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定山渓ダムでは水質や水温に応じて水位を選択し取水しているが、取水設備は設置から３０
年以上が経過し老朽化が進行している。
定山渓ダムにおける維持管理計画に基き、取水設備のゲート構成部材及び開閉装置の更新に
必要な全てのゲートを引き上げて固定するための休止装置が設置されていないことやクレーン
の設置箇所が限られることから、今後の維持管理を見据えて取水設備の更新手法について事前
に検討した結果を報告する。
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1. はじめに

2. 取水設備の概要

定山渓ダムでは、豊平川へ流れ込む水量の調節のほか
に札幌市の上水道や発電の水源としての役割を果たして
おり、取水ゲートにより水質や水温に応じて水位を選択
取水し、札幌市水道局や北海道電力に常に水を供給して
いる重要な設備である。平成元年に完成し、管理開始か
ら30年以上が経過し老朽化が進行してきている。
維持管理計画に基づいた取水設備のゲート構成部材交
換に必要な取水ゲート全体を引き上げて作業を行う休止
装置が建設時に設置されいないこと。図- 1のとおり堤
頂道路が道道１号小樽定山渓線となっているため作業ヤ
ードを確保できず、開閉装置の搬入に必要なクレーンの
設置場所が限定されるなどの厳しい条件がある。このこ
とを踏まえて今後の維持管理を見据えた取水設備の更新
方法について事前に検討した結果を報告するものである。

定山渓ダムの取水設備は呑口管と段数5段の円形多段
式ゲートで、ゲートの直径は2m～3m、全長は13.1m～
56.6m、ゲート5段の総重量は111t、開閉方式は電動モー
タを使用したワイヤロープウィンチ式により上下に昇
降・伸縮を行い、最大で10㎥/sの取水が可能である。
図- 2に最大限縮めた状態の取水ゲート概要図を横向
きで示す（左側が上方）。取水ゲートは呑口管とNo.1～
No.5の取水管で構成されている。上段用と下段用2台の
開閉装置からワイヤーロープによりシーブを介して吊っ
ており、上下それぞれを独立して動かすことができる。
各管にはゲート昇降時の揺れを防ぐため1段あたり4個の
ガイドローラが全7段28個、管の連結部には水密ゴムが9
箇所存在している。
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図- 1 定山渓ダム
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図- 2 取水ゲート概要図（全縮状態）
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呑口管にはNo.1～No.4の取水管を吊り下げできる休止
装置があり、休止装置に吊り下げることで各取水管を引
抜くことができる点検モードを有している。
今回は開閉装置のほかに、ゲート構成部材であるガイ
ドローラ、シーブ、シーブ軸、ワイヤーロープを対象に
更新の検討を行った。
検討対象のうちガイドローラは、水位がEL371.0m以下
であれば全縮状態で引き上げることで交換可能である。
また、水密ゴムは、水位がEL368.5m以下であれば前述の
点検モードを利用し取水管を順次引抜くことで交換可能
である。なお、定山渓ダムの平常時最高水位はEL381.5m
となっている。更新の検討対象のうち開閉装置、ワイヤ
ーロープ、シーブ及びシーブ軸はゲートを吊り下げてお
り、これらの更新に際しては別途ゲートを支持する必要
があるため、ゲート受架台を設置しゲート全体を支持す
る方法について、検討を行った。
図- 3 ワイヤーロープによる吊り下げ

3. ゲートの支持方法の検討
取水設備のうち、ワイヤーロープ、開閉装置の更新に
はゲート全体を支持する必要があるため、ゲートの支持
方法として以下の3つの案を検討した。
(1)第１案 ワイヤーロープによる吊り下げ
図- 3に示す取水塔主桁下部4箇所に吊り金物を溶接し、
これを利用してワイヤーロープで受架台を吊り下げゲー
トを支持する方法。ワイヤーロープは各取水管のガイド
ローラを保持しているガイドアームに開けた貫通穴を通
して吊り下げ、受架台は使用時に引き出して使用するこ
ととした。不使用時には取水塔横桁へ吊り下げ格納する。
この方法ではゲートと受架台の自重約120tを4本のワ
イヤロープで支えるためワイヤロープは直径60mm以上が
必要となり、長さ35mで1本あたりの重量は約0.7tになり、
ワイヤーロープが大口径になることと作業重量が大きい
こと、さらに、上屋作業空間が狭隘であることから、作
業員によるワイヤーロープの引き上げ等が非常に困難で
あることが懸念された。
(2)第２案 ガイドレールへのブラケット設置
図- 4のように取水塔のガイドレールに受架台をボル
ト止めし、各取水管のガイドアーム（図- 5）の下部で
ゲートを保持する方法。複数の受架台で支持できるため、
大きな受架台は不要となる。
ただし、ガイドレールや取水塔支柱に、建設時に考
慮されていなかった取水ゲート自重による曲げ応力が作
用するため、強度不足が懸念された。

図- 4 ブラケット設置

ガイドアーム

図- 5 呑口管のガイドアーム
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(3)第３案 ダム堤体に固定する受架台の設置
ダム堤体壁面を利用して取水ゲート最下部に受架台を
設置し、ゲートを支持する方法。受架台は堤体壁面へ固
定し、工事の都度取り付け、取り外しを行うこととする
（図- 6）。この方法では堤体壁面からゲート中心まで
約5mの距離があることから、前述の１，２案と比較して
ゲートを支持する受架台は大型になる。また、昇降階段
の取り外し等の付加作業が生じる。

図- 7 堤頂道路からの受架台設置

図- 6 受梁設置
(4) 支持方法の決定
受架台が大型になり仮設費用は大きくなるが、強度上
の懸念等が少なく施工の実現性の高い第3案で検討を実
施した。
受架台の設置に際し堤頂道路からのクレーン作業では
上屋が支障となり受架台を取水塔へ引き込むのが困難で
ある（図- 7）。仮設費用は大きくなるが、ダム湖にク
レーン台船を設置し作業することとした（図- 8）。本
案ではダム堤体へアンカーを打つことへの強度上の懸念
はあるが、他の案と比べて取水塔に負荷のかからないた
め、本案の採用が最善であると考えた。

NAKAGAWA Ryoki, OGIHARA Masashi,KUBO Kiyonobu

－ 708 －

図- 8 クレーン台船からの受架台設置

4. 開閉装置の更新方法
取水ゲートの支持方法に続いて、開閉装置の更新方法
について検討を行った。図- 9のとおり、取水塔上屋に
は堤頂道路側から制水ゲート開閉装置、取水ゲート上段
用開閉装置、下段用開閉装置の順で設置されている。開
閉装置はワイヤーロープを巻き取るワイヤードラム外径
が1.8mあり、重量が1台30t程度あるため、撤去の際には
ワイヤードラムや駆動部のブロックごとに解体する。

図- 10 屋根撤去＋堤頂道路からの施工
(2) 屋根撤去＋クレーン台船からの施工
第1案と同様に上屋の屋根を撤去し、装置の吊り込み
はダム湖上のクレーン台船から行う（図- 11）。屋根撤
去と復旧時以外は堤頂道路の通行止めを行わずに施工が
できるが、冬期はダム湖が結氷するため台船を設置でき
ない。

(1) 上屋屋根の撤去＋堤頂道路からの施工
開閉装置の設置撤去にあたり、装置をクレーンで吊り
込むために上屋の屋根や梁材を取り外す方法が考えられ
る（図- 10）。これらを取り外すことで操作盤等の養生
や一時撤去の必要が生じるほか、上屋には変形の懸念が
生じる。また、作業半径が大きくなるため比較的大型の
クレーンが必要になり、クレーンの設置中は堤頂道路の
24時間全面通行止めが発生する。
図- 11 屋根撤去＋クレーン台船からの施工
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(3) 開閉装置の引き出し
上屋入り口壁を取り外し開閉装置をジャッキアップし
堤頂道路へ引き出しトレーラへ吊り込むことで、上屋変
形や操作盤等養生の懸念を減らすことができる（図12）。また、クレーン作業半径が小さくなることから、
堤頂道路は24時間片側通行と作業時の夜間全面通行止め
で施工が可能になる。
この方法では堤頂道路側開閉装置から順に撤去していく
ことから、制水ゲート開閉装置についても一時撤去の必
要が生じる。制水ゲートは本工事期間中は全閉とするた
め、開閉装置からワイヤーロープを外し主桁等へ固定す
ることで対応可能である。

図- 9 開閉装置位置図
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図- 12 開閉装置の引き出し

5. 開閉装置以外を対象とした代替案
更新検討の対象設備（ガイドローラ、水密ゴム、シー
ブ、ワイヤーロープ、開閉装置）全て交換可能な方法の
検討を行ったが、大規模な仮設工事が必要となるため、
開閉装置以外の部材を対象に、仮設規模の小さい代替案
の検討を行った。
ガイドローラと水密ゴムについては全縮状態の点検モ
ードを利用することで交換が可能なため、ワイヤーロー
プ、シーブ及びシーブ軸について交換の方法を検討する。
呑口管の休止装置に取水管No.1～No.4を連結して上段
用開閉装置で吊り、取水管No.5を別途仮吊りすることで
下段用ワイヤロープ、シーブ及びシーブ軸が更新できる。
同様に取水管No.5に取水管No.2～No.4を乗せて下段用開
閉装置で吊り、呑口管及び取水管No.1を仮吊りすること
で上段用ワイヤロープ、シーブ及びシーブ軸が更新でき
る（図- 13）。

下段用部材の更新

上段用部材の更新

図- 14ワイヤーロープを仮設材と考え連結
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No.4 と No.5 の取水管を
ワイヤーロープで連結し
ている。

図- 13開閉装置と仮吊りの組み合わせ
また、上下段用のワイヤーロープを仮設材として考え、
仮設時の安全率を適用すると、上段用開閉装置または下
段用開閉装置の1台でゲートすべてを吊り下げることが
できる。この場合、取水管No.5を上部取水管と連結し上
段用開閉装置で吊ることで下段用ワイヤーロープ等を交
換することが、取水管No.5に上部取水管を乗せて下段用
開閉装置で吊ることで上段用ワイヤーロープ等を交換す
ることができる（図- 14）。過年度にワイヤーロープを
交換した際はこの方法で行っている（図- 15）。
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図- 15 過年度の施工状況

6. まとめ
本件では、取水設備開閉装置の更新を含む大規模なも
のと、開閉装置を除いた軽微なものの検討を行った。
近年の点検結果では、ガイドローラ（図- 16）やシー
ブ軸（図- 17）に老朽化の進行が認められる。また、開
閉装置については現時点では点検結果に問題は無いが、
長期的な維持管理計画の中で分解整備が予定されている。
これらの更新等の際には本検討を踏まえ修繕工事の仕様
書に反映させるなど、今回の検討成果を活かし、より効
率的に取水設備の維持管理を行っていきたい。
図- 17 シーブ軸の発錆状況

図- 16 ガイドローラ回転不良
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