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三笠ぽんべつダムは白亜紀堆積岩である硬質砂岩を基礎とする。硬質な岩盤を基礎とするダ
ムサイトでは、シーティングジョイント等の節理が発達することで地表付近にゆるみが生じ、
ダム建設上問題となる場合がある。当サイトでも、地形に調和的な構造の節理（地形性節理）
によるゆるみ岩盤が発達しており、ゆるみ岩盤の適切な評価が課題となっている。
ゆるみ岩盤の評価手法に、節理の開口量を指標として評価する方法があるが、当サイトでは
横坑観察結果と同位置での水平ボーリング調査結果（ボアホール画像）において節理の開口状
況に相関が認められなかった。そのため、ボアホール画像から得られる開口量情報のみのゆる
み岩盤評価は、当サイトでは適切に評価出来ないことが判明した。
本事業所では、横坑観察に基づいて当サイトのゆるみを特徴づける要素の把握を行い、ボー
リング調査結果へ展開するゆるみ解析によってゆるみ岩盤評価を試みた。ゆるみ岩盤評価で作
成したゆるみ区分は、横坑観察結果とも調和的であり、当ダムサイトのゆるみ岩盤をより適切
に評価することができた。
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１．はじめに
三笠ぽんべつダムは、石狩川水系幾春別川支川の奔別
川に建設が進められている治水専用の流水型ダムである
（図-1、
表-1）
。
本ダムは、
幾春別川総合開発事業として、
桂沢ダムの再開発（新桂沢ダム）と併せて 2 ダム 1 事業
で建設が進められており、新桂沢ダム建設時に発生する
コンクリート用骨材には適さない低品質材を堤体材料に

用いることが可能となることから、台形 CSG ダム型式
として建設が進められている。
基礎岩盤を適切に評価する際には、堤体の安全性（滑
動抵抗、堤体の必要強度）の観点から、ゆるみ岩盤を確
実に除去することが重要である。
本ダムサイトの基盤は、白亜紀堆積岩の硬質砂岩であ
る。応力解放に伴うシーティングジョイントが発達して
おり、ゆるみ岩盤が地表付近に厚く分布している。
表-1 三笠ぽんべつダムの計画概要
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図-1 三笠ぽんべつダム標準断面図（常用洪水吐き）
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岩盤の「ゆるみ」については、文献 1)で以下のように
定義がされている。
「応力解放・重力作用・風化作用等に起因した変形・
体積増加・密度減少などにより、亀裂の発生・開口・ず
れなどを生じ、岩盤の状態を保ちつつも全体として変形
しやすくかつ非弾性的性質が大きくなった状態」
すなわち、ゆるみの発達様式が地形・地質や外力の影
響程度によって異なるため、ゆるみ岩盤の評価はサイト
ごとに行われる必要がある。
ゆるみの把握は、一般的に節理の開口量に着目した評
価手法が用いられる。しかしながら本調査サイトにおい
て、前述の手法が横坑において実施したゆるみ調査結果
に対応しないことが判明した。したがって、ゆるみの把
握には新たな評価手法を用いた調査が必要となった。
当ダムサイトの地形地質の特徴を考慮した上で、新た
なゆるみの評価手法の作成を行った。具体的には、横抗
観察結果と詳細コア観察、ボアホールカメラ解析を組み
合わせた、ゆるみ解析図によって評価した。

ダムサイトは硬質砂岩を主とする白亜紀の堆積岩が分
布し、数 m 厚さの泥岩および砂質シルト岩を挟在する。
砂岩層の基底にはしばしば礫岩を含む。地質構造は南北
（左右岸）走向、西（下流側）に 70°程度傾斜する単斜
構造である。
2.2 ゆるみ岩盤の特徴
本ダムサイトに見られるゆるみ岩盤の形成は、斜面の
応力解放により地形に平行な節理（地形性節理）が発達
し、
重力によって斜面下方へ変形することで形成された。
このゆるみ岩盤にみられる特徴は、斜面に対し差し目方
向の節理（山差し傾斜の節理）の存在や割れ目の大幅な
開口、ブロック化した岩盤の回転等がある（図-3、写真
-1）
。
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２．本ダムサイトにみられるゆるみ岩盤の特徴
2.1 ダムサイトの地形地質
ダムサイトの地形は V 字谷となっており、EL.160m 以
上は両岸斜面ともに傾斜 35°程度の一様な斜面を形成
している（図-2）
。河床から 10m 高い位置には緩斜面が確
認され、段丘堆積物が分布している。斜面にはゆるみに
伴い崖錐化した 50 ㎝以下の角礫が多数分布し、稀に 2m
以上の巨礫も確認される。
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図-3 ゆるみ岩盤の概念図
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図-2 三笠ぽんべつダムサイトの地形図（A-A’断面は図-7 に示す）
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し、ゆるみ岩盤の観察を目的とした横坑（図-2 T-10）で、
掘削前に実施した水平ボーリング（ボアホールカメラ解
析）で開口と計測された節理が、横坑の坑壁ではシート
片を挟在する密着節理で観察され、調査手法の違いで開
口量情報が異なることが報告された 2)。よって、ボアホ
ールカメラ解析による開口量測定結果をゆるみ岩盤の把
握にそのまま用いることは、過大な評価につながるもの
と懸念された。そこで、ゆるみ岩盤の把握は、開口量を
評価基準としない、新たな評価手法によるゆるみ解析が
必要となった。

写真-1 露頭におけるゆるみ部の状況
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▼
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本ダムサイトのゆるみ岩盤に関連が深い地形性節理は、
シーティングジョイントと考えられており、その形成要
因として河川の削剥に伴う斜面の応力解放であると考え
られる。地形性節理の特徴を以下に示す。
・伸張性節理である。
・地形に対して調和的な走向傾斜をしている。河床部
で低角、斜面部で急になる。
・1 つの褐色酸化帯に 2 条以上の節理が認められ、節
理群を形成する。節理群中の節理に挟まれた岩片は
しばしばコアで岩片（シート片）として採取される。
・節理はアンジュレーションがある。砂質岩において
乗り移りや分岐等の形態を示す場合がある。
・岩相によって節理の連続性が異なり、砂質岩では比
較的連続性が良いが、泥質岩では不連続となる。断
層でも不連続となる。

3.2 ゆるみ解析
ゆるみ岩盤の性状は調査横坑において最も把握できる
ものである。本サイトの右岸側には横坑がほぼ直線上に
位置し、ゆるみ岩盤を検討するのに適している。
そこで、本ダムサイトのゆるみ岩盤の把握は、同一断
面上に位置する 3 本の横坑（図-2）から判断されるゆる
み区分と横坑周辺にあるボーリングコアを比較して、ボ
ーリングコアにおけるゆるみ解析の手法を検討した。図
-4 に解析のながれを示す。

３．ゆるみ岩盤の検討

▼

横坑のゆるみ区分深度と
ボーリング深度との対応
▼

各ゆるみ区分でコア状況を確認
（コア詳細観察結果とボアホール解析結果
との対比）
▼

ボーリング孔における
ゆるみ区分手法の決定
▼

ゆるみ区分図の作成

3.1 ゆるみ岩盤の評価手法
本ダムサイトでは、多くのボアホールカメラ撮影を実
施しており（図-2）
、ゆるみの把握は画像解析から得られ
る開口量に基づいて評価できることが期待された。しか

図-4 ゆるみ岩盤解析のながれ

表-2 T-10 横坑における深度方向への坑壁変化状況
検討指標

深度方向への変化状況
坑口側

境界深度

節理の開口量と
連続性

10mm以上の開口節理が連続性を
もって分布

12.5m

節理の傾斜

地形性節理、山差し傾斜節理が分
布

12.5m

節理頻度
風化褐色化

横坑中央部

境界深度

数mmの開口は認められるが、そ
の開口は不連続

19m

横坑深部
節理の開口は認められない

地形性節理のみ分布

・4～7本／1m程度

9m

・2～4本／1m程度
・最大で5本／1m

19m

・2本／1m以下
・0本／1mもあり

ほぼ完全に褐色化している

12m

節理の周辺部で褐色化している

19m

新鮮部（一部節理沿いに褐色化）
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表-3 ゆるみ状況区分（T-10 横坑）

ゆるみ区分

岩盤状況（横坑での状況）

ゆるみ部

地形性節理、山差し傾斜の節理がランダムに発達し、開口・連続している場合が多
い。中には10mm以上開口している節理もある。全体的に褐色化している。節理の開
口やずれによる変形を伴い、岩塊状を呈する。

弱ゆるみ部
(非ゆるみ部Ⅱ)

地形性節理が概ね2～5本/m程度で発達する。山差し節理の分布はほとんど確認さ
れない。節理の開口は稀に見られるが、その連続性はない。新鮮部と褐色部が混在
する。節理の開口が限定的で、明瞭な変形を伴わず、岩盤としての状態を呈する。

微～非ゆるみ部 地形性節理は概ね0～3本/m程度。節理は密着している。新鮮部が広く分布する。良
(非ゆるみ部Ⅰ) 好な岩盤状態を呈する。

<①ゆるみ判断指標の抽出>
ゆるみ解析用に掘削された T-10 横坑の坑壁状態をも
とに、ゆるみ判断指標を抽出し、坑壁の状況を整理した
（表-2）
。その結果、抽出した指標は「節理の開口量と連
続性」
、
「節理の傾斜」
、
「節理頻度」
、
「風化褐色化」の指
標について概ね同深度で特徴的な傾向を有していること
が判明し（表-2）
、ゆるみの判断指標になり得るものとし
た。

※枠内の数字はゆるみ区分と
ボーリング孔との交差深度

8.5m

8.3m

B-90
T-10

13.2m

T-9
12.5m

13.3m

S.W.L

<②抽出指標を用いたゆるみ状況区分>
上記の 4 指標を基にゆるみ状況を検討した結果、基礎
岩盤は大きく 3 つのゆるみ状況に区分された（表-3）
。こ
こで、弱ゆるみ部、微～非ゆるみ部は岩盤としての状態
を呈しており、
台形 CSG ダムの基礎岩盤として判断した。
<③ゆるみ判断指標の決定>
ゆるみ判断指標およびゆるみ状況区分について、他の
横坑（T-1、9）に適用し、ゆるみの状況把握を行った。
その結果、両横坑についても T-10 横坑と同様に、
「節理
の開口量と連続性」
、
「節理の傾斜（山差し傾斜の分布）
」
において同深度で特徴的な傾向を有し、ゆるみ状況の区
分が実施できた。ただし「節理頻度」
、
「風化褐色化」に
ついては、横坑間で完全な一致が見られなかった。
そこで、ゆるみ判断指標を「節理の開口量と連続性」
、
「節理の傾斜（山差し傾斜の分布）
」とし、
「節理頻度」
、
「風化褐色化」については参考扱いとした。
<④横坑データに基づくゆるみ区分>
3 横坑（T-1、9、10）で得られたゆるみ区分深度を用
い、地形に沿って、ゆるみ区分のゾーニングを行った(図
-5)。
<⑤横坑のゆるみ区分深度とボーリング深度との対応>
断面図にてゆるみ区分ゾーニングと交差するボーリン
グ孔を用いて、各ゆるみ区分の深度を把握した（図-5）
。
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図-5 ゆるみ解析（ボーリング孔）の概念図

<⑥各ゆるみ区分でコア状況を確認>
ボーリングコアにおける節理の把握にはボアホール画
像データを含めることで、より精度の高い節理情報を得
ることが出来る。
しかし前述したとおり、当ダムではボアホール画像で
開口と計測された節理が、横坑の坑壁ではシート片を挟
在する密着節理で観察される問題があるため、コアによ
るかみ合わせの判断や、ボアホール画像による開口性の
検討が困難な状況にある。
そこで、横坑近傍のボーリングについて、コア詳細観
察結果とボアホールカメラ解析結果を節理の密着状態に
着目して対比し、表-4 に示す「密着でない可能性がある
節理」と「開口の可能性が高い節理」を抽出した。これ
らを用いて節理頻度、累積節理本数、見かけ傾斜図およ
び風化状況を図示し（図-6）
、各ゆるみ区分ゾーニングに
おける傾向の把握を行った。

表-4 観察手法の対比から判断される節理の密着度評価
節理の密着状況
コア詳細観察
時での節理の
かみ合わせ

ボアホール画像解析での節理の状態
密着

シート片挟在

開口

かみ合う

密着節理

密着節理

密着節理

かみ合わない

密着節理

密着でない可能性
がある節理

開口の可能性
が高い節理

<⑦ボーリング孔におけるゆるみ区分手法の決定>
ゆるみ解析図による検討の結果、
「密着でない可能性の
ある節理」では、ゆるみ部／弱ゆるみ部境界で、節理頻
度、累積節理本数、見かけ傾斜図（山差し傾斜節理）の
傾向変化部と概ね相関が確認された。また、
「開口の可能
性が高い節理」については、出現頻度は少ないが、節理
頻度、
見かけ傾斜図でゆるみ部の分布と概ね相関がある。
したがって、横坑データによるゆるみ部／弱ゆるみ部境
界とボーリングコアでの上記項目による傾向変化の深度
に対応関係が得られ（表-5）
、ゆるみ部／弱ゆるみ部境界
の把握に有効であると考えられる。
一方、弱ゆるみ部／微～非ゆるみ部境界については、
境界付近に明瞭は変化を示す項目はないものの、節理頻
度や風化状況で傾向の違いが確認された。そのため、精
度が若干低くなるものの、ボーリングデータコアを用い
た本解析手法で境界の区分は判断可能と考えられる。

図-6 ゆるみ解析（ボーリング孔）の概念図
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図-7 ゆるみ区分断面図
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表-5 ゆるみ部／弱ゆるみ部境界における、横坑区分結果
とボーリングコア解析結果の対応関係
ゆるみ区分境界

B-77

B-90
（水平)

B-83

B-89

11.1m

12.5m

8.3m

8.5m

11.5m

12.5m

10.0m

7.2m

横坑データ
(ゾーニングしたゆる
み区分とボーリング

ゆるみ部 との交差深度)
／
弱ゆるみ部 ボーリングコア
によるゆるみ解
析結果

<⑧ゆるみ区分図の作成>
今回得られたゆるみ解析手法を用いて、ダムサイトで
調査された 77 孔のボーリングコアでゆるみ解析を行い、
ダムサイトのゆるみ分布図を作成した（図-7）
。ボアホー
ルカメラを実施していない孔については、コア詳細観察
結果を参考とした。

４．今後の課題
今後、施工に向けて以下の課題について取り組む予定
である。
ダム本体の基礎掘削時には、基礎岩盤とならないゆる
み岩盤を確実に除去する必要がある。そこで、横坑およ
び露頭等で確認された地形性節理や山差し傾斜の節理等
の事象を参考にゆるみの性質を整理し、掘削面評価のた
めのゆるみ範囲判断手法を作成する。

５．結論
本ダムにおけるゆるみ岩盤の把握には、従来のボアホ
ールカメラ画像解析等から得られる開口量に基づいた評
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価手法が適用出来なかった。そのため、横坑から判断さ
れたゆるみ区分を横坑周辺にあるボーリングコアに対比
し、各ゆるみ区分におけるボーリングコアの傾向の変化
を把握した。傾向の変化が明瞭な項目について、コアで
のゆるみ区分の設定に有効と判断し、本ダムサイト全体
のボーリング孔に展開してゆるみ岩盤の把握が可能とな
った。
最後に、図-8 に各ゆるみ区分について、既往調査の予
備載荷試験結果および孔内水平載荷試験結果を用いた弾
性係数を整理した。ゆるみ部の弾性係数は、平均値で
600MPa 程度、最小値では 0MPa に近い値になっており、
変形性が大きいことが確認された。一方、弱ゆるみ部（非
ゆるみ部Ⅱ）の弾性係数は 700～4,000MPa 程度で平均値
約 2,500MPa、微～非ゆるみ部（非ゆるみ部Ⅰ）で 2,500
～6,000MPa 程度で平均値約 4,000MPa の値となった。そ
こで、
ゆるみ部では本ダムの基礎に適さないと考えられ、
掘削対象となる。一方、弱ゆるみ部および微～非ゆるみ
部は十分に基礎となり得ると判断した。以上からもゆる
み区分が適切に行えたと考えられる。
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