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サンルダムにおける台形CSGダムの
施工仕様決定に向けた確認試験
旭川開発建設部 サンルダム建設事業所 調査設計班 ○中津 隆文
入交 泰文
若林 英樹
サンルダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給及び発電を目的として
天塩川水系サンル川に建設中の多目的ダムである。平成25年には基礎掘削工事、平成26年度か
らは転流工事、本体建設工事に着手したところである。本報告では、本体打設に先立ち、実際
に使用する材料及び施工設備を用い、CSGの細部施工仕様等を決定する確認試験の結果につい
て報告する。
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1. サンルダム建設事業の概要

3. 確認試験（発注後）の概要

サンルダム建設事業は昭和63年度に実施計画調査に着
手し、平成5年度に建設に着手した。北海道上川郡下川
町に位置し国土交通省直轄のダムとしては日本最北のダ
ムとなる（図-1）。諸元は堤体積49.5万m3、総貯水容量
5,720万m3、堤高46mの台形CSGダムである（図-2）。

(1) 確認試験の目的
確認試験は、本体工事発注後、本体打設に先立ち、実
際に使用する母材、CSG材及びCSG材製造から打設まで
の一連の施工設備を用い発注前に定めている基本事項の
確認を行うとともに、CSGの細部施工仕様の決定、CSG
施工技術の習熟を図ることを目的に実施するものである。
確認試験は、各種試験に要する時間を考慮し本体打設
開始前に余裕をもって実施する必要があることから、平
成26年10月からCSG材製造設備、CSG混合設備、試験室
等の仮設備を設置し、順次確認試験を実施した。

2. 台形CSGダムの設計
「CSG」とは「Cemented Sand and Gravel」つまり「セメ
ントで固めた砂礫」を意味し、「台形CSGダム」は
「CSG」を用いた台形形状のダムを示している。構造は
本体にCSGを用い、上下流面の保護コンクリート、止水
コンクリート、監査廊及びカーテングラウチングから構
成されている（図-3）。サンルダムでは、先例のCSGダ
ムの施工を通じて得られた知見を基にとりまとめられた
「台形CSGダム設計・施工・品質管理技術資料」 1）
（以下、技術資料という）に基づき設計している。
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図-1 サンルダム位置図

図-2 イメージパース

(2) 確認試験の項目及び試験場所
サンルダムにおける確認試験は全部で17項目からなる。
各試験項目と実施フローを図-4に示す。確認試験項目は、
技術資料に記載されており先例の台形CSGダムでも行わ
れてきた一般的な試験項目と、サンルダム特有の試験項
目とに分類される。「4.確認試験（発注後）の内容及び
結果」では、一般的な試験項目はタイトルの後ろに「一
般項目」と記載した。
各試験は貯水池予定地内で実施した。着岩部の施工方
法確認及び車両走行規制の確認試験は材料や試験ヤード
の有効利用を図るため、将来減勢工の置換CSGとなる箇
所を活用した。

4. 確認試験（発注後）の内容及び結果
(1) 電動ハンマの比較試験
発注前試験施工で大型供試体作製に使用した電動ハン
マが製造中止となり、入手可能な別の電動ハンマに変更
する必要が生じた。確認試験の結果、日立製（H90SG）
を使用し締固め時間60秒で実施することとした。
図-3 台形 CSG ダムの構造
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(2) 母材及びCSG材の表面水量の確認
基本事項の確認試験
その他の確認試験
材料の物理性状の確認
（1）電動ハンマの比較試験
（2）母材及びCSG材の表面水量の確認
サンルダムでは母材として河床砂礫を使用することか (16)標準供試体と大型供試
体強度相関性確認
（3） ＣＳＧ材製造方法の確認試験
ら、採取時の天候や融雪により表面水量が高くなる可能 (17)品質管理手法の確認
※継続実施
ＣＳＧ混合装置の性能確認
性がある。使用するまでには、CSG材の表面水量を発注
（4）ＣＳＧ混合装置の性能確認試験
3
前に設定した90～110kg/m 以下に管理する必要がある。
事前試験
施工仕様の確認(1)
そのため、現場試験を実施し表面水量の低下手法（除雪、
岩盤仕上の確認
(5) 現場転圧試験
(6) 中・小型転圧機械の施工仕様の確認試験
ストックパイル形状）を確認した。
(7) 仕上げ転圧方法の確認試験
(8) a)打継面養生方法の確認
a) 母材採取地における除雪効果の確認
b)打継面清掃方法の確認
着岩部施工方法の確認
c)打継面処理方法の確認
融雪が母材の表面水量に与える影響を確認するため、
（9）
（9）
(10) 転圧完了までの許容時間確認試験
a)二次掘削
b)着岩面へのモルタル
(12) 端部法面締固めの施工仕様確認
除雪の有無による表面水量を測定した。測定頻度は1回/
・清掃方法の確認
散布方法の確認
(13) 構造物際締固めの施工仕様確認
週とした。その結果、除雪により表面水量の低下が約2
（9） c) 一連の着岩部の施工方法の確認
週間早くなることがわかった。
施工仕様の確認(2)
b) CSG材のストックパイル形状の比較
(11) 車両走行規制の確認試験
(14) 上下流面プレキャスト型枠構造・施工技術
採取した母材は、CSG材製造設備で80mmオーバー材
を除去後、1次ストックパイルにCSG材としてストック
本体打設開始
運搬設備の確認試験
(15) ＣＳＧ及びコンクリート運搬設備の確認
する計画である。本項では融雪時の高い表面水量を低下
させることが期待できるストックパイル形状を確認した。
図-4 確認試験項目及び実施フロー
ストックパイルは高さを3ケース（H=3m、4m、5m）設
定した（図-5）。1週間間隔でストックパイルCSG材の
表面水量を測定し、経時変化を確認した。試験の結果、
高さ4mと5mのケースでは十分な表面水量の低下が期待
できなかったが、3mのケースでは当初160kg/m3あった表
面水量が44日後には約100kg/m3に低下し、目標（90～
110kg/m3）をある程度達成することができた（図-6）。
また、工程管理のため、降雨等の影響で早期に表面水
量を下げる必要性がでてくる事態を想定し、母材を予め
薄層に敷均し曝気する試験を実施した。敷均し高は0.5m
と0.75mの2ケースを実施した。その結果、敷均し高0.5m
図-5 CSG 材ストックパイル(H=3.0m)の概要図
では4日で、敷均し高0.75mでは8日で表面水量90 kg/m3程
H=3.0m ドレーン有り
度まで低下する結果となった（図-7）。
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ながら表面水量の低下手法を適宜選択することとした。
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図-6 CSG 材ストックパイル(H=3.0m)の表面水量経時変化
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図-7 母材薄層敷均しによる表面水量経時変化
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(4) CSG 混合装置の性能確認試験（一般項目）
CSG混合装置として使用するジクロスミキサの必要な
混合時間を確認するため、傾胴ミキサとの比較試験を実
施した。製造するCSGは本施工で使用予定の単位セメン
ト量（C=60kg/m3 、80 kg/m3 、100kg/m3 ）及び単位水量
（W=90kg/m3、100kg/m3、110kg/m3）の9ケースの組合せ
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(3) CSG 材製造方法の確認試験
母材をCSG材製造設備（図-8）に通し、通過したもの
をCSG材として使用する計画である。CSG材が効率よく
製造できるグリズリのバーの角度と長さを把握すること
を目的に確認試験を実施した。角度（30ﾟ、35ﾟ、40ﾟ）
と長さ（6.0m、7.5m、9.0m）を変化させ、製造状況の目
視確認と、製造したCSG材の粒度試験を実施した結果、
効率よく高品質のCSG材が製造可能であった角度35ﾟ、
長さ6.0mに決定した。

表面水量（kg/m3）

モルタル散布施工方法の確認

とした。混合時間は20秒、30秒、40秒で試験を行った。
試験の結果、混合時間が20秒以上の場合に傾胴ミキサと
同等以上の強度（材齢28日、材齢91日）が得られた（図
-9）ことから、混合時間は30秒に決定した。
(5) 現場転圧試験（一般項目）
CSG混合装置で製造したCSGを用い、転圧試験を行う
ことにより施工性を確認するとともに、発注前の試験施
工で設定した転圧回数（無振動2回＋有振動6回）の妥当
性を確認した。使用機械は技術資料で標準とされている
機械を選定した（敷均し:16t級ブルドーザ、締固め:11t 級
振動ローラ）。試験は、本施工で使用予定の単位セメン
ト量(C=60kg/m3, 80kg/m3, 100kg/m3)、単位水量(W=90kg/m3,
100kg/m3, 110kg/m3)の9ケースのヤードを設け、有振動に
よる転圧回数を変化（6回、8回、10回）させ、沈下量と
現場密度を測定した。現場密度はRI法と砂置換法とした。
沈下量は転圧毎に同一場所で測定した。
いずれのケースでも施工性は良好で、現場密度は転圧
回数6～10回で現場密度の増加傾向は認められなかった
ことから、11t級振動ローラ転圧仕様は無振動2回＋有振
動6回に決定した。

【正面図】

【側面図】

図-8 CSG 材製造設備構造図
6
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(6) 中・小型転圧機械の施工仕様の確認試験
サンルダムの基礎岩盤の掘削面は不陸が大きい特徴が
ある。着岩部では一般部に用いる 11t 級振動ローラによ
る転圧ができず小型転圧機械による締固めが必要となる
（図-10）。60kg 級タンパ及び 1t 級振動ローラを用い、
転圧回数を 6 回、8 回、10 回のケースで試験を実施した。
その結果、60kg 級タンパ及び 1t 級振動ローラともに 6
回以上転圧すれば 11t 級振動ローラと同等の現場密度が
得られることを確認した。

図-9 ｼﾞｸﾛｽﾐｷｻと傾胴ミキサの強度比較(材齢 91 日,C=80Kg/m3)

図-10 不陸が大きい岩盤面での CSG 締固めイメージ

(7) 仕上げ転圧方法の確認試験（一般項目）
11t 級振動ローラで転圧後、章動ローラ（水平振動）
による仕上転圧の有効性を確認するため試験を実施した。
試験は単位セメント量(C=60kg/m3, 80kg/m3)及び単位水量
(W=90kg/m3, 100kg/m3, 110kg/m3)の6ケースとした。
試験の結果、ほぼ全てケースで仕上げ転圧2回で平滑
に仕上がったが、C=60kg/m3, W=110kg/m3の組合せでは仕
上げ転圧2回では平滑に仕上がらなった。以上より、仕
上げ転圧は基本2 回と決定した。なお、平滑に仕上がら
ない場合は転圧回数を増やし対応することとした。

b)

(8) 打継面の養生・清掃・処理方法確認（一般項目）
a) 打継面養生方法の確認
CSGの表面はコンクリートと同じく湿潤状態にして乾
燥しないようにする必要があることから、人力により散
水養生を行うこととした。1 日以上作業を行わない場合
は、散水後にシート養生を行い、シート上も常に湿潤状
態とすることに決定した。

(9) 着岩部の施工方法の確認
サンルダムの基礎岩盤は主に安山岩で構成されている。
安山岩は火成岩のため、掘削面の不陸が大きくなる特徴
がある。また、CSG打設箇所の基礎岩盤は岩級区分要素
でBⅢb主体（サンルダムではCL級と呼ぶ）に求める設
計である（止水コンクリート打設箇所は岩級区分要素で
BⅡb主体（CM級と呼ぶ））。着岩部のCSG施工順序は、
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打継面清掃方法の確認
打継面の清掃方法と清掃能力を比較し、合理的なCSG
打継面の清掃方法を確認した。その結果、エア吹きは
CSG 表面からのノズル距離は30cm～70cm の範囲に決定
した。スイーパーでの清掃は1 往復（2 回）に決定した。
c) 打継面処理方法の確認
CSG打継面の処理方法では、セメントペーストによる
処理の状況を確認した。試験の結果、セメントペースト
配合は水平部でC：W=1：0.8、斜面部でC：W=1：0.6 と
し、塗布厚さは5mm に決定した。
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①二次掘削、②清掃、③モルタル散布、④CSG敷均し、
⑤締固め の一連の作業で行われる。各施工が効率的か
つ確実に実施できる方法について試験を実施した。
a) 二次掘削・清掃方法の確認
二次掘削は、①バックホウ 0.45m3 級（平爪による岩盤
掘削）→②バックホウ 0.7m3 級（ブラシによる掘削ズリ
除去）→③ピックハンマー（浮き石処理）の手順が最も
効率的に掘削できることを確認した。岩盤清掃は、①エ
ア吹き（緩んだ岩盤、掘削ズリ除去）→②低水圧水洗い
（微粒分洗流し）→③バキューム（水・微粒分吸引）と
いう手順が最も効率的であることを確認した。
b) 着岩面へのモルタル散布方法の確認
技術資料によると、着岩部へのCSG打設（岩盤への直
接打設）では岩盤の不陸による隙間が生じないよう入念
に施工する必要があり、また、岩盤の亀裂や不陸が大き
くCSGの充填が不十分となるような場合にはモルタルや
セメントペーストによる間詰めをする必要があると記載
されている1）。近年、不陸を有する着岩面でのCSGの充
填性、締固め性が向上し、機械施工が可能となることに
より大幅な施工性の向上が見込まれる工法として、岩盤
面にモルタルを散布する方法が提案2）されている。
サンルダムにおいても着岩面へのモルタル散布が適用
可能かを確認するため試験を実施した。吹付け機械の施
工性を考慮しモルタル配合をセメント：砂＝1：4とした。
CSG打設までの時間を考慮し、散布後4時間まではモル
タルが硬化しないように遅延剤を添加した。提案されて
いるモルタル散布（吹付け機）と、重力コンクリート式
ダム着岩部で一般に施工されている塗布（人力）の2ケ
ースで試験した（写真-1、写真-2）。
試験の結果、散布・塗布ともに施工性は良好であるこ
とが確認できた。また、CSG硬化後カッターにより岩盤
とCSGの一体化状況を観察したところ、モルタルが一様
に充填されていることが確認できた。今回の試験は平場
で実施したが、今後アバット部の着岩面処理もあること
から施工性の良い工法を適宜使用していく予定である。

c) 一連の着岩部の施工方法の確認
前節までの確認結果（現場転圧試験、中・小転圧機械、
仕上げ転圧方法）及び本節のモルタル散布方法の確認結
果を基に、一連の施工性を確認した（写真-3）。岩盤へ
モルタル散布後、施工幅の狭い凹み部を先行して施工し
た。バックホウで凹み部分へCSGを敷均し、60kg級タン
パまたは1t 級振動ローラで締固めた。凹み部分の先行打
設により不陸の振幅が小さくなった後は、16t級ブルド
ーザでCSGを敷均し、11t 級振動ローラで転圧した。着
岩際は11t 級振動ローラが近づけないため、60kg級タン
パと1t 級振動ローラで転圧した。
試験の結果、着岩部へのモルタル散布により、不陸整
正とCSGの打設が一連の作業で行えるため、従来の着岩
部の施工方法（CSGの岩盤への直接打設、不陸への間詰
め）と比較し施工性が向上することが確認できた。CSG
硬化後にコアを採取し観察したところ、モルタルにより
岩盤とCSGが密着していることを確認した。

写真-1 着岩面へのモルタル散布状況（吹付け機）

写真-2 着岩面へのモルタル塗布状況（人力）

（60kg級タンパ）

（60kg級タンパ）

（1t級振動ローラ）

（11t級振動ローラ）

写真-3 一連の着岩部の施工方法の確認状況
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（16t級ブルドーザ）

(10)転圧完了までの許容時間確認試験（一般項目）
CSGの混合から転圧を完了するまで、どの程度の時間
CSGを放置しても品質に影響を与えずに施工できるか確
認を行うことを目的に実施した。試験の結果、転圧完了
までの経過時間が6時間までは現場密度に大きな差は見
られなかったことから許容時間は6時間以内に決定した。

養生及び脱型後、高圧洗浄機で洗出す手順とした。一定
面積（0.3×0.3m）を洗出す時間を変え、モルタルの除去
程度、骨材露出状況、骨材の緩みを目視により観察した。
その結果、洗出し時間を 15 秒以上に決定した。
b) 固定用鋼材の検討
従来の上下流面プレキャスト型枠は側面も床版部もコ
ンクリートからなる構造であった。しかし、形状が複雑
(11) 車両走行規制の確認試験（一般項目）
で施工手間がかかる、床版下部の施工性が悪い（入念な
CSG 転圧完了後の車両走行が転圧完了面に与える影
敷モルタルの施工が必要）、自立式のため運搬効率が悪
響を調べるため確認試験を実施した。40t ダンプトラッ
い等の課題があったため、先例ダムで上下流面プレキャ
ク及び 10t ダンプトラック（CSG 積載状態）を使用し直
スト型枠をパネル化する試験3) がされている。サンル
線部と旋回部で構成される約 30m 区間を 10 往復走行さ
ダムにおいても、床版部を鋼材に変更した形状の上下流
せた。遮水シートによる走行面の保護効果も確認するた
面プレキャスト型枠を採用するため、確認試験を実施し
め、遮水シートを敷いた走行試験も実施した。転圧完了
た。固定用鋼材の厚さと形状を変えた4ケースに対し、
後 0 時間、3 時間の 2 ケース実施し、目視により走行面
据付時の安定性と保護コンクリート打設時の変位量を確
の“わだち”や“荒れ具合”を観察した。試験の結果、
認した。なお、鋼材はいずれもL型鋼材とした。
10t ダンプでは転圧完了後すぐに走行可能であることが
・ケース1：鋼材厚 t = 7mm、斜材なし
確認できた。40t ダンプでは予め遮水シートを敷設すれ
・ケース2：鋼材厚 t =10mm、斜材なし
ば転圧完了後すぐに走行可能であることが確認できた。
・ケース3：鋼材厚 t = 7mm、斜材あり
・ケース4 ：鋼材厚 t =7mm、斜材あり、鋼材延伸(図-13)
(12) 端部法面締固めの施工仕様確認試験
試験の結果、ケース 1 は据付後に安定しなかった。そ
保護コンクリート付近では CSG の法勾配を 1：0.8 で
の他の 3 ケースは安定性が良好であった。
打止める設計である。端部法面締固め機械の性能、転圧
次に、型枠据付後に保護コンクリートを打設し、コン
方法、仕様の確認試験を行った。先例の台形 CSG ダム
クリートの側圧による型枠の変位量を確認した。なお、
で使用さた「端部法面用プレート」と、近年検討されて
出来形管理基準の規定値（コンクリートダム堤幅）を参
いる「平プレート」を比較した（図-11、図-12）。
考に、上部の型枠据付時に調整可能な範囲を考慮し、許
試験の結果、平プレートでは天端部 15 秒＋斜面部 15
容値を 10mm に設定した。保護コンクリート打設時は本
秒で、端部法面用プレートでは 30 秒で一般部（11t 級振
施工と同じ 4 層打設とした（37.5cm 毎に締固め）。その
動ローラ）と同等の現場密度が得られることを確認した。 結果、ケース 2 及びケース 3 では変位量 17～28mm（水
なお、次節の構造物際の締固めで採用予定の機械を転用
平方向）だったが、ケース 4 は 6～7mm（水平方向）と
できるという利点を活かし、端部法面締固めでは平プレ
なり許容値を下回ったことから、ケース 4 の固定用鋼材
ートを採用することとした。
を使用した上下流面プレキャスト型枠に決定した。
c) 施工方法の確認
(13) 構造物際締固めの施工仕様確認試験（一般項目）
上下流面プレキャスト型枠設置から保護コンクリート
止水コンクリート等の構造物際のCSG締固めにおいて
打設までの一連の施工性を確認した（写真-4）。その結
は、11t級振動ローラが近づけないため転圧できない。
果、上下流面プレキャスト型枠据付作業は支障なく行う
そのため、先例の台形CSGダムでも実績のある振動目地
ことができた。また、保護コンクリート打設では上下流
切機を改造した構造物際締固め機（平プレート）の確認
面プレキャスト型枠と保護コンクリートの一体化を確保
試験を実施した。その結果、一般部（11t 級振動ロー
することを目的に、バイバック、一本槍バイブレータ、
ラ）と同等の現場密度が得られることを確認した。
仕上バイブレータの順で締固める計画であるが、こちら
も作業性に問題はないことが確認できた。
(14) 上下流面プレキャスト型枠の構造及び施工技術
d) 保護コンクリートとの一体化の確認
台形 CSG ダムでは、CSG 打設や保護コンクリート打
上下流面プレキャスト型枠と保護コンクリートが一体
設の連続的な施工を妨げないことを目的に上下流面にプ
化していることを確認するため、保護コンクリート打設
レキャスト型枠を設置する計画である。上下流面プレキ
後に打音検査（30cmメッシュ）を実施した。その結果、
ャスト型枠使用による施工性の向上及び品質の確保を目
全メッシュで空隙がないことが推察された。また、保護
的に以下の確認試験を実施した。
コンクリート硬化後、ボーリング（φ＝100mm）しコア
a) 洗出し方法の確認
観察及びボアホールカメラによる孔内確認の結果、上下
上下流面プレキャスト型枠と保護コンクリートとの一
流面プレキャスト型枠と保護コンクリートが一体化して
体化を図るため、背面に洗出し処理を施す必要がある。
いることを確認した。
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(15) CSG 及びコンクリート運搬設備の確認
中標高の CSG 及びコンクリートの運搬に使用するサ
ンドイッチベルトコンベヤ（図-14）をダムサイト右岸
側に据付け、運搬材料の性状及び運搬能力を確認する試
験を実施した。その結果、運搬前後で CSG の単位水量
とコンクリートのスランプ及び空気量に大きな変化がな
いことが確認できた。また、運搬能力も必要な運搬量を
満足することを確認した。

図-11 端部法面用プレートの構造

(16) 標準供試体と大型供試体強度相関性確認(一般項目)
本施工においてCSG品質の変動傾向を把握するため、
打設したCSGと同一材料から作製した大型供試体と標準
供試体の強度を監視することとなっている1）。本施工で
の品質管理に向けた基礎資料を得るため、大型供試体
（材齢28 日）と標準供試体（材齢7 日、28日）の相関性
を確認する試験を実施した。
試験の結果、大型供試体（材齢28 日）と標準供試体
（材齢7 日、28日）にそれぞれ相関性が確認できた。
(17) 品質管理手法の確認試験（一般項目）
CSG 材の品質変動確認のため施工当日は 1 回/時間の
頻度で粒度及び表面水量を測定することが標準とされて
いる 1）。しかし、JIS で定める乾燥法による粒度及び表
面水量の測定では乾燥に 24 時間を要し、1 回/時間の頻
度に対応することができないため、確認試験で簡易な測
定方法を決めておく必要がある。試験の結果、粒度は水
洗い法、表面水量は電子レンジ法により JIS 法と同等の
測定値となることが確認できた。

正面図

側面図

側面図

図-12 平プレートの構造

図-13 上下流面プレキャスト型枠構造図（ケース 4）

5. まとめ
平成27年度は、実際に使用する材料及び施工設備を用
いて確認試験を実施し、基本事項の確認、CSGの細部施
工仕様の決定を行い、CSGの打設に着手することができ
た。引き続きCSGの打設を進めるにあたり、確認試験で
得られた結果を基に適切に品質管理を実施し、本体工事
の進捗を図っていく予定である。
写真-4 保護コンクリートの締固め状況
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