本) 

高速回線として、一般

的ｲﾝﾀ ﾈーｯﾄ回線として

利用されており、無線

回線よりは安定して

いる。 

通信障害時は NTT 東日

本で保証確認する。常時

接続として利用可能の

為、管理性としては優れ

ている。 

追加費用は無し 現在、光回線を使用していることから、そのルー

タへ接続して利用することとする。 

厚真ダム
ｱﾅﾛｸﾞ回線 

(NTT東日本) 

電話回線のため、デー

タ通信としては、安定

性に欠ける。 

通話が出来れば、データ

通信障害の保証はして

くれないため、障害時の

維持管理の対応は厳し

い。 

ランニング費：プロバイダ

契約費として1,000円/月 

 

=12,000/年 

FOMA は圏外となっており、NTT の回線もアナログ

回線しか提供できない。よって、既存回線の利用

を基本とし、アナログ回線モデムによる制御伝送

（回線の接続/切断）とする。 

 
 

7.  おわりに 

今回、当部管内における地形・地質情報、監査廊の
有無など、条件の異なる複数のダムの事例をもとに、地
震計の設置位置、機器機能、記録送信など、整理するこ
とができた。 
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