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豊平峡ダムは昭和 47 年に完成したアーチ式コンクリートダムである。支笏洞爺国立公園特別

地域内にあり豊かな自然環境に囲まれている。薄肉で滑らかなダム曲線と清らかな水面、それを

囲むように荒々しい岩肌を呈した急崖岩盤斜面が切立ち、その僅かな適地に自生する植物の緑と

のコントラストが雄大で美しい景観となっている。建設後 30 年以上が経過した豊平峡ダムでは

長期的安全性維持と長寿命化を図るため堰堤改良事業を実施し、ダム継目止水と放流設備の改良、

斜面の不安定岩体崩落による人的被害・堤体損傷を未然に防止する斜面対策を行った。本論はダ

ムの老朽化課題のうち、斜面の安全対策に関する先進事例について取りまとめるものである。 
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1. 斜面の状況と斜面対策技術の検討 
  

  右岸側堤体向き斜面（図-1、エリアⅠ）は堤頂

から高さ 60ｍのほぼ垂直な斜面で、ダム建設時の

掘削により現れた岩盤表面は経過年数が短いため、

不安定岩体が多く存在する。これまで落石飛散防止

のためロックネットで急場をしのいでいた。 

渓谷向き斜面（エリアⅡ）は高さ 170ｍのほぼ垂

直斜面で、広範囲にロックネットで覆われている。

このように右岸斜面はほぼ全面ロックネットで覆わ

れており、ツタ類以外の植生が侵入できない。 

左岸側斜面（エリアⅢ）もほぼ垂直な斜面で起伏

に富む。堤頂上部には不安定岩体が密集しロックネ

ットで覆われている。斜面は火山角礫岩等で構成さ

れ、地殻変動などの作用で生じた背面亀裂を有する

不安定岩体が 72 個目視された。 

そこで各岩体の物理的安定度や落石影響度を評価

し、対策必要岩体の特定、落石事故および損傷を未

然に防ぎ、長期的に安全な斜面を維持する対策技術

を検討するため、平成 15 年 5 月『豊平峡ダム斜面

対策技術検討会』i)を設置した。検討会ではボーリ

ングやカメラ画像、赤外線および弾性波探査などか

ら、各岩体のＦＥＭおよび極限平衡法（３章）によ

る安定解析、ＤＤＡ影響度解析を行い、対策優先度

ランクに区分して対策が必要な岩体を特定した。 

これまでの斜面危険回避策は、岩体不安定度の特

定評価ができないために、ロックネットによる面的

な応急措置だったが、ロックネットには抑止力や長

期安全性は期待できない。 

岩体の対策優先度評価により、対策必要岩体を特

定したうえ適切な対策を実施すれば、効率的投資に

よるコスト縮減・斜面全体の長期安全性が確保され

る。またロックネット撤去が可能となれば、斜面本

来の岩肌が現れ景観の向上という大きな効果がある。 

対策工法は、①浮石除去 ②ロックボルト縫付ま

たは岩切 ③将来の風化剥離小落石は施設系対応 

とし、工法選定は長期安定性や施工性、経済性に加

え、環境・景観に十分配慮するよう方針が示された。 

図-１ 豊平峡ダム斜面状況 

図-２ 右岸側堤体向き斜面（エリアⅠ）の対策優

先ランクと対策工ロックボルトの施工例
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２. 斜面対策における景観検討 
 
ダムと周辺の豊かな自然環境が創りだした貴重な

景観を守り育てていくために、将来のダムエリアに

とって望ましい景観目標像を定め、景観形成に当た

っての基本理念・方針（景観形成マスタープラン）

を検討立案すること。またダム関係機関と住民が景

観に関する情報を共有し、ダム設備や関連施設の設

置や改修の際にマスタープランを柱とした協議を行

ない、実現に向けた指針（ガイドライン）を作成す

ること。これらを目的として、平成17年9月『豊平

峡ダム周辺景観協議会』を設置した。 

景観形成の視点から、各対策工法・デザインにつ

いて景観有識者を座長に協議を行い、各施設毎にガ

イドラインを設定した。最終的な工法選定は、協議

会の議論結果を踏まえたうえ、長期安全性や経済性

を総合的に勘案し決定した。 

 
 
３. 岩体の安定解析 
  
 亀裂を有する岩体安定解析には極限平衡法を用い

た。安全率 Fsは式(1)の通り表される(図-３参照)。 

   ここに cは粘着力、φは内部摩擦角 

 

急崖で複雑な形状を呈した斜面に位置する岩体の

地質情報入手は極めて困難である。このことから、

次のような工夫を行った。 

考慮すべきせん断摩擦力は図-３に示す底部亀裂

（想定すべり面）のみに与える。式(1)の c, φを

得るにはせん断応力τ を求める必要がある。解析対

象の岩体を採取することは出来ないので、右岸斜面

で容易に採取できる、自然亀裂を有する小岩体のコ

アを採取し、図-４のような亀裂一面せん段試験を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直応力σ －τの関係を得るために、σを３ケ

ース設定した。対象亀裂のτ は、過去にせん断履歴

を受けているため、τには初期ピーク以降の平均値

を採用した（残留せん断力 rτ と呼ぶ）。結果を図-

４に示す。 

rτ 不連続面のせん断強度を規定する c、及び内

部摩擦角φは、 rτ σ を直線回帰し、切片を c、傾

きをφとして結果を図-５にプロットした 。 

本論の特徴は、亀裂面に土砂介在（粘着土）が認

められたことから、想定すべり面への土砂を含むせ

ん断特性を考慮した点である。図-６に粘性土の一

般的な c 、φの値と、崩落実績がない理由から最低

安全率の 0.1=Fs を直線でプロットする。 

この Fs直線と、岩盤と土砂の各 c 、φの値を結

ぶ直線との交点が、土砂を介在した岩盤すべり面の

c、φと定めた。 
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図-６ 土砂介在亀裂面の c、φの関係
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４. 斜面対策のスキームと工法の選定 
 

岩肌や不安定岩体を含む岩盤地形が景観資源の構

成要素であることから、斜面対策のスキームは岩盤

斜面の形状保全に努め、対策工により斜面安定が確

保されれば最終的に露岩する。将来の風化剥離に伴

う小落石対策は検討委員会の方針に基づき、各箇所

ごとに適する施設系工法を選定する。 

 ただし右岸渓谷向き斜面（エリアⅡ）の頂部（比

高 150m）には、図-３に示す巨大な不安定岩体が２

岩体存在する。岩切により地表面を改変することは

先の方針と異なるし、大規模仮設工が必要となる。 

そこで背面から約 26ｍのロックアンカー６本を

挿入し、岩盤表面手前に定着する逆アンカー待受工

法を採用することとした（図-７）。逆アンカー工

法の採用は国内で３番目の事例となる。 

前述の式(1)にアンカー抑止力 Pr の項を設けると

常時は式(2)、地震時は式(3)で表される。なお H
は地震水平力。 

求めると、常時抑止力 Pr1＞地震時抑止力 Pr2 と

なったため、設計アンカー抑止力は常時 Pr1 とした。 

 

( ) )2(Pr1 　lcFs ∗+−∗= αβ  
( ) )3(sin)cos(Pr2 　θαθβ ∗−∗+−∗+∗= HlcHFs

  
ここに､ ∑ ∗∗= φθα tancosW 、 ∑ ∗= θβ sinW  

なお、ストランド初期緊張力を 50KN/本とした。 

 
 
５. 風化岩盤斜面の被覆対策工 
 
堤体上流側の右岸斜面では、既設吹付工の劣化と

背面湧水による表層岩盤の風化が著しく進行してお

り、表面被覆と湧水処理対策が必要だった。一方周

辺斜面の対策工は、地形を極力改変させず対策のの

ち露岩し、斜面表層の荒々しい岩肌と自生植物が織

りなす自然景観の形成を目標としているのに対して、

人工構造物による表面被覆は景観面でリスクがある。 

そこで最小限のコンクリートフレームにより被覆

構造物の安定性を確保し、同時に周辺の急崖岩盤斜

面に自生するツル類のように安定生育ができて、か

つ被覆機能も備えた植生基盤工を考案することとし

た。この斜面は 1：0.3 の急斜面で、植生生育が極

めて困難な勾配である。始めにほぼ垂直な周辺急崖

岩盤斜面に自生する植生の生育観察調査を行った。  

観察の結果、①植生基盤はごく僅かにある窪地や

平坦部分で成立。②岩盤亀裂深くに根の伸長や気根

が活着。③植生基盤である岩盤亀裂には、少量でか

つ良質な土砂が存在。④岩盤亀裂や凹部などの水分

の流路に沿って生育。 であった。 

これらの知見を活用し、植生基盤工の構造を考案

した。蛇篭工をヒントとして鋼製組立網で平坦部を

設け、それに砕石を詰めることで間隙が岩盤亀裂に

似た基盤形状を成し、さらにその間隙には、自生植

物の根に存在した土砂を分析して人工配合した客土

を充填した（図-９）。植生基盤工をフレーム間に

配置することで背面湧水の導水口となり、フレーム

背面の湧水被圧化を防ぐ一方で、植生基盤に必要な

水分の供給が可能となる。 

植生基盤工は基盤整備に留め、種子の飛来等によ

る自生種の復元型緑化とした。 

植生基盤工は載荷等の外力に対する変位を許容す

る柔構造であるが、コンクリートフレームは剛構造

である。一体構造とするには植生基盤工の沈下変位

を制限値内に収める必要がある。類似構造体の実績

変位や載荷試験データが得られないため、基盤工の

縮小モデルによる載荷試験を行って構造を決定した。 

 

図-８  岩盤斜面の自生植物の観察

図-９植生基盤工ユニット概念図
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６. 将来の風化剥離小落石対策工 
 

(1)対策工の概要 

将来の風化剥離小落石対策は、予想される落石被

害の対象物と影響度を勘案し施設系で対応する。 

右岸側堤体向き斜面（エリアⅠ）では、人的被害

とダム設備への影響度が最も大きい。そこで堤頂に

至る斜面下に位置する管理用通路の利用者侵入を禁

止し、落石影響範囲外に橋梁を設置し通路を設ける

案、落石シェルター案、斜面中段に展望スペースを

設置する案、対象斜面を擬岩で被覆する案、を比較

検討した結果、長期的に安全性が確保され景観的負

荷が比較的少ない橋梁案を採用した。  

老朽化した斜路昇降設備は耐落石構造に改良し、

天板には土砂クッション材を設けてリバウンドの抑

制を図った。将来的に種子が飛来することで自然緑

化による景観効果も期待できる。 

右岸渓谷向き斜面（エリアⅡ）では、人的被害は

ないが位置エネルギーが大きいため減勢工の損傷が

予想される。経済性と環境・景観的負荷の観点から、

落石防護に満たず落石エネルギーの低減を目的とし

た土堤落石待受工を選定した（図-13）。自然緑化

で周辺地形に馴染んでいくものと期待している。 

左岸側斜面（エリアⅢ）では、堤頂への落石によ

り人的被害とダム設備への影響が予測される。防護

位置が限定され、長期的に確実な安全性を確保する

ため、堤頂左端部に落石防護工を採用した。 

 

 

 

 

 
 

（2）橋梁対策工（右岸堤体向き斜面） 

 図-11,15 に示す本橋は、ダム湖面を跨ぎ堤頂へ

架かる単純片持梁のＰＣ箱桁フィンバック橋である。

ダムへ架橋した先行事例は見当たらない。片持で桁

長 43ｍの橋梁は国内最大規模である。 

橋長：５３ｍ 

形式：ＰＣ箱桁フィンバック橋（１径間片持構造） 

   ポストテンション方式 

規格：道路橋 第３種５級 

設計荷重：群集荷重、緊急車両及び 25t クレーン車

両１台通過（落石緊急時対応） 

基礎：地中連続壁（３壁） 

 
 

a) 橋梁形式の選定 

橋梁形式の選定にあたり、経済性のほか、ダム条

件により以下の制約を満足する必要がある。 

① 橋梁の荷重をダムにかけないこと 

② 桁下余裕：H.W.L+900mm 以上 

（桁高 1600mm 以下）の確保 

制約条件を満たすフィンバック・斜長・エクスト
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図-13 右岸減勢工向き斜面の落石待受工と
左岸斜面の落石防護工 

図-14  左岸落石防護工の大きさのイメージ

図-15 橋梁側面・断面図 

図-12 既設斜路昇降設備を耐落石構造に改良
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ラドーズド橋のうち、比較的コンパクトで経済性に

優れたＰＣフィンバック箱桁橋を採用した。 

 フィンバックとは魚の尾びれの意であり、横から

見ると形状が似ていることからこのように呼ばれる。

フィンバック両端の壁にはポストテンションＰＣケ

ーブルが挿入されている。 

b)  橋梁の設置位置 

架橋位置は、①落石到達位置（落石シミュレーシ

ョン）、②橋台設置が可能な地盤の位置、③利水施

設との取り合いにより設定した。落石シミュレーシ

ョンによる落石到達範囲を図-11 に示す。 

c) 橋梁の景観検討 

これまではダムエリアに入ると障害物なくダム・

湖その両側に切立った岩盤斜面が視野に飛び込んで

きた。橋梁を設置すると最初に目に入る構造物がこ

の橋梁（図-11）で、特に両端の３ｍの壁（フィン

部）が前方の視界を妨げることによって自らの存在

を主張しかねないという懸念から、景観協議会にお

いて協議を重ね、橋梁景観ガイドラインを設定した。 
① 構造物の威圧感、圧迫感の軽減に努める 

② 目立たず機能美を重視し、構造物として主張し

ないこと 

③ 橋上が新らたな視点となることから、開放的な

頂上空間を創ること 
d) 橋梁基礎工 
橋台設置箇所（図-11,15利水施設側）の地質は火

山角礫岩で、地表部に弱風化層があるが深部は硬質

である。一方、本橋梁は片持構造であり基礎前面に

大きなモーメントがかかるため、基礎前面の抵抗が

必要である。また国立公園内で観光景勝地でもある

ことから、基礎掘削における発破使用は不可、また

ブレーカー等による大規模な岩掘削はコスト高とな

り工期が長くなる。 
そこで比較的小規模な構造で岩掘削量が少ないも

のの、前面抵抗が期待できる地中連続壁基礎を採用

した（図-15,16断面図）。 
次に、基礎掘削のコスト縮減と施工工期短縮が可

能な地中掘削方法の検討を行った結果、一般的に場

所打ち杭の掘削に使用される回転式ケーシングドラ

イバー工法を採用した。 
施工の手順は、①ケーシングを回転させ円柱状に

岩掘削する（図-16）、②坑壁保護のためほぐした

土砂を充填する、③円柱状の岩掘削を連続的に行い

基礎壁が収まる大きさにする、④岩掘削終了後、坑

壁保護の土砂を取り除き、地表面で組み立てた鉄筋

篭を挿入する（図-17）、⑤底面50cmの位置からト

レミー管でコンクリートを流し込み、連続壁の断面

を満たす岩掘削空間全体にコンクリートを行渡らせ

る。 
掘削坑内に作業者が立入ることなく施工できる面

で人的事故リスクが少ない。 
施工上の注意点は、坑内の地下水・土砂のスライ

ム及びエアーをコンクリートのトレミー管打設で完

全に押上げ、坑壁に隙間なくコンクリートを充填さ

せることである。充分でない場合、基礎必要断面の

確保や地盤からの受動抵抗が保障されない。そのた

めには、打設前のスライムの除去、打設方法と速度

や、コンクリートの流動性・水中分離抵抗性等の性

状遵守を心がけなければならない。 
打設後は地中であるため直接的な出来高確認が出

来ない。本施工では、岩盤斜面の亀裂検知に用いた

高周波衝撃弾性波法による非破壊探査で、橋梁基礎

コンクリートの充填確認を試みた。地中コンクリー

トの出来高確認方法として提案するものである。 
e) 上部工架設工法 

桁下が貯水池のためオール支保工による架設がで

きない。ポステン桁用の架設桁を併用した張出し架

設工法で架設した（図-18）。 

 

 

地中連続壁 ケーシング
ドライバ 

図-16 回転式ケーシングドライバー掘削

図-17 鉄筋篭の投入とコンクリート打設

図-18 橋梁上部工の張出し架設状況 
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f) 橋梁端部とダムの離間距離の設定 

アーチ式である豊平峡ダムは、応力による上部変

位が比較的大きい。貯水位変位だけでも堤頂中央部

の上下流方向変位量は約５cm ある。 

大規模地震時に堤頂が上下流方向に挙動しても橋

梁端部と接触しないよう十分な離間距離を設定しな

ければならない。 

「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針

（案）・同解説（国土交通省河川局）」に基づき３

次元地震応答解析（ＦＥＭ解析）を行った。 

解析手順は、①地震履歴と周辺活断層分布から、

距離減衰式及び等価震源距離式に基づき、加速度応

答スペクトルを算定 ②地震動の原種波形には、ア

ーチダムで採用実績があり国土交通省が推奨する一

庫ダム（兵庫県）波を採用 ③一庫スペクトル適合

波とダム耐震性能照査用下限スペクトル（指針によ

る）との適合度を確認する ④ダムと基礎岩盤をモ

デル化し、弾性係数やＰ波・Ｓ波及びポアソン比な

どの物性値や荷重条件を設定する ⑤ダムに生じる

応力と歪の関係を線形とし、継目劣化を考慮せず線

形弾性体とする ⑥減衰定数を５％と設定しＦＥＭ

解析を実施する。  
観測地震波から得られた豊平峡ダムの固有周期は

3Hz である。図-20 に示すように、橋梁部の解析加 

速度応答が 680～770gal で、固定周期 3Hz の照査用

スペクトル 700gal と適合することから解析結果は

ほぼ妥当と考えられる。 

 

 
 

 レベル２程度の大規模地震でも衝突が防げる橋梁

位置のダム必要離間距離は、ダム変位４cm＋地盤変

位４cm（ダムと逆位相の場合）、前述の貯水位によ

る変位５cm を加えて、13cm 以上となった。 

 

g) 歩行共振振動に関する検討 

本橋は片持橋梁であることから、先端部（ダム

側）ほど歩行者の歩行による共振振動が増幅する。

それが歩行者にとって安全でかつ不快感与えない程

度なのか共振に対する検討が必要である。 

フィッシュボーンモデルを用いて歩行外力による

３次元動的解析により応答値を 4 ケース求めた。最

も厳しい「片持側から支持側に向かって歩行者が鉛

直１次モードに共振する歩行速度で進入した場合

（1.218Hz）」ケースでも、「揺れを感じる程度」

であり歩行者の快適性に問題がないと判断した。 

 

 

６．あとがき 
 

 豊平峡ダム堰堤改良事業は平成 15～20 年度に実

施した。ダムの安全性に問題が生じる前に、対策の

基本方針を立案し、長期安全性・経済性・環境及び

景観への配慮について俯瞰的視野に基づきロジック

を組立て、事業を実施したものである。 
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図-20 解析応答加速度の妥当性の検証 
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図-21 大規模地震時の動的解析変位（上下流方向）
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図-22 フィッシュボーンモデル 


