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沙流川総合開発事業は、沙流川に平成10年に完成した二風谷ダムと沙流川の支川額平川に平
取ダムを建設する事業であり、現在、平取ダムの早期完成に向けて事業を実施しているところ
である。平取ダム建設の課題の１つに、左岸段丘部における止水対策の合理化が上げられてお
り、本報告では、上記課題に対する施工性及び実績を踏まえた合理的な対策工法の採用につい
てまとめる。
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1. 平取ダムの概要

2. 地形・地質概要

平取ダムは、沙流川総合開発事業の一環として、沙流
郡平取町芽生地先に建設する重力式コンクリートダムで、
高さ56.5m、総貯水容量45,800,000 m3、有効貯水容量
44,500,000m3で、洪水調節、流水の正常な機能の維持及
び水道用水の供給を目的とする多目的ダムである。
沙流川総合開発事業は、平成10年3月に完成した二風
谷ダムと平取ダムの2つの多目的ダムを建設する事業で、
昭和57年度に事業着手している。
平取ダムの事業の進捗は、平成19年度に付替道路の工
事に着手し、一部供用を開始している。今年度は堤体工
事用道路の工事に着手しており、平成31年度の完成を目
標に事業を実施しているところである。
平取ダムの建設にあたっては、多方面からコスト縮減
に関する検討を行い、その主要な対策として、左岸段丘
部の地形的特性を踏まえた、合理的な構造型式の採用が
あげられる。

(1) ダムサイトの地形・地質
ダムサイトは、右岸側には急崖地形が発達し、左岸側
の段丘面と非対称の地形を形成しており、段丘面には砂
礫からなる段丘堆積物が分布し、最大層厚25mを有する。
ダムサイトの基礎岩盤には古第三紀始新世ニセウ層が
分布し、下位より下部砂岩・泥質岩互層、凝灰岩層、細
粒砂岩層、砂岩層、泥質岩層、上部砂岩・泥質岩互層の
6つの地層からなる。
また、岩盤浅部10m程度までは部分的に高透水性を示
すものの、深部においてはほとんどが2Lu未満の難透水
を示しており、水理地質構造上の問題点は小さい(図-6)。

表-1 ダム諸元
目的
型式
堤高
堤頂長
流域面積
湛水面積
総貯水容量
有効貯水容量

洪水調節、流水の正常な
機能の維持、水道用水
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ
56.5m
350.0m
234.0km2
3.1km2
45,800,000m3
44,500,000m3

(2) 左岸段丘部の地形地質
a) 地形状況
左岸段丘面は大きく中位、高位に区分され、それぞれ
Ⅰ面・Ⅱ面に細分される。ダムサイト左岸には中位Ⅰ面、
中位Ⅱ面が分布し、この2面の境界には比高差5～15mで、
額平川および宿主別川に沿う形で段丘崖が形成される。
b) 構成地質
左岸段丘部の被覆層は下位から、古期崖錐堆積物
(Odt)、段丘堆積物①(Tr①)、段丘堆積物②(Tr②)、崖
錐堆積物(dt)および火山灰質土(Vd)から構成される。
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図-1 ダム位置図
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図-2 ダムサイト模式断面図

右岸側

このうちTr①およびTr②は左岸段丘部に広範囲に分布
する。Tr①はφ5～20cm、最大径1mの円礫～亜円礫を顕
著に含み、円礫は凝灰岩、砂岩チャート、深成岩類、変
質岩類からなり、硬質なものも多く認められる。Tr②は
φ0.5～5cmの円礫を主に含むが、ところどころにφ10～
20cmの玉石を含んでいる。

3. 左岸段丘部堤体構造合理化について
左岸段丘部は、前述のとおり部分的に高透水性を示す
箇所があり、止水対策なしでは漏水量が多くなることが
懸念される。
確実な止水方法として、左岸段丘部端部まで堤体を築
造することが考えられるが、段丘堆積物の堆積厚が25m
程度と非常に厚く、上下流の延長も長いことから、現地
条件及び建設コスト等を考慮した合理化の検討を行って
きた。
そのため、以下に示す地形的特性を踏まえ、地山を最
大限利用できる構造形式による合理化を検討した。これ
により、建設コストの縮減を図るものとした。
・左岸段丘面は、高位段丘面(Ⅰ面,Ⅱ面)と中位段丘面
(Ⅰ面,Ⅱ面)の4面に区分され、比較的高標高で広く
分布している。
・中位Ⅰ・Ⅱ面は、ダム設置標高内に広く分布してお
り、上下流の厚みも十分に有している。
・段丘堆積層は最大で約25mの厚みを有して分布し、地
山を形成している。
・常時満水位EL167.4mは中位Ⅱ面より下位であり、サ
ーチャージ水位EL184.3mは中位Ⅰ面より下位、設計
洪水位EL188.6mは中位Ⅰ面上にある。

c) 基質流失部の分布と性状
段丘堆積物中の地下水位付近には細粒基質に乏しい空
隙部が密集する基質流失部が認められる。基質流失部は
深度15～20m付近2～3mの層厚でほぼ水平に連続して分布
し、周辺地盤より透水性が高く、地盤の水理地質構造を
検討する上で重要な層相である。

写真-1 露頭で確認される基質流失部とパイプ状空隙(矢印部）

これより、左岸段丘部が高標高であり上下流に十分な
厚みがあるため、段丘部の処理を“地山の遮水工”と位
置付け、地山を最大限利用できる止水処理構造を考える
設計思想とした。

上下流に約 400ｍ
と厚みがある

中位Ⅰ面

図-3 基質流失部の分布状況
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d) 段丘堆積物の透水性状
分布層序と透水性から、段丘堆積物は基質流失部の上
部、基質流失部、基質流失部の下部の3層に区分され、
基質流失部は粒度分布も粗粒であり、透水性が高い傾向
があり、相対的な透水係数は、 基質流失部 ＞ 基質
流失部下位 ＞ 基質流失部上位 となっている。
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図―5.1.3 左岸段丘部の合理化方針
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図-5 左岸段丘部の合理化方針
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図-4 段丘堆積物の透水性状
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常時満水位(EL167.4m)は段丘面に到達していない

地下水位は常時満水位(EL167.4m)より高い

基礎岩盤は全体的に難透水性を示す

図-6 ダム軸ルジオンマップ

4. 止水対策工の必要性

5. 止水対策工法の選定

左岸段丘面は、常時満水位（EL167.4m）より概ね高位
に位置しており、常時の貯水位が段丘面に到達すること
はない。また、地下水位は常時満水位より高く、基礎岩
盤は全体的に難透水性を示しているため、常時の浸透破
壊に対する安全性は問題ないと判断できる（図-6）。
しかし、段丘堆積層の基質流失部は、前述のとおり、
深度15～20m付近にほぼ水平に連続して分布しており、
部分的に高透水性を示す箇所が確認されている。
また、中位段丘面下には額平川の旧河道部が伏在し、
中位Ⅰ面中央付近に周囲より3～4m低い凹地部が上下流
方向に連続して分布している。地下水位は、旧河道部に
沿ってやや低くなる傾向が認められ、下流の沢や宿主別
川へ地下水が流下する勾配を示している（図-7）。
このことから、洪水時の一時的な水位上昇においては、
基質流失部が浸透経路となりうると考えられ、これらの
浸透経路に対する止水対策が必要と判断した。

(1) 工法の抽出
止水対策の方法を検討するにあたり、段丘堆積層の地
形・地質特性を踏まえて工法の抽出を行った。
段丘面は上下流に十分な厚みがあり、全体としての浸
透破壊が生じないと考えられるため、止水対策工法とし
て実績が多く、止水対策延長が短くなる地中止水案とし
て「①地中連続壁工法」を抽出した。また、段丘堆積層
Tr①は最大径1mの硬質な巨礫を含み、施工の確実性が懸
念されるため、施工性の良い段丘前面(地表)での止水案
として、大規模ダムでの実績は少ないが経済的な「②人
工材料(ジオメンブレン)」を抽出した（図-8、表-2）。
止水処理工法の抽出

地中での止水工法

地中連続壁工法

鋼矢板工法

地表面での止水工法
表面遮水工法

グラウチング

○
×
×
ダムの止水対策とし ダムの止水対策として グラウチング効果が期
て経済的で実績が多 実績が少ない
待できない
い

人工材料

土質遮水壁

○
経済的

△
ダムの止水対策として実
績は多いが、経済性で劣
る。

図-8 左岸段丘部の止水対策工法の抽出

(3) 止水対策工法の選定
左岸段丘部の止水対策工法について、止水性能や施工
性、経済性等に着目して比較検討を行った（表-3）。
比較の結果、経済的にはほとんど差はなかった。しか
し、ベントナイトシートは長期的な使用実績がなく、耐
久性に課題が残ることとなる。また、ベントナイトシー
トの耐用年数を50年程度と想定すると、長期的にはシー
トの更新が必要となり、維持管理面のコストが増加する
要因と考えられた。
以上のことから、平取ダム左岸段丘部における止水対
策工法としては、ダム工事において遮水壁の施工実績が
多く、工法の信頼性が高い、「地中連続壁工法」を採用
することとした。

旧河道部

等高線から想定される
地下水流下方向

図-7 左岸段丘部の地下水位線の分布状況
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表-2 止水対策工法の抽出
地中での止水工法

地表での止水工法

名称
項目

ジオメンブレン
基布入り
塩化ビニール
シート

鋼矢板工法

地中にｺﾝｸﾘｰﾄやｿｲﾙｾﾒﾝﾄ
を注入して止水壁を築造
する工法であり、高い遮
水性が得られ実績が多数
ある。

地中連続壁と同様に、
地中に鋼矢板を打ち込む
工法であり、バイブロハ
ンマー等による打ち込み
を行う。

ベントナイト
シート

布製型枠
コンクリートマット

土質遮水壁

標準断面

地中連続壁工法

概 要

段丘堆積層前面の貯水池斜面にお
いて、ジオメンブレンで被覆して浸
透経路を遮断する工法であり、ジオ
メンブレンを保護し長期の安定性を
確保するために押え盛土を行う。

施工性

・左岸段丘部を構成する ・左岸段丘部を構成する砂 ・基礎の変形に対する追従性に優れて
砂礫には最大 2m の巨礫 礫には最大 2m の巨礫も おり多様な地盤への適用が可能であ
も含まれているため、 含まれ、矢板の打込みが り、施工速度は速い。
連壁の掘削方法の選定 できない。
・ジオメンブレンの敷設はドライ施工
には留意する必要があ ・そのため、先行削孔によ が原則となるため、掘削斜面からの
るが、対応は可能。
り地盤を砂等で置換え 湧水処理(釜場排水)が必要となる。
て、その後に矢板を打込
む対応が必要となる。
○

○

○

段丘堆積層前面の斜面
段丘堆積層前面の斜面
において、ｺﾝｸﾘｰﾄﾏｯﾄで被 において、ﾌｨﾙダムと同
覆して浸透経路を遮断す 様に土質遮水壁で被覆し
る工法である。押え盛土 て浸透経路を遮断する工
は必要無く、露出してい 法で、良好な土質材料確
ても問題無い。
保が条件となる。
・工場で製作された型枠 ・厳密な含水比管理が要
にコンクリートを注入 求され、気象条件によ
する工法であり、気象 る施工制約を受けやす
条件に左右され難いた く、施工速度が遅い。
め、施工速度が速い。 ・ドライ状態での施工が
・コンクリートポンプ車 必要で、掘削面からの
および生コン車の搬入 湧水処理として段丘部
路 の 確 保 が 必 要 と な 地下水位を強制的に低
る。
下させる必要がある。
○
△

止水性・耐久性
評 価

・遮水壁としての施工実 ・止水性を向上するため ・基布入り塩化ビ ・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄの透 ・透水係数は、10-5cm/s 程 ・良質な土質材料が確保
績も多く、止水性に優 に、継手部に水膨潤性遮 ニールシートは 水 係 数 は 、 10- 度とジオメンブレンと されれば止水性に問題
れる。
水材を塗布する。
難透水性または 9cm/s 程度と難透 比較するとやや劣る。
はないが、グラウチン
・地中に設置されるた ・ダム工事において恒久構 不透水性の人工 水性の人工薄膜 ・富配合のコンクリート グ の 施 工 が 必 要 と な
め、耐久性に問題はな 造物としての施工実績が 薄 膜 材 料 の た 材料のため、ほ を使用するため、1 スパ る。
い。
なく、耐久性に課題が残 め、ほぼ完全な ぼ完全な止水が ンの剛性は高い。
・土質材料は長期的に安
る。
止水が可能であ 可能である。
定するため耐久性に問
る。
・シートに破損が
題ないと考えられる。
・薄膜材料である 生じても、自己
ため損傷を受け 修復作用により
やすく長期的な 孔を塞ぐため、
耐久性が懸念さ 止水性に対する
信頼性が高い。
れる。
○
△
△
○
△
△
遮水壁としての施工実
ダムでの施工実績がな
シート破損に
シート破損に
シート破損による漏水
施工実績が多く止水に
績が多く、施工性・耐久 く、耐久性に課題があ よる漏水を検知 よる漏水を検知 を検知する計測計器の設 対する信頼性も高いが、
性において問題ない。
る。
する計測計器の する計器の設置 置や、損傷箇所の特定が 他工法に比べて経済性に
設置や、損傷箇 や、速やかに損 すみやかにできる方法の 劣り、また、施工性や良
所の特定がすみ 傷箇所を特定す 確立が必要で、遮水性お 質な土質材料の確保に課
やかにできる方 る方法の確立が よび経済性に劣る。
題が残る。
法の確立が必要 必要。なお、小
で、さらに耐久 規模の破損に対
性 が 懸 念 さ れ しては、自己修
る。
復作用により孔
を塞ぐことが可
能である。
○
△
△
○
△
△

6. おわりに
これにより約20億円のコスト縮減効果が得られると見
込んでいる。
近年、公共事業に対するコスト縮減への社会的要請が
高まる中、特に大規模事業であるダム事業においても、
徹底したコスト縮減が求められている。今度もダム施工
等を通じて、さらなるコスト縮減に向けて積極的に取り
組んでいく所存である。

本報告では、平取ダムの建設にあたり課題とされてい
る、左岸段丘部の止水対策工法について、経済性、施工
性、実績等を踏まえ合理的な対策工法の検討を述べた。
左岸段丘部の合理化にあたっては、地形的特性を踏ま
えて、地山を最大限利用できる地中連続壁工法を採用す
ることとしている。
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表-3 左岸段丘部処理工法比較表
左岸段丘部の
止水工法

重力式コンクリートダム案
(堤体延長案)

地中止水案（地中連続壁工法）

段丘前面止水案（ベントナイトシート）

平面図

サーチャージ水位

上流面図

サーチャージ水位
段丘部処理工

常時満水位

段丘部処理工

河床部・段丘部ともに重力式コンクリートダム
で、基礎の止水は通常のグラウチングにより行う。

河床部・段丘部ともに重力式コンクリートダムで、27 測線＋9.5m に端
部処理工を施し、ここまでを堤体とする。基礎の止水は、基礎地盤を通
常のグラウチングにより行い、端部処理工より左岸側は、段丘堆積層に
地中連続壁による止水壁を造成し、浸透経路を遮断する。
地盤高が堤頂標高より低い区間が発生するが、事前に敷地造成による
盛土を行うことにより対応する。

堤高:56.5m， 堤頂長:620m， 堤頂標高:EL190.000，
堤体積:24.3 万 m3， 基礎掘削量:36.5 万 m3
・多くの実績を持つダム形式であり止水性に優
れる。
○

堤高:56.5m， 堤頂長:350.0m， 堤頂標高:EL190.000，
堤体積:17.2 万 m3， 基礎掘削量:10.8 万 m3
・ダムの止水工法として実績もあり、連続一体の地中壁が造成さ
れるため止水性に優れる。

・堤体積が増大するが、河床部の堤体施工がク
リティカルとなるため、工期延長などの問題
はない。

・ダム本体と分離して施工を行うため工程上の問題はない。
・地中連続壁の施工では巨礫対策が必要となるが、補助工法の採
用で対応可能。

概要
（設計思想）

堤
体

ダム諸元
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止水性

施工性
段
丘
部
処
理

○

・十分な耐久性を持ち問題はない。
耐久性

背面地山の状況

サーチャージ水位

常時満水位

○

・多くの実績を持つダム型式である。
実績

○

・地中に設置されるため、耐久性に問題はない。
○

・自立する堤体で止水するため、背面地山の状
況は影響ない。

○

○

経済性
(重力式コンクリートダ
ムに対して増減額)

9,950 百万円

△

評価

重力式コンクリートダム案は、多くの実績を
持つダム型式であり信頼性も高いが、基礎掘削
量及び堤体積が大きく、地中止水案に比べて経
済性で劣る。

△

○

・最大 3.0m の地山高不足が生じるが、敷地造成による盛土（現地
発生材）により対処することとなる。
・盛土構造は上下流方向に十分に厚く整地する。
・堤体のアバット～リム部に地中連続壁を造壁した事例として、
大町ダム、青野ダム、浅瀬石川ダム、山瀬ダム、川辺ダム、余
地ダム、小山ダム等、多くの実績ある。
7,950 百万円 (2,000 百万円減)
地中連続壁工法はダム止水対策工法の実績もあり信頼性も高
い。重力式コンクリートダム案に比べて経済性で有利となる。

常時満水位

河床部・段丘部ともに重力式コンクリートダムで、27 測線＋9.5m に
端部処理工を施し、ここまでを堤体とする。基礎の止水は、基礎地盤
を通常のグラウチングにより行い、端部処理工より左岸側は、段丘前
面に遮水シート（ベントナイトシート）を敷設して止水壁を形成し、
浸透経路を遮断する。
地盤高が堤頂標高より低い区間が発生するが、事前に整地造成によ
る盛土を行うことにより対応する。
堤高:56.5m， 堤頂長:350.0m， 堤頂標高:EL190.000，
堤体積:17.2 万 m3， 基礎掘削量:20.0 万 m3(段丘部掘削含み)
・シートは 2 重構造で自己修復機能を持つベントナイトシート
を選定することで止水に対する信頼性を高めている。
△
・長期にわたる止水性能に懸念が残る。
・端部処理工とシートの接続方法に課題が残る。
・締固め時のシートの損傷に注意が必要であるが、シート背面
に細粒なフィルター層を設けるなど対応可能で、施工性は問 ○
題ない。
・紫外線や凍結による劣化対策としてシート表面を盛土するこ
とで耐久性を高めているが、ダムの実績が少なく（寒冷地で
はなし）課題が残る。
・長期供用の実績がないため耐久性に懸念が残る。
・シート更新時の施工性が悪く、約 4.3 億円/回の費用を要す
る。
・同左

○

△

○

○

・産業廃棄物処理場で実績はあるが、ダム・貯水池での実績は
少ない。
（犬鳴ダム貯水池止水対策の事例 1 件）

△

○

8,480 百万円 (1,470 百万円減)

○

○

経済性ではやや有利だが、自己修復機能を持つﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄは、
ｼｰﾄ自体の耐久性やｼｰﾄ更新方法・費用、端部処理工との接続方
法に課題が残されており、先行事例も少なく、コスト増加の要
因と考えられる。

△
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