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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、発電を目的として天塩
川水系サンル川に建設する多目的ダムである。平成２５年度までに付替道路工事を完了すると
ともに左右岸の基礎掘削工事（粗掘削）を実施した。
本報告では昨年度の進ちょく報告に引き続き、転流工事に関し、サンルダムの事例を報告す
る。
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1. サンルダム建設事業の概要
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。平成20年3月までに
は民有地（全257ha）の用地補償が全て完了し、町有地
等の公共用地のみが未了となっている。付替道路となる
道道60号下川雄武線（全11.5km）は平成11年8月に着手
し、平成24年10月に全線供用を開始している。
平成25年度には堤体関連工事として、基礎掘削工事、
工事用道路工事に着手し、平成26年度から転流工事、堤
体建設工事に着手したところである。
ダムサイトは上川郡下川町の天塩川水系名寄川支川サ
ンル川に位置し、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）。

ダムの目的は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、
水道用水の供給（名寄市、下川町）発電（最大出力
1,100kw）である。ダムの諸元は、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（表
-1，図-2）。
建設にあたっては、サンル川流域に広く生息するサク
ラマスの生息環境への影響を最小限とするよう、ダムサ
イトおよび湖岸沿いに魚道を設置し、遡上・降下の機能
を確保するよう取り組んでいる（図-3）。
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図-1 サンルダム位置図
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図-3 サンルダム魚道全体平面図

(2) 転流工概要
サンルダムにおける転流水路は、堤体外上流側開水路
サンルダムのダム形式は、「台形CSGダム」であり、
部・Ｕ型水路部～堤体内カルバート部～堤体外下流Ｕ型
「材料の合理化」を主眼に、「設計の合理化」、「施工
水路部・開水路部により構成され（図-4）、対象流量を
の合理化」も合わせて達成することを目的に開発された
流下させる断面として、Ｕ型水路部、カルバート水路部
新しい形式のダムである。台形CSGダムは、堤体打設を
はW=5000mm、H=6300mmの矩形断面を基本とし（図高速施工で実施することができ、サンルダムにおいては、 5）、上下流開水路部については現河道へスムーズに取
り付ける平面形状とし、掘り込み河道および土構造によ
他形式のダムより、事業工期を短く設定することが出来
る有堤断面とした（図-6）。現河道の締切については、
る（表-2）。
転流工事は本体工事に先んじて実施し、平成27年度か
上流側をCSGによる仮締切堤、下流側を土構造による仮
ら予定している堤体打設前に完成させる計画である。
締切堤により現流路を締め切って転流する（図-7）。

2. 事業工程

表-2 サンルダム堤体建設概略工程
年度
工種
基礎掘削
転
流
堤体打設
仮設備
機械設備
管理設備

H25
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H26
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H29
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クリティカルパス

3. 転流計画
(1) 転流方式
サンルダムにおける転流方式は、堤外仮排水路トンネ
ル方式との比較の結果、工事工程、経済性ともに優れて
いる堤内仮排水路方式を採用した（表-3）。
対象流量はサンル川の流況、洪水の発生時期および継
続時間を踏まえ、おおむね1年に1回程度発生する洪水規
模であるQ=100m３/sとした。

項目

表-3 転流方式比較検討結果
堤内仮排水路方式
堤外仮排水路ﾄﾝﾈﾙ方式

図-5 Ｕ型水路およびカルバート部断面図（単位:mm）
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図-4 転流工全体図

・転流工事 ： 9.8ヶ月
・堤体打設 ： 24.6ヶ月
・全体工事 ： 38.5ヶ月
・堤内水路工： 2.2億円
・取付水路工： 0.1億円
・仮 締 切： 1.3億円
・閉 塞 工： 1.7億円
・堤体工減分：▲0.7億円
計
： 4.6億円

・転流工事 ： 13.0ヶ月
・堤体打設 ： 24.6ヶ月
・全体工事 ： 43.0ヶ月
・トンネル工： 3.2億円
・堤内水路工： 0.9億円
・取付水路工： 0.2億円
・仮 締 切： 1.6億円
・閉 塞 工： 1.3億円
・堤体工減分：▲0.4億円
計
： 6.8億円

・工事工程および経済性において「堤内水路方式」が有
利となる
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図-6 下流側開水路部断面図

図-7 上流仮締切断面図

(3) 転流工事の特徴
サンルダムは、魚類の遡上・降下に配慮したダムであ
るため、サンル川水系を生産の場とするサクラマスを主
対象とした魚道を設置するが、魚道完成前である転流期
間中においても、魚類の遡上・降下を妨げない構造の仮
排水路を整備することが必要である。
水路構造については、平成26年のサクラマス遡上期に
おいて、仮排水路と同規模同形状の簡易的な試験仮排水
路により（写真-1）、ラジオテレメトリーシステムなど
を用い、サクラマスをはじめとする魚類の遡上試験を行
い、構造の妥当性を検証するとともに、本施工に際して
の修正点等を事前に確認した（写真-2,3）。また、魚道
に関する専門家による模型実験も併せて行い、平常時お
よび設計最大流量流下時の水路内流況を確認した（写真
-4）。

写真-1 試験仮排水路

具体的な構造については、魚類の遡上・下降意欲を妨
げないよう、コンクリート水路部は、流れの多様性をで
きる限りもたせるべく、水路底版部に基礎掘削等で発生
した100～800mm程度の岩砕を石組みにより配置した。
石組みにおいては、転流工の設計最大流量の100m３/s
流下時においても流出しないよう石積み工とし、また、
流れの変化点を意識して20m毎に帯工形状にするなど、
専門家の指導を仰ぎ施工した（図-8，写真-5，6）。
また、ボックスカルバート部においては、暗渠区間と
なるため、開水路部との急激な照度差を生じさせないよ
う、天井部に照明設備を配した。
開水路部においても、平坦で一様に浅い水路とならな
いよう、流路の固定化を自ら行わず、流況に応じ、蛇行、
瀬淵が自然に創出されるよう、低水路幅を広く取ること
とした。

図-8 石積み工断面図（左：一般部、右：帯工部）

写真-2 サクラマス遡上確認試験

写真-5 水路内一般部（空石張り）

写真-3 試験仮排水路を遡上するサクラマス

写真-6 水路内帯工部（練石張り）
写真-4 仮排水路模型実験
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3. 転流工事の施工
(1) 工事概要
堤内仮排水路の概略工事工程を（図-9）に示す。
台形CSGダムの止水コンクリート部を包括するゲート
ブロック、堤内水路部となるカルバート部および保護コ
ンクリートブロックの堤敷部においては、ダム本体の一
部となるため、ダム本体と同等の仕上掘削および岩着面
処理を行った。
水路コンクリートは、二次製品との比較（工事工程お
よび経済比較）の上、現場打ちとした。
上下流仮締切設置
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H25

更に、岩盤面の亀裂から湧水が確認された。湧水は、
岩盤とコンクリートの密着に悪影響があるため、打設前
に除去することが必要である。仮排水路工事においては、
施工業者の技術提案により、事前に確認した湧水の発生
源となる亀裂に向けた簡易ボーリングにて削孔・配管し、
バキュームポンプにて湧水を吸引して地下水位を低下さ
せることにより、湧水の表面流出を抑えたうえでコンク
リートを打設した（図-10，写真-9）。

岩盤面の亀裂

図-10 湧水処理の手法
図-9 堤内仮排水路概略工事工程

(2) 施工の留意点
サンルダムの着岩部の岩級区分について、止水コンク
リート部は重力式コンクリートダムと同様にCM級、
CSG部はCL級以上を求めた。特にCSG部の仕上掘削およ
び岩盤面清掃については、これまでの重力式コンクリー
トダムの様な「堅硬な岩盤面」を求めるものではないた
写真-9 湧水処理状況
め、過度な掘削を行わないよう、より慎重に行う必要が
あった（写真-7）。
(3) 施工時の河川環境への留意点
また、掘削後の着岩面の不陸が想定より大きく、岩盤
施工時の河川環境への影響においても配慮しながら工
とコンクリートの確実な一体化のため、コンクリート打
設に先んじて施工する着岩面への敷モルタルについても、 事を実施する必要があった。
工事中は降雨による現場内の高濁度排水、および、コ
慎重に行った（写真-8）。
ンクリート打設時に発生するセメント由来の高Phの排水
を機械処理にて濁水処理を行った。主に高濁度排水の処
理については、従来の高分子凝集剤より高い安全性が確
認されている、天然由来凝集剤+中和剤の使用により、
河川水質への影響を最小限にした（写真-10）。

写真-7 岩盤清掃状況

写真-10 天然由来凝集剤攪拌水槽
写真-8 敷モルタル施工状況
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また、試験仮排水路によるサクラマス等遡上試験のた
め、一時的にサンル川本川を締め切り、試験仮排水路に
流路を切り替える必要があり、この間、サクラマス等が
本川側に迷入した場合にも、産卵行動を防ぎ、転流後の
孵化を防ぐため、あらかじめ影響が予想される範囲に、
一般的に盛土補強材として使用されているネット（網
目：28mm×40mm）を河床全面に敷設し、強制的に産卵
を防止する措置を講じた（写真-11，図-11）。

4. おわりに
サンルダム建設事業は、来年度以降、堤体打設および
魚道整備を実施する予定である。今年度、範囲は小さい
ながらも、仕上げ掘削、岩盤面処理を経験し、不陸の大
きな岩盤面へのモルタル施工手法や、着岩部への効率的
なCSG打設手法への課題が明確になった。平成27年度は、
引き続き堤体建設工事を進めつつ、これら課題に対する
試験施工を実施し、より効率的な施工方法を確立するこ
とが求められる。
また、魚道整備に関しても、引き続きバイパス魚道部
の通水、遡上・降下試験を実施し、より確実な魚道とな
るよう努める予定である。
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写真-11 産卵防止ネット敷設状況
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図-11 産卵防止ネット敷設範囲
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