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 石狩川上流部の愛別町に築造された大雪頭首工は、昭和46年の建設以来40年以上が経過し、

凍害や流水による摩耗及び洗掘による顕著な老朽化が進行している。そのため、これまで実

施した、機能診断結果及び耐震性能照査結果を踏まえ、当該頭首工の改修工法の検討を行った。 

本稿では、今後各地で検討が実施されるであろう、頭首工の耐震性能照査及び耐震補強工法

の事例紹介を行うものである。 
 

キーワード：耐震設計  
 
 
1. はじめに 

 

 当麻永山用水地区（以下、「本地区」という）は、旭

川市及び上川郡当麻町に位置し、水稲作を主体とした受

益面積3,591haの農業地帯である。（図－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本地区の基幹的農業水利施設である大雪頭首工は、国

営当麻永山土地改良事業（昭和43年度～昭和54年度）

により、一級河川石狩川水系石狩川に農業用取水施設と

して、昭和46年に上川郡愛別町に築造されてから40年

以上が経過している。 

大雪頭首工は、堤長 268m、洪水吐２門（ローラーゲ

ート H=3.04m L=29m）、土砂吐１門（ローラーゲート

H=3.04m L=20m）を有するフィックスド型式の頭首工で

ある。 

近年、凍害などによるコンクリートの脆弱化に加え、

エプロンの摩耗、護床工の不等沈下・流失、さらに、ゲ

ート設備の不具合も確認されている。 

このことから、国営かんがい排水事業として、大雪頭

首工の補修工事を行うとともに、大規模地震動に対して

も耐震性能を確保するための耐震補強工事を実施するこ

とにより、維持管理費の低減のほか、地震による施設被

害を未然に防止することを目的として、平成26年度より

改修工事を実施している。 

なお、本稿では、大雪頭首工一連の施設のうち、堰柱

のレベル２地震動に対する耐震性能照査及び耐震補強工

法について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  大雪頭首工の諸元 

 

(1) 耐震性能照査の基本 

 大雪頭首工の耐震性能照査は、『土地改良事業計画設

計基準 設計「頭首工」』（以下『設計基準』という）に

準拠して実施した。本施設は、農業用水専用施設であり、

支配面積が5,000ha未満であることから、重要度区分Ａ種

の施設に該当する。重要度Ａ種の頭首工が保持すべき耐

震性能は、レベル１地震動に対して「健全性を損なわな

い」、レベル２地震動に対して「致命的な損傷を防止す

る」こととされており、レベル２地震動が発生しても、

施設は修復容易な状態でなければならないことを意味す

る。 

 

(2) 堰柱構造の概要 

本頭首工は、洪水吐ゲートとして鋼製ローラーゲート

写真-１ 大雪頭首工全景 

図1－空知川地区位置図 

当麻永山用水地区 

図-１ 当麻永山用水地区位置図 
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２門、土砂吐ゲートとして同ゲート１門を有する全可動

堰である。堰柱構造は、ゲートを引き上げた状態で支持

する門柱部と、ゲート全閉時に水位を保持する堰柱部か

ら成っており、門柱部は１本柱構造、堰柱部は、下流方

向基部に向かって部材厚を増加させたテーパーを有する

構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1．耐震性能照査 

 

(1)堰柱のモデル化 

a）モデル作成の基本方針 

 既設堰柱の耐震性能照査に当たり、堰柱構造の断面性

能を忠実に再現するモデル化が重要であると考え、①下

流方向基部に向かって部材厚を増加させたテーパー構造、

②堰柱に作用するゲート・巻上機重量、管理橋反力など

の作用荷重を適切に考慮する必要があった。そのため、

解析モデルは①、②を踏まえて、構造物の骨組を構成す

る部材の結合点である節点と、部材の形状、質量等の要

素を点として与えたフレームモデルによることとし、耐

震性能を堰軸方向と流心方向の２方向について照査する

ことから、３次元モデルを作成した。 

 また、底版は、N値50以上の強固な岩盤に支持されて

おり、直接基礎構造としていることから、地盤は剛体要

素としてモデル化した。 

なお、導流壁は、施工目地により構造的に分離されて

いるため、モデルに反映しないこととした。 

b)フレームモデルの作成 

作成するフレームモデル（節点構成）には、各要素に

鉄筋コンクリート及び配置鉄筋を反映させた M-φ特性を

考慮することにより、大規模地震動加震時における部材

の非線形性を反映させるものとし、この M-φ特性は、全

ての要素（部材）で見込むこととした。 

これは、堰柱構造が堰柱部から門柱部で急激に断面性

能が縮小し、どの要素から塑性化するかが不明なことか

ら、全ての部材について、変形性能を確認できるように

配慮するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フレームモデルは、テーパー構造を反映するため、階

段状のモデルとし、作用するゲート荷重は、開扉・閉扉

の状態を考慮できるように質点として与え、開閉装置や

上屋・管理橋反力等の荷重は、節点荷重として与えた。 

下図は部材を縦断方向で断片化し、各要素の重心位置

を節点として、その連続性を示したのが図－３、各要素

に付随させている情報を図化したものが図－４である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2．耐震性能照査方法の検討 

 

(1)耐震性能照査方法 

 『設計基準』によると、レベル２地震動に対する照査

は、「地震時保有水平耐力法（静的解析）によることを

基本とする」とされている。しかし、「堰柱の振動特性

が複雑な場合は、地震時保有水平耐力法による照査の適

用が困難」とされているため、本照査においてはまず、

堰柱の振動特性を把握するために固有値解析を行うこと

により、振動特性を把握し、その結果を基に解析方法を

判断した。 

 

(2)固有値解析 

 固有値解析は、構造物の有する振動特性を把握するも

ので、変位が最大となり、単純な振動特性である１次振

動モードが支配モードとなるのか、複雑な振動モードが

支配モードとなるのかを判定するものである。 

門柱部 

堰柱部 

写真-２ Ｐ３堰柱 

  図-２ Ｍ-φ特性（ﾄﾘﾘﾆｱ型）の例 

 

図-３ フレームモデル    図-４ ソリッドモデル 

【閉扉時】   【開扉時】 
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 固有値解析では、固有振動数や刺激係数、有効質量比

や振動モードが算出され、これらの特性値を基に、当該

堰柱における支配モードを決定する。 

 固有値解析で算出された有効質量比は、各振動モードで、

堰柱全体質量のうち何割の質量が構造物の変形に寄与してい

るかを示すもので、有効質量比が大きい振動モードが支配モ

ードとなる。 

本堰柱では、いずれの振動モードも有効質量比が小さく、

単純な振動特性である１次振動モードが支配モードであると

は評価できないと判断されたため、本頭首工堰柱は、複雑な

振動特性を有すると判断し、地震時保有水平耐力法による耐

震性能照査の適用が難しい構造物であると判断した。 

 Ｐ３堰柱の固有値解析結果のうち、堰軸方向における

有効質量比の比較的大きいモード図を示す。（図-５） 

 

 

     

 
 

 

『設計基準』によると、「構造が複雑で固有値解析におい

て１次振動モードが支配モードとならない場合は、動的解

析による照査を行わなければならない」とされている。 

 このことを踏まえ、本頭首工では、動的解析による耐震

性能照査を実施することとし、解析方法は、部材の非線形

挙動を想定することができる非線形時刻歴応答解析を採用

した。 

 なお動的解析には、非線形部材を等価な線形部材にモデ

ル化する等価線形化法もあるが、一般的ではないことから

不採用としている。 

 

(3)時刻歴応答解析 

 時刻歴応答解析とは、弾塑性域の堰柱の加速度、速度、

変位、断面力などの時々刻々の応答を算出する方法で、

微小の時間間隔（一般に 1/100 秒）に離散化した地震動

データを用いて運動方程式を微小時間間隔ごとに数値的

に積分する逐次積分法である。 

 本照査に用いた入力地震動は、『設計基準』に掲載さ

れている地震波形として、タイプⅠ、タイプⅡでそれぞ

れ、表-１・図-６-１・図-６-２に示す地震動、加速度

波形を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）タイプⅠ：プレート境界型地震、タイプⅡ：内陸直下型地震 

※）Ⅰ種地盤：良好な洪積地盤及び岩盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-５ 固有値解析結果によるモード図（有効質量比） 

表-1 動的解析に用いる地震動 

地震波
地　盤
種　別

地　震　名
規  模
（M）

記　録　場　所

1978年宮城県沖地震 7.4 開北橋周辺地盤上LG

1978年宮城県沖地震 7.4 開北橋周辺地盤上TR

1993年北海道南西沖地震 7.8 七峰橋周辺地盤上LG

1995年兵庫県南部地震 7.2 神戸海洋気象台地盤上N-S

　　　　〃 7.2 神戸海洋気象台地盤上E-W

　　　　〃 7.2 猪名川架橋予定地点周辺地盤上N-S

タイプⅡ Ⅰ種地盤

タイプⅠ Ⅰ種地盤

【1次振動モード】 【2次振動モード】  【5次振動モード】   

（6%)        （7%)        （5%) 

図６-１ 動的解析に用いる地震波形に用いる地震波形 

【タイプⅠ震動】 

図６-２ 動的解析に用いる地震波形に用いる地震波形 

【タイプⅡ震動】 
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3-3. 耐震性能照査結果 

 動的解析の照査項目は、曲げ、せん断、変位とし、下

記基準で照査を行った。 

①曲げに対する照査 

 各部材の応答曲率φr が許容曲率φa 以下となること

を照査する。 

②せん断に対する照査 

 各部材の応答せん断力 Sr が、せん断耐力 S 以下とな

ることを照査する。 

③変位に対する照査 

 堰柱の残留変位δR が許容残留変位δa 以下となるこ

とを照査する。 

動的解析の検討は、各堰柱の流心方向・堰軸方向につ

いて、ゲート開扉・閉扉状態を組み合わせて安全性の照

査を行った。 

 計算結果は、表-２に示すとおりで、Ｐ２堰柱を除く堰

柱において堰軸方向・タイプⅡ（内陸直下型地震）地震動

のケースでせん断耐力が不足することが判明した。 

（Ｐ１,Ｐ４堰柱は土圧が作用する。Ｐ２堰柱は土砂吐ゲ

ート＋洪水吐ゲートを吊り下げているため、洪水吐ゲート

２門のＰ３堰柱より荷重が少ない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各堰柱におけるせん断耐力不足箇所は、いずれも堰柱

基部であることが判明した。図-７に端部堰柱であるＰ

１堰柱、中間堰柱であるＰ３堰柱におけるせん断耐力不

足箇所（赤色着色部）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．耐震補強工法の検討 

 

 前述の耐震性能照査の結果を基に、せん断耐力が不足

する箇所に対する補強工法の検討を行った。 

補強工法は、既に技術的な蓄積のある道路橋の耐震補

強工法を参考とするほか、近年、施工実績が増加してい

る水門工事などを参考に検討を行った。 

本堰柱は、せん断補強を目的とすること、堰柱基部と

いった流水部で土砂礫や転石・玉石に対する耐衝撃性を

有する工法が望ましいことなどを踏まえ、下記の３工法

を抽出し、比較検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較検討の結果、Ｐ３堰柱は、施工性から鋼板巻立工法

を採用し、河岸側に位置するＰ１・Ｐ４堰柱については、

背面土砂の影響により鋼板巻立てが不可となるため、鉄筋

挿入工法を採用した。 

 

5．まとめ 

 

 大雪頭首工については、地区調査の段階で、中間堰柱

（Ｐ３堰柱）について地震時保有水平耐力法（静的解

析）による耐震性能照査を実施しており、堰柱基部のほ

か門柱基部においても耐震性能が不足する結果となって

いた。 

 本照査では、堰柱のモデル化を現況施設に合わせた形

で忠実に行うとともに、複雑な振動特性を再現するため

に、｢動的解析｣による照査を行ったことにより、耐震補

強箇所が堰柱基部のみで良いことが判明した。 

 この結果、補強箇所が減り、補強工事にかかるコスト

縮減が図られたことから、耐震検討に当たっては、構造

物の忠実なモデル化と振動特性の適切な把握が重要であ

ると判断される。 

 

 

参考文献 
1) 農林水産省 土地改良事業計画設計基準 設計「頭首工」 

表-２ 動的解析結果 

        

P1 堰柱・開扉・タイプⅡ地震時        P3 堰柱・閉扉・タイプⅡ地震時 

【H = 0.750 m】                   【H = 0.750 m】 

 ：せん断耐力超過（要対策） 

 

図-７ Ｐ１、Ｐ３堰柱におけるせん断耐力超過箇所 

表-３耐震補強工法の検討 

加震方向 ゲート 地震動 照査項目 P1 堰柱 P2 堰柱 P3 堰柱 P4 堰柱 

堰軸方向 

開扉 

タイプⅠ 

許容曲率 OK OK OK OK 

せん断耐力 OK OK OK OK 

残留変位 OK OK OK OK 

タイプⅡ 

許容曲率 OK OK OK OK 

せん断耐力 NG OK NG NG 

残留変位 OK OK OK OK 

閉扉 

タイプⅠ 

許容曲率 OK OK OK OK 

せん断耐力 OK OK OK OK 

残留変位 OK OK OK OK 

タイプⅡ 

許容曲率 OK OK OK OK 

せん断耐力 NG OK NG NG 

残留変位 OK OK OK OK 

※）解析の結果、降伏部材が発生しなかったため、残留変位は発生しない。 

※）流心方向については、全堰柱・全項目で安全性が確認された。 

第1案［鋼板巻立工法］ 第2案［帯鉄筋補強工法］ 第3案［鉄筋挿入工法］

　
概要図

工事概要

躯体を鋼板で巻き立ててアンカーボ
ルト等で固定するとともに、その間隙
を充填剤などにより密実させること
で、部材のじん性を向上させる工法。

外周を巻き立てることで横拘束効果
も得られる。

既設鉄筋コンクリート表面を主鉄筋
位置まではつりだし、既設配力鉄筋の
間に補強鉄筋を配置することで、せん
断耐力の向上を図る工法。

躯体をボーリングマシン等で削孔
し、鉄筋を挿入するとともに、孔内を
グラウト等で充填し、既設コンクリー
トとの一体化を図る。
　躯体表面は支圧等で固定する。

　構造特性

鋼板厚がせん断耐力として寄与する
こととなるため、補強対象箇所を鋼板
で巻き立てることで、その箇所のせん
断耐力が向上する。

補強した配力鉄筋が、そのまま部材
内の配力筋（帯鉄筋）として機能する
ことにより、せん断耐力の向上が図れ
る。

補強（挿入）した鉄筋が、そのまま
部材内の中間帯鉄筋として機能するこ
とにより、せん断耐力の向上が図れ
る。

留意事項

躯体外周全てを鋼板で巻き込む場合
は、せん断補強に対して効果的に機能
するが、戸当り等により巻き込めない
場合は、加震時に鋼板が剥離するなど
の耐久性に支障が生じる恐れがあるた
め、拘束効果を見込まない。
　接着工法に留意が必要。

躯体のはつり作業時に、既存の鉄筋
を損傷しないようにする他、主鉄筋と
の結束が可能な範囲をはつる必要があ
るため、はつり作業には注意が必要。

表面を復旧するポリマーセメント等
の施工も躯体との確実な一体化を図る
などの配慮が必要。

躯体の削孔時に、既存の鉄筋を損傷
させないように、事前に入念な調査・
確認を行う必要がある。

また、グラウト充填や表面の定着具
の設置などが良好でないと、所要の効
果が得られないことなどに留意する必
要がある。

施工性
既存の躯体の外側に、補強材を追加

する工法のため、施工性の面では最も
優れる。

補強対象箇所をはつる作業となり、
施工性及び施工期間ともに第1案より劣
る。

堰柱部は部材厚が大きく、削孔作業
等を考慮すると、施工性の面で劣る。

適応性
戸当り部との干渉部に留意すれば、

本工法の適用は可能。
躯体内での補強工事であることか

ら、本工法の適用は可能。
削孔作業などに留意すれば適用は可

能。

経済性 \ 1,000,000 - \ 3,500,000 - \ 1,000,000 -

（比率） (1.00) (3.50) (1.00)

評価 ○ △ ○

既設堰柱

フーチング

鋼板巻立工法

t=6mm

既設堰柱

既設配力筋
D16@300

コンクリートはつり

せん断補強筋
D16@300
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フーチング

既設堰柱

フーチング

鉄筋挿入工法

D13@1000


