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瑞穂ダムの復旧工法
―堤体の被災確認方法及び復旧工法の検討―
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平成30年9月6日の北海道胆振地方中東部を震央とした北海道胆振東部地震では、厚真町鹿沼
で最大震度7を記録した。震央より約19km地点にある瑞穂ダムをはじめ、国営かんがい排水事業
の「早来地区」により造成した農業水利施設は、甚大な被害を受けた。
本報告では、早来地区の水源である瑞穂ダム堤体の被災状況を把握するための調査内容及び
堤体復旧の経過について報告する。
キーワード：災害復旧、自然災害
1. はじめに

2. ダム概要

安平町を受益地とした「早来地区」は、水田268ha、
畑859haの水田・畑作地帯であり、その用水は主に瑞穂
ダムより供給される。

瑞穂ダム
早来地区

図-1.1 瑞穂ダム位置図(Google マップを引用)

瑞穂ダムは、安平町市街の北東約5km地点に築造され
た中心遮水ゾーン型フィルダムである。
本ダムは、北海道胆振東部地震の震央より北西約19km
地点に位置し、震度6強を記録した。
これを受け、瑞穂ダムでは、地震直後の緊急点検や緊
急落水後の調査を行った結果、堤体本体の亀裂や貯水池
内の土砂崩落が認められた。
このため、堤体本体の損傷については、詳細調査を行
うことにより被災状況を把握し、その復旧工法について
検討してきた。
本報では、ダム概要、地震の概要、堤体部の被災状況
及びこれらを踏まえた復旧の結果について報告する。

瑞穂ダムは、昭和62年度～平成8年度の間に建設工事
が実施され、平成9年度より供用を開始した農業用の中
心遮水ゾーン型フィルダムであり、堤高25.90m、堤頂長
427.05m、堤体積462千m3、総貯水容量4,300千m3を有する。
堤体の断面は、図-2.1に示すとおりであり、中心に不
透水性ゾーン、その下流側にフィルターゾーンが配置さ
れ、これらを覆う上下流に半透水性ゾーンが配置されて
いる。
盛立材料については、不透水性材料はダムサイトから
約2.5km上流右岸地山の土取場(主に強風化頁岩)、半透
水性材料は右岸の洪水吐の掘削岩や原石山(硬質頁岩)を
使用し、フィルター材には安平町（旧追分町川端）産の
購入砂利を使用した。
ダム付帯施設は、図-2.2に示すとおり配置され、洪水
吐、取水施設等の主要施設が右岸側に集約されている。
また、管理棟は、堤体右岸部に配置され、堤体や貯水池
内のほか、主要な付帯施設を一望出来るよう配慮されて
いる。

図-2.2 各施設の配置
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図-2.1 瑞穂ダム 標準断面図

3. 地震の概要
平成30年9月6日03時07分に発生した北海道胆振東部地
震は、発震機構が東北東－西南西方向に圧力軸を持つ逆
断層型であり、プレート内で発生したとされる。
気象庁発表の資料によれば、推定震度の分布は図-3.1
に示すとおりであり、震央より北西域に強震帯が広がる。
図-3.2 ダム地点の加速度波形

4. 堤体部の被災状況調査
(1) 地震発生直後の調査
地震が発生した当日に施設全体の安全性を確認した。
その結果、堤体では天端アスファルト舗装において、
上下流方向に伸びる3条の亀裂が確認されたものの亀裂
幅は1～2mm程度の微細なものであった。

図-3.1 推定震度分布図(気象庁資料に一部加筆)

写真-4.1 地震直後(9 月 6 日)に確認した変状

緊急放流により貯水位が中間水位まで低下したため、
約2週間後の9月18日に再度現地調査を実施した。
この結果、堤体天端の下流側に設置されているトラフ
の両脇に開口部が認められ、長さ1mのピンポールを挿入
したところ、ピンポールが見えなくなるほどの亀裂の深
い箇所が見つかった。
写真-3.1 瑞穂ダムの貯水池内の土砂崩落
（航空写真）

瑞穂ダムの堤体天端と基礎岩盤に設置された地震計で
は、図-3.2に示す加速度波形が得られた。
最大加速度は、堤体天端で936.8gal、基礎地盤で
491.2galを記録した。
写真-4.2 約 2 週間後(9 月 18 日)に確認した変状
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図-4.1 トラフ両側の開口深さ調査結果

これを受け、9月20日にトラフ下の亀裂分布状況を把
握するため、ピンポールによる挿入調査を実施した。
延長5m毎に調査した結果、図-4.1に示すような開口深
さの分布となった。
これによれば、左岸に比べ右岸側で深い傾向が見られ、
右岸側の最大断面付近において大きな数値となっている
ことから、堤高に比例した規模の亀裂が発達している可
能性が高いと判断した。

堤体下流のトレンチ掘削調査では、亀裂へ石灰水を注
入しフェノール反応の確認を行いながら掘削する作業を
深さ50cm程度毎に繰り返し、フィルターゾーン上面まで
掘削した。その結果、半透水性ゾーンには3条の亀裂が
確認された。
【TTP-2(No.22+18)】の断面では、亀裂状況を図示する
と図-4.4に示すとおりとなった。

(2) トレンチ掘削調査
トラフの縦断方向に沿った連続性のある亀裂について、
その縦断長や深度方向を把握するため、堤体のトレンチ
掘削調査を10月に実施した。
下流斜面に対しては、調査結果から3箇所を選定した。
堤体天端に対しては、アスファルト舗装の亀裂発生箇
所で3箇所、亀裂の開口幅が最大となる位置の上流面に
て1箇所、コアゾーンの亀裂発生状況を確認した。
図-4.4 堤体下流半透水性ゾーンの亀裂発生状況(TTP-2)

図-4.2 堤体下流のトレンチ調査断面図
(トラフ下)

《亀裂1》は、蛇行しながらフィルターゾーン上面で
消滅している(写真-4.3)。《亀裂2》は、蛇行しながら
フィルターゾーンに向かい、その側面で消滅している
(写真-4.4)。《亀裂3》は、やや傾斜しながら鉛直にあ
り、その下端はフィルター上面の標高(EL=85.22m)より
約60cm下位にある(写真-4.5)。天端標高からの深度は約
4mに達している。
いずれの亀裂も、半透水性ゾーン内に収まることが確
認された。

図-4.3 トレンチ調査断面図(天端アスファルト舗装下)
写真-4.3《亀裂 1》全景
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写真-4.4《亀裂 2》全景

5. 調査結果

写真-4.5《亀裂 3》全景

天端アスファルト舗装の下部のトレンチ調査では、コ
アゾーン上面まで掘削した後、コアゾーンの溝切りを行
い石灰水を注入した。
その後、溝切り部を掘削し、側面における石灰水の浸
透状況(フェノール反応)により亀裂の有無を確認した。
結果は、コアゾーン内に亀裂は認められなかった。

各種調査から、ダム堤体の被災状況は、図-5.1に示す
とおりとなった。
天端舗装の亀裂は不透水性ゾーンへの影響はなく、半
透水性ゾーンの亀裂は3条で、亀裂1は最大長315m、亀裂
2及び亀裂3はこの範囲内に収まることが明らかとなった。
半透水性ゾーンの亀裂は、斜面法肩からh=3.92mの深
度まで発生している。
これら亀裂は、全て半透水性ゾーン内に留まる規模で
あり、隣接する不透水性ゾーン、フィルターゾーンには
亀裂が発生していないことが確認された。
調査の結果を踏まえると、発生した亀裂は堤体の止水
性に影響を与える変状ではないものの、今後の亀裂が拡
大する危険性があることから、亀裂の発生範囲は掘削し、
除去することが望ましいと判断した。
復旧にあたっては、調査結果を踏まえ、図-5.2に示す
範囲とし、緑色の線で示した【掘削除去ライン】より上
部を掘削し、再盛立を行う計画とした。
なお、フィルター側面で消滅する亀裂2の下端部など
は、掘削時のフィルターゾーンの崩落を防止する観点か
ら壺掘りなどによる個別対応とした。

写真-4.8【HTP-3(No.22+18)】全景

図-5.2 瑞穂ダム堤体 掘削範囲設定図

《上流側》

《下流側》

写真-4.9【HTP-3(No.22+18)】側面

図-5.1 瑞穂ダム堤体 被災状況平面図
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6. 施工時の調査

7. 堤体復旧

今回の調査によって確認された亀裂は、堤体の掘削・
再盛立により、全て除去する必要がある。そのことから、
施工時において、推定範囲を超える亀裂の有無を確認す
るため、亀裂追跡調査を実施した。
亀裂は、深部に行くほど細くなるため、重機等で乱す
と追跡が困難となる。
このため、約60m間隔(計6箇所)で「段階的トレンチ調
査」を実施した。この調査は、掘削作業中に石灰水を注
入し、フェノール反応を確認しながら深さ0.5m～1.0m程
度毎に壺掘りを行い、掘削面で亀裂を追跡する手法であ
る。
【No.17】の断面の亀裂のスケッチ断面図と追跡写真
は次に示すとおりとなった。
施工時の調査の結果、トレンチ掘削調査時と同様に、
亀裂は全て半透水性ゾーン内に留まる規模であることが
確認された。

再盛立を行うにあたり、復旧材料は半透水性ゾーンに
求められる強度及び透水性を確保し、既設堤体の半透水
性材料と粒度分布が近似しているもので、現地周辺で入
手可能な「切込砂利(0～80㎜)」(礫質土)を使用した。
堤体の半透水性ゾーンの盛立に先立ち、盛立試験の結
果に基づき、一般部の転圧をタンピングローラ(11ｔ級)、
端部や狭小部、既設堤体周辺での転圧を振動ローラ(4ｔ
級)により実施した。(写真-7.1)

図-6.1

写真-7.1
タンピングローラ(11ｔ級)

写真-7.2
振動ローラ(4ｔ級)

No.17 断面の亀裂スケッチ図
図-7.1 盛立イメージ図

写真-6.1

No.17 断面亀裂追跡《上部》

写真-6.2

No.17 断面亀裂追跡《中間部》

盛立作業においては、図-7.1に示す既設堤体境界部に
ついて細心の注意を払い施工した。
まず、既設堤体境界部は掘削後に半透水性材料が薄く
残っている状態である(図-7.1の半透水性材料(既設))。
このため、この境界部の転圧において、タンピングロー
ラ(11ｔ級)で大きな振動を与えた場合、既設の半透水性
材料が崩れる恐れがあるため、小型転圧機種である振動
ローラ(4ｔ級)を採用した。
既設堤体境界部の転圧作業に先立ち、既設堤体と新堤
体材料間に明確な切断面が残存しないよう、レーザーレ
ベルで均平を保ちつつ、ブルドーザの排土板により既設
堤体を削取り(幅約15cm)、既設堤体と新設堤体の転圧面
を振動ローラ(4ｔ級)により、同時に転圧を行った。(写
真-7.3、7.5)

写真-7.3 ブルドーザによる既設堤体削り取り

Takeuchi Akito, Misaka Naoki, Oonishi Hajime
－ 580 －

「95％以上」を満足する結果が得られた。
乾燥密度は、全材料で平均ρt=2.211g/cm3（2.194～
2.231 g/cm3）が得られた。
透水係数については、全材料の平均でk=1.87×10-3
cm/s（2.95×10-4～4.03×10-3cm/s）が得られ、管理基準
値「k=1.0×10-4cm/s以上」を満足する結果が得られた。
以上から、瑞穂ダムの堤体復旧部では、健全な盛立が
なされたと判断している。

写真-7.4 バックホウによるキャタピラ跡の均し
人力仕上げ

キャタピラ跡の均し及び人力仕上げ（写真-7.4）の後、
振動ローラ(4t級)にて規定回数の転圧を行い、転圧不足
が懸念される箇所においては、ランマー(60kg級)にて締
固めを行った。(写真-7.5)

写真-7.5 振動ローラ(4t 級)転圧、
ランマー(60kg 級)締固め

また、振動ローラ転圧後の平滑面では、次層との密着
を良くする観点から、排土板に爪を溶接したバックホウ
により掻き起こしを行った。(写真-7.6)

表-7.1 品質管理試験結果一覧

8. おわりに

写真-7.6 バックホウによる掻き起こし

タンピングローラ(11t級)による一般部の転圧状況に
ついては、写真-7.7のとおりである。

写真-7.7 タンピングローラ(11t 級)による一般部の転圧

本ダムで発生した堤体下流の半透水性ゾーンの縦断方
向の亀裂は、複数回の現地調査を行った上で確認できた
ものである。
被災状況調査が完了するまでに多くの時間を要したが、
その結果を踏まえて被災範囲を特定し、復旧範囲の決定
に至り、速やかに堤体の盛立を行うことができたもので
ある。
最終的には、令和2年3月から実施する試験湛水により、
堤体挙動について評価を行い、水理的及び力学的な安全
性の確認を行う予定である。
最後に、このような事例を念頭に、今後災害が発生し
た場合において、現地調査方法や復旧方法が参考になれ
ば幸いである。

盛立時の品質管理では、締固め度、乾燥密度、透水係
数により管理を行った。
品質管理試験の結果、締固め度は、タンピングローラ
(11t級)で平均98.5％（98.1～98.9％）、振動ローラ(4t
級)で平均97.9％（97.5～98.6％）、施工重機の境界部
で平均98.5％（97.8～98.9％）となり管理基準値である
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