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 平成29年7月に雨竜川河川整備計画が変更され、既存ダムを有効活用するダム再生事業が位置

づけられたことを受け、雨竜川ダム調査事業所を開所し実施計画調査を開始したところである。

本報は、今年度実施した地質調査及び既設ダムに対する健全度調査等について触れながら、北

海道電力株式会社が所管する雨竜第二ダムで調査を進めていく上での注意点や課題について考

察を行うものである。 
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1.  はじめに 

 

(1) 激甚化する豪雨災害 
近年、我が国では、全国的に大規模な水害が頻発し

ている。平成27年9月に発生した関東・東北豪雨では鬼

怒川が破堤、平成30年には記録的な豪雨が西日本を襲

い、平成で最大の豪雨被害となった。このように、全

国各地で大規模な豪雨による災害が発生しており、北

海道においても平成28年に観測史上初めて1週間に3つの

台風が上陸し、道内各地で昭和56年水害に匹敵するほ

どの大規模な水害が発生するなど、降雨の局地化や洪

水被害の激甚化などが懸念される。 

一般的に我が国の河川は急勾配であり、降雨ととも

に河川の流量が一気に増大して洪水被害を引き起こす。

こうした特徴から、我が国の洪水対策として、ダムは

効果的かつ効率的に洪水のピーク流量を減少させるこ

とができるため、非常に有効な治水対策の一つである。

実際に、平成28年8月北海道豪雨災害では、金山ダムな

ど多くのダムがその治水能力を存分に発揮し、下流域

の被害を低減させることに貢献した。 

 
(2) 重要施策「ダム再生」 
治水対策としてのダムの有用性について前項で触れ

たが、ダム事業にあたっては、適切に施工、維持管理

されているダム堤体は半永久的に健全であることが期

待できることから、既存のダムを有効活用することに

より効果の早期発現を図る「ダム再生」1 ) 2 )が昨今の国

土交通行政の重要な政策の一つとなっている。 

「ダム再生」は、ダムを運用しながら施設の長寿命

化、利水・治水機能の向上が可能であること、容量振

替等により新たな効果が発揮されること、堤体のわず

かな嵩上げで貯水容量が大きく増加すること、短期間

で経済的に完成させ早期に効果が発現することなど、

多くの効果が期待できる。国土交通省では、社会全体

の生産性向上につながるストック効果の高い社会資本

の整備・活用等を加速することとし、「生産性革命プ

ロジェクト」の1つとして、「ダム再生～地域経済を支

える利水・治水能力の早期向上～」を選定していると

ころである。3 ) 

 

(3) 雨竜川ダム再生事業の始まり 

現在、石狩川水系雨竜川において、重要政策である

「ダム再生」へ向けた取組が進められている。雨竜川

流域では、過去に幾度も洪水被害に見舞われており、

近年では平成26年8月の洪水により、雨竜川上流の幌加

内町で計画高水位を超過、ソバ作付面積が日本一であ

る同町では、ソバ畑約258ha、家屋11戸が浸水するなど、

流域各所において甚大な被害が発生した。  

 雨竜川の中上流部では流下能力が大きく不足してお

り、従来の河道掘削等による流下能力の確保には長時

間を要することから、早期に洪水被害の軽減を図るた

め、平成29年7月に雨竜川河川整備計画を変更し、新た

に既存ダムを活用したダム再生事業を位置づけた。こ

の整備計画への位置付けを以て、今年度雨竜川ダム調

査事業所を開所し実施計画調査を開始したところであ

る。 

 

 

２．雨竜川ダム再生事業について 

 

(1)雨竜第一ダム、第二ダムの諸元 

 雨竜川は、石狩川の中流域で合流する流域面積1,722k

㎡、幹川流路延長177kmの一次支川である。雨竜第一・

第二ダムは、図1に示すとおり雨竜川の最上流部に位置

しており、昭和18年に竣工した北海道電力（株）が所

管する発電専用の重力式コンクリートダムである。 

平成 30 年度 
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図1 雨竜川流域図 

 

 雨竜第一ダムは、集水面積202.5k㎡、ダム高45.5mの

ダムで、人造湖として日本一の湛水面積23.7k㎡を誇る

朱鞠内湖をかかえ、朱鞠内湖から天塩川へ導水し、水

力発電として最大51,000kWを発電する雨竜発電所を有す

る。雨竜第二ダムは、集水面積109.7km2、ダム高35.7m

のダムで、貯水池である宇津内湖は朱鞠内湖と連絡水

路で繋がっており、第二ダムに集まった流水は自然流

下で朱鞠内湖へ、最終的には雨竜発電所へ導水される。

水の流れは図2に示す通りであり、両ダムとも発電専用

ダムのため洪水調節容量は有していない。 

 

 

図2 雨竜第一ダム・第二ダム 概略図 

 

朱鞠内発電所では、雨竜第一ダムより灌漑放流をす

る際には水を無駄にすることなく発電を行うとともに、

朱鞠内川の水を三股取水堰からポンプによって朱鞠内

湖へ揚水している。このように、雨竜第一ダム・第二

ダムでは、限りある資源である水を最大限有効活用し

た水力発電が実施されている。 

 

(2)雨竜川ダム再生事業の概要 

 雨竜川ダム再生事業は、雨竜第一・第二ダムの利水

容量のうち、予備放流水位以上の容量を洪水調節容量

に振替えるとともに、雨竜第二ダムの約2.4mの嵩上げと

合わせることにより新たに約2,500万㎥の洪水調節容量

を確保し、治水機能の増強を図ることを目的としてい

る。既存のダムを有効活用することにより、ダム直下

の北海道管理区間を含め、雨竜川全川にわたって流量

低減効果の早期発現が見込まれ、石狩川本川との上下

流の治水安全度のバランスを保ちながら浸水被害の軽

減が可能となる。4 ) 

 雨竜第一ダム、第二ダムの貯留効果について、現行

とダム再生後の変化を以下の図3、4に示した。 

 

 

図3 雨竜第一ダム・第二ダム 現行の貯留効果 

 

 

図4 雨竜第一ダム・第二ダム 再生後の貯留効果 

  

ここで、雨竜第一ダムについては出水期である7月1

日から10月31日までの期間において、予備放流水位以上
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の容量を洪水調節容量として活用する。雨竜第二ダム

については、出水期の予備放流水位以上の容量に加え、

約2.4mの嵩上げを実施し、増加した容量についても洪水

調節容量として活用する。洪水時にはこれらの新たな

治水容量を最大限活用してピークカットを行い、河川

整備計画に定めた雨竜橋地点河道配分流量2,300㎥/sを

達成させる事業となっている。 

 事業においては、北海道電力（株）との協議が必須

かつ重要であり、現在協議を進めているところであり、

北海道電力（株）の協力を得て、今年度は健全度調査

を含む総合点検、地質調査等を実施したところである。 

 

 

３． 現地調査に関する報告 

 

（1）現地調査にあたって 

 雨竜第一ダム・第二ダムは北海道電力（株）が所管

する発電専用の利水ダムであり、国の所有する施設と

は異なるため、現地調査にあたっては、北海道電力

（株）に対し、敷地内の立入や作業内容等を示した資

料に基づく諸手続きを経た上で実施している。今回の

地質調査では、周辺地盤のみではなく雨竜第二ダム本

体でもボーリング試験を実施するため、調査に関する

協議を繰り返し行い、現地調査を実施した。 

 現地調査では建設時の状況を把握するための事前の

資料収集が重要となるが、竣工から70年以上が経過し

ており、保存管理期限が過ぎている資料や、風化して

読み取ることが困難な資料があった。また、施工の基

準が現在と異なっているために、現行と異なる手法に

より実施されている調査、地すべり・環境調査等の当

時は実施されていなかった調査など、資料が十分に揃

っていなかった。こうした不足している情報や工事記

録を補完するため、国土交通省が所管するダムに適用

される実施要領に基づいた総合点検の実施や、必要な

地質調査を進めているところである。 

本報は、国土交通省が所管するダムではないこと、

また、竣工から70年以上が経過し資料が不足している

という２つの課題に対して、どのように情報を補完し、

どのように調査を行ったかに着目しながら、健全度調

査及び地質調査の注意点や課題点について論じるもの

である。 

 

（2）健全度調査 

 ここで言う健全度とは、「施設や設備の稼働及び経

年に伴い発生する材料の物理・化学的劣化や資機材の

性能低下等を踏まえた、施設や設備の状態度合い」5 )を

指す。国土交通省が所管するダムでは管理開始から概

ね30年を目安として総合点検の実施が義務付けられて

いるが、嵩上げと予備放流水位以上の容量確保による

治水機能上乗せを検討している雨竜第二ダムにおいて

も今後の各種検討の基礎資料とするため、「ダム総合

点検実施要領・同解説」に基づき、構造及び長期的な

経年変化等を調査し、漏水量・変形量など計測データ

を踏まえた総合点検を実施、ダムの健全度の調査を行

った。 

 今回の健全度調査では、堤体の追加調査として、漏

水、クラック、剥離、内部空隙等の変状の有無を確認

するため、ドローン空撮による既設堤体及び基礎岩盤

の確認、及び赤外線カメラを利用した堤体表層内部の

劣化・損傷状況の調査を実施した。ドローン空撮は、

図5の赤丸で示したような目視で見えにくい箇所の確

認を補完する目的で行った。撮影した写真のひずみを

補正したオルソ画像を拡大することでコンクリート表

面の状態を把握し、大きな損傷がないことを確認して

いる。 

 

 

図5 下流面オルソ画像 

 

また、赤外線カメラを利用した劣化状況調査では、非

接触で離れた場所から構造物の表面温度変化を熱画像

として表示・記録し、安全かつ効率的に構造物内部の

状況を把握した。 

熱画像による診断では、クラックや浮き、剥離箇所

が周辺の壁と異なる温度を示すことで検知されるが、

今回の調査においては図6に見られる通りコンクリー

ト壁面の温度分布は概ね均一であり、浮き、内部空

隙、内部滞水等の劣化状況は認められなかった。
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図6 赤外線カメラによる劣化状況調査 

 

こうしたドローン空撮や赤外線カメラを用いた調査

方法は、調査用足場が不要で安全性に優れているほ

か、広い面積を短時間に診断できるため、作業効率が

良かった。 

 

（3）地質調査 

 基盤岩の種類、地質構造、岩盤状態等、雨竜第二ダ

ム堤体直下の地質状況の把握を目的とした地質調査を

実施した。調査では岩盤ボーリングに加え、新旧堤体

の密着性を確認するためのコアボーリング、基礎地盤

の変形係数や地盤反力係数等を把握するための孔内水

平載荷試験、透水性状を把握するための静水圧ルジオ

ン試験、亀裂面や断層等の地質構造を把握するための

ボアホールスキャナ、岩盤の基本特性を把握するため

の岩石試験、各種解析も併せて実施している。調査位

置および断面図を図7、図8に示す。 

 

 

図7 ボーリング調査位置 

 

 

図8 ボーリング調査位置断面図（上流面図） 

 

 調査においては、既存ダムの運用を妨げないため、

ダム軸周辺のボーリング位置は止水壁からずらすこと

で止水機能を保護するとともに、基礎岩盤からの湧水

や水みち拡大を回避するため、監査廊ではなく天端か

らの削孔としている（図9参照）。天端からの削孔とす

ることで、万が一湧水に当たった場合でも水が噴き出

す可能性を回避できる。結果として、既存ダムの運用

を妨げることなくボーリング調査を完了している。ま

た、静水圧ルジオン試験においても、既設堤体に負荷

を掛けないように限界圧力が発生した場合には直ちに

降圧段階へ移行するなど配慮を徹底させた。 

 こうした配慮についても北海道電力（株）との協議

の中で事前に説明し、了承の上で調査に着手している。 

 

 

図9 ボーリング調査位置（標準横断図） 

 

 また、調査箇所は道立自然公園内かつ北海道電力

（株）の社有地内であることから、ボーリング掘削排



Norihiro Hayashi, Noriyuki Kanno, Kazuaki Endo 

水内に含まれる汚泥について極力回収を図り、環境及

び土地所有者に対して配慮した。掘削排水は凝集剤を

使用した急速濾過により、各孔の孔口部及び下流部に

設置した合流部の2箇所で汚泥を回収し、脱水処理後会

社に持ち帰り適切に処理をした。最終的に掘削時の漏

水により汚れた監査廊内を清掃するなど、作業前の状

態となるように配慮を行った。 

 

 

図10 掘削排水の処理 

 

 

４．まとめ 

 

 雨竜川ダム再生事業は、北海道電力（株）が所管す

る発電専用ダムである雨竜第一・第二ダムの利水容量

のうち、予備放流水位以上の容量を洪水調節容量とし

て活用するとともに、雨竜第二ダムの2.4mの嵩上げと合

わせることにより新たに約2,500万㎥の洪水調節容量を

確保し、治水機能の増強を図ることを目的とした事業

である。今年度から本格的な現地調査に立ち入るにあ

たり、既存ダムの運用に影響を与えないというダム再

生事業全般に共通した課題だけではなく、国土交通省

が所管するダムではないこと、また竣工から70年以上

が経過するダムであること等の、雨竜川ダム再生事業

特有の課題が見えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの課題に対し、国土交通省の所管のダムに対

して実施している総合点検の実施要領に沿った健全度

調査を行うとともに、丁寧かつ効率的な地質調査を実

施した。健全度調査では、ドローン空撮や赤外線カメ

ラといった手法を積極的に活用し、効率良く安全に壁

面の劣化確認を行ったところ、大きな損傷や劣化状況

は認められなかった。地質調査では、既存ダムの運用

を妨げないよう止水壁を避けたボーリングを行い止水

機能を保護するとともに、監査廊ではなく天端から削

孔することで基礎岩盤からの湧水や水みち拡大を防止

した。また、監査廊内の清掃および排水処理も適切に

実施した。 

国土交通省の生産性革命プロジェクトの１つとして

ダム再生事業は今後さらに多くのダムで取組を開始す

ることが予想されるが、ダム再生事業全般、特に雨竜

川ダム再生事業と同様の特徴を有する事業において、

本報の知見が一つの示唆となれば幸いである。 
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