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雨竜第二ダムにおける
コンクリート健全性評価について
―豪雪厳寒地において約80年経過したｺﾝｸﾘｰﾄの健全性―
札幌開発建設部 雨竜川ダム調査事業所 ○渡辺 哲理
札幌開発建設部 雨竜川ダム調査事業所
和泉 康平
北海道電力株式会社 水力部土木グループ 石黒 忠雄
平成29年7月に変更された雨竜川河川整備計画において、北海道電力株式会社が所有する「雨
竜第一及び第二ダム」を有効活用し、新たに洪水調節機能を確保するダム再生事業が位置付け
られた。
本報告では、戦時中に建設し昭和18年の完成から約80年、豪雪厳寒地の厳しい環境条件下に
おかれた「雨竜第二ダム」の堤体コンクリートについて、健全性調査及び各種試験等の結果を
報告するものである。
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1. 雨竜川ダム再生事業について
(1)雨竜第一ダム、第二ダムの概要
雨竜第一及び第二ダムは、図1に示すとおり、石狩川
の中流域で合流する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式会社が所有する発電
専用の重力式コンクリートダムである。
雨竜第一及び第二ダムが位置する幌加内町は、「3つ
の日本一がある町」であり、冷涼な気候や昼夜の寒暖の
差等の自然条件から「そば畑の面積・収穫量日本一」を
誇る。また、雨竜第一ダムは湛水面積23.7k㎡を誇る
「日本最大の人造湖である朱鞠内湖」を抱えている。さ
らに、「日本最寒記録-41.2度」を記録し、年間降雪量
は10mを超える豪雪厳寒地である。
雨竜第一ダムは、集水面積202.5k㎡、ダム高45.5mの
ダムで、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109.7k㎡、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、雨竜第二ダムの貯留水は自然流下で朱鞠
内湖へ導水される。雨竜第一及び第二ダムの概略図を図
2に示す。

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嵩上げと併せ、約2,500万㎥の洪水調節容量
を確保し、新たに洪水調節機能を確保することを目的と
している。本事業により、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水位低減効果が見込まれる。
現在、雨竜第二ダムの嵩上げ工事着手に向け、地質調
査、堤体設計等を実施しているところである。

雨竜川

雨竜川
雨竜川流域

図1 雨竜川流域図

(2)雨竜川ダム再生事業の概要
雨竜川ダム再生事業は、平成29年7月に変更された雨
竜川河川整備計画において、既設ダムを有効活用するダ
ム再生事業が位置付けられた。図3に示すとおり、雨竜
第一及び第二ダムの利水容量のうち、予備放流水位以上
図2 雨竜第一ダム・第二ダム 概略図
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図3 雨竜川ダム再生事業前後の貯水池容量配分図

2. 雨竜第二ダムの建設概要
雨竜第二ダムは、昭和13年10月から仮排水路工事に着
手し、昭和14年1月に基礎掘削、昭和15年5月に堤体コン
クリート打設を開始し、昭和18年10月にコンクリート打
設を完了した。全掘削量は10万8千㎥、コンクリート打
設量は9万6千㎥である。コンクリート用骨材はダム上流
1.5kmの宇津内川から9万㎥を採取し、細骨材の不足分は
滝川市、砂川市の砂利業者から石狩川の砂を購入した。
また、セメントはポルトランドセメント及びシリカセメ
ントを使用している。
ダム建設当時の記録によると、右岸、左岸、河床部に、
ミキサーにより骨材やセメントを混合する「混合場」を
設置し、混合場からシュートを利用して打設箇所までコ
ンクリートを運搬した。打設高さは1リフト1.5mとし、
コンクリートの締固めは空気式振動棒を用いて、打設後
1時間半以内に締固めを完了させた。施工後72時間はむ
しろ類で表面を覆い散水養生を行った。打継は表面にチ
ッピングを行い3cm程度のモルタルを敷設した。また、
コンクリート硬化熱による亀裂の発生を抑制するため、
堤体内に電気抵抗温度計を配置し、硬化熱を計測した記
録も残っている。
このように、堤体コンクリート打設時は、コンクリー
トの品質を確保するため、丁寧かつ入念な施工を行って
いたことが伺える。
雨竜第一及び第二ダム建設中のコンクリート打設状況
を写真1、2に、現在の雨竜第二ダムを写真3に示す。

写真 1 コンクリート打設状況（雨竜第一ダム）
混合場

シュート

写真 2 コンクリート打設状況（雨竜第二ダム）

写真 3 雨竜第二ダム（H30.8.23 撮影）
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3. 堤体コンクリートの健全性評価

(深度 13m-14m)

雨竜川ダム再生事業により、雨竜第二ダムは既設
堤体を活用して嵩上げを行う。堤体コンクリートは、
豪雪厳寒地の厳しい環境条件下において、建設後約
80 年経過している。そのため、堤体コンクリートの
性状及び強度の確認を目的として、平成 30 年度及び
令和元年度に健全性調査を実施した。なお、健全性調
査は、「ダム総合点検実施要領・同解説及び参考資
料」に基づき実施している。
ここでは、健全性調査のうち、堤体コンクリート
の性状を確認するために実施したボーリング調査、堤
体の安定性※1 に影響する密度及び強度試験について報
告する。また、堤体の観測記録（漏水量及び変位量）
についても併せて報告する。
1) ボーリング調査
【調査方法】
ボーリング調査は、堤体コンクリートの性状及び
基礎岩盤との密着性の確認を目的として、堤体天端か
らの鉛直ボーリング（φ66）を実施した。また、ボー
リング調査に併せて、ボアホールカメラ調査も実施し
た。ボーリング調査位置を図 4 に示す。
【調査結果】
堤体コンクリートは、材料分離もほとんどなく、
密実で良好な状態であることを確認した。
また、堤体コンクリートと基礎岩盤の境界は一体
化していることを確認した。
B13 孔を例に、ボーリングコア写真及びボアホール
カメラ画像を写真 4 に示す。

(凡例) 堤体天端
平成30年度
令和元年度

(凡例) 堤体下流面
平成30年度

ボアホール
画像
コア写真

(深度 25m-26m)

堤体コンクリート ←｜→ 基礎岩盤
ボアホール
画像
コア写真

写真 4 B13 孔：コア写真及びボアホールカメラ画像
2) 密度試験及び圧縮強度試験
【調査方法】
密度試験は、図 4 に示す堤体下流面から採取した堤
体コンクリートコアを用いて、ノギス法及び浮力法に
より実施した。また、圧縮強度試験は、コンクリート
の静弾性係数試験（JIS A 1149）により実施した。
【調査結果】
密度試験及び圧縮強度試験結果を表 1 に示す。
堤体コンクリートの密度は約 2,380kg/m3（平均値）
であり、堤体安定計算に使用している設計値 2,200
kg/m3 を上回ることを確認した。
堤体コンクリートの圧縮強度は 28.4 N/mm2（平均
値）であり、一般的な無筋コンクリートの設計基準強
度である 18 N/mm2 を大きく上回っている。また、堤体
安定計算において、堤体に発生する最大主応力（堤体
下流端）は 0.7 N/mm2 であり、最大主応力の 4 倍の強
度として規定される設計基準強度約 3 N/mm2 を十分に
満足していることを確認した。
表 1 密度試験及び圧縮強度試験結果
密度試験
試料名

CB-1

CB-2

CB-3

CB-1-1
CB-1-2
CB-1-3
CB-2-1
CB-2-2
CB-2-3
CB-3-1
CB-3-2
CB-3-3
平均

圧縮強度試験

ノギス法

浮力法

見掛け密度
(kg/m3)

表面乾燥飽和状態密度
（kg/m3）

圧縮強度
(N/mm2)

2,399
2,414
2,419
2,298
2,267
2,310
2,376
2,430
2,397
2,368

2,413
2,439
2,433
2,308
2,293
2,322
2,399
2,467
2,427
2,388

19.3
31.3
25.2
31.9
33.7
33.1
28.0
24.5
28.5

2,378

28.4

図 4 ボーリング調査位置図（上：平面図、下：断面図）
※1 コンクリートダムの安定性は、3 条件「①：ミドルサードの条件を満足すること」、「②：滑動に対し安全な重さを有すること」、「③：
最大主応力が許容応力を越えないこと」を満足することが要求されている。
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3) 堤体挙動観測（漏水量・変位量）
【観測方法】
漏水量は、図 5 に示す監査廊内 2 箇所において 2
回/月の頻度で計測している。
堤体の変位量は、図 5 に示す 4 箇所において 4 回/
年の頻度で計測しており、堤体上流側の高欄上に外部
標的を設置し、トータルステーションを用いた測量を
行っている。
【観測結果】
漏水量は、図 6 に示すとおり、至近 25 年の計測に
おいて最大値 2.14 ㍑/min と小さく、経年的な変化は
ほとんど認められない。また、図 7 に示す貯水位と漏
水量の関係を見ると、漏水量は貯水位と正の相関関係
にあり、漏水量が急増することもなく、安定した状態
である。さらに、堤体下流面からの漏水も確認されて
おらず健全な状態を保っている。
変形量は、図 8 に示すとおり、至近 25 年の計測で
上下流方向の変動幅は最大でも 15mm 程度であり、安
定した挙動を示している。

貯水位との相関関係

図 7 貯水位と漏水量の関係(H6～H30)

4．おわりに
雨竜第二ダムの堤体コンクリートは、豪雪厳寒地
の厳しい環境条件下において、建設完了から約 80 年
経過しているが、材料分離もほとんどなく、密実で良
好な状態を保っている。また、設計上必要な密度及び
強度を有しており、漏水量や堤体変位の挙動も安定し
ていることから、堤体コンクリートは健全な状態と判
断される。これは、戦時中の建設であったのにもかか
わらず、丁寧かつ入念な施工をした賜物と考えられる。

図 5 堤体観測設備位置図

最大値 2.14ℓ/min

図 6 漏水量計測結果（H6～H29）

図 8 堤体変位量（No.2） 計測結果（H4～H29）
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