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徳富ダム基礎処理工について 
―右岸深部の基礎処理計画の変更について― 
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 徳富ダムは、国営かんがい排水事業樺戸(二期)地区の水源施設として、石狩川水系徳富川上

流に建設中の重力式コンクリートダムである。 
 徳富ダムの基礎処理工としてパイロット孔を施工した結果、高透水性部が右岸アバット～リ

ム深部にかけた範囲で上下流に連続して分布することを確認した。 
 本報ではダムサイトの水理地質構造の再検討結果に基づき変更した右岸アバット～リム部高

透水性部の基礎処理計画について報告するものである。 
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まえがき 

 
 徳富ダムは、国営かんがい排水事業樺戸(二期)地区の

水源施設のみならず、洪水調節、流水の正常な機能の維

持および水道用水の確保を目的として、樺戸郡新十津川

町の徳富川上流において、北海道開発局、北海道および

西空知広域水道企業団の三者の共同事業として建設中の

重力式コンクリートダムであり、平成１４年度より本体

工事に着手し、平成２２年度の完成を予定している

（図-1）。 
ダム建設における基礎地盤の遮水性と安全性を確保す

るための基礎処理計画は、「グラウチング技術指針・同

解説」の改訂を踏まえて平成１７年に策定したが、一般

孔に先行して実施したパイロット孔により、当初調査時

には想定していなかった高透水性部が右岸アバット～リ

ム深部にかけた範囲で上下流に連続して分布することを

確認した。 
 本稿では、これを受けて行ったダムサイトの水理地質

構造の再検討、および浸透経路の検討過程と、新たに策

定した浸透対策としての右岸カーテングラウチングの施

工範囲の変更等の基礎処理計画について報告する。 
表-1 にダム堤体および貯水池の諸元、図-2 にダム標

準断面図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
表-1 ダム堤体および貯水池諸元

型式 重力式コンクリートダム 集水面積 ６５.３km
2

堤体積 ５３０千m
3 湛水面積 １.５９km

2

堤高 ７８.４m 設計洪水位 E.L.３１４.９m

堤頂長 ３０９.０m サーチャージ水位 E.L.３１３.４m

堤頂幅 ５.０m 常時満水位 E.L.３０６.５m

非越流部標高 E.L.３１５.９m 最低水位 E.L.２７１.８m

総貯水容量 ３６,０００,０００m
3

有効貯水容量 ３３,４００,０００m
3

堆砂容量 ２,６００,０００m
3

貯

水

池

堤体法勾配

（下流） １：０.８

（上流） 鉛直

（フィレット） １：０.８
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1.  ダムサイトの地質および調査時の基礎処理計画 

 
(1)  ダムサイト地質概要 

ダムサイトの地質は、下位より新第三紀中新世の増毛

層、新第三紀鮮新世の徳富川溶岩集塊岩層および幌加尾

白利加層で構成され、ダム基礎岩盤は徳富川溶岩集塊岩

層の安山岩類からなる（表-2）。 
 
安山岩のフローユニット（図-3）は、正規安山岩溶岩

（Ad）と自破砕安山岩溶岩（Ata,Atb,Atc）からなり、規

則的に岩相が変化し、ダムサイトでは７つのフローユニ

ットを確認している。（図-4） 
その他ダムサイトでは、角礫岩（Br）、火山円礫岩層

（Vc）、砕屑岩脈（Cd）などの貫入岩類が分布する。 
 
(2)  調査時のカーテングラウチング計画概要 

表-3に今回の報告の中心となる基礎処理計画における

右岸の調査時カーテングラウチング計画の概要を示す。 
 
(3)  基礎処理施工経緯 
コンソリデーショングラウチングは、平成16年12月に

河床部から着手し施工を終了している。また、カーテン

グラウチングについては、平成17年5月に着手し、本体

コンクリート打設の進捗に応じて施工を進めている。 
現在、先行するパイロット孔の施工は終了しており、

一般孔については左右岸アバット部と右岸リム上部を除

き施工が終了している。 
 

 

 

 

 

表-2  ダムサイトの地質層序表 

図-3  安山岩ユニットの概念図 

図-4  止水ライン地質断面図
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2.  基礎処理における課題 

 
 調査時点（H17.4）のルジオンマップとパイロット孔

施工時点（H19.12）のものを図-5 に示す。 

調査時においては、右岸アバット部においてカーテ

ングラウチングの止水基盤として計画している2層の難

透水層の分布形状の把握と難透水層間の透水性状の把

握が課題であり、これらについて2層の難透水層の下端

までパイロット孔を施工して確認する計画であった。 

パイロット孔を施工した結果、2層の難透水層が調査

時想定と同様の分布を示すことを確認し、2層の難透水

層間の透水性については、調査時想定より高透水（50Lu

以上）を示すことが明らかとなった。 

また、右岸アバット～リム部にかけて調査時に想定

していなかった新たな高透水部が地山深部まで連続し

て分布することが明らかとなった。この高透水部につ

いては、パイロット孔の延伸と新たに追加ボーリング

調査を行い、高透水部の透水性状と分布範囲を確認し

た。 

以上の点を踏まえたパイロット孔施工後の基礎処理に

おける課題は、右岸アバット～リム部に分布する高透水

性部の改良範囲である。 

表-3  カーテングラウチング計画概要（右岸）原計画H17.4

図-5  ルジオンマップ比較図（パイロット孔施工前後） 
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3.  水理地質構造の検討 

 
基礎処理における課題に対して当該箇所の水理地質構

造の検討を行った。 
  
(1)  水理地質構造の検討 
岩種、層準、層準毎の上下部位および平面分布、変質状

況、割れ目の状態等の各要素と透水性の関係を整理し、

透水性の要因分析を行う。この検討結果から、透水性を

支配する各要因についてその地質的な成因を検討し、成

因毎に透水区分を行い、この透水区分を断面図、平面図

上にプロットし、水理地質構造を検討した。 

 

(2)  水理地質構造の検討結果 

割れ目の性状と透水性について解析した結果、一般に

安山岩類には溶岩の冷却収縮に起因する低角度～高角度

の節理が発達するが、これとは別に右岸側の高透水部に

は構造運動に伴う角礫状亀裂や、Vc層の迸入に伴う褶曲

を成因とすよる晶洞状亀裂が分布している。これらの割

れ目の性状と透水性の関係を層準毎に検討したところ、

高透水部との高い相関関係が認められた（図-6）。 

晶洞状亀裂 

（赤色のグラフ）

低角度角礫状亀裂 

（緑色のグラフ） 

7 6 5 4 3 2 1  

1ｓｔあたりの亀裂本数 

5m 

10m 

15m 

20m 

25m 

図-6  亀裂頻度分布図 
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a) 割れ目の種類と透水性 

①Ad-4層で50Lu以上を示すｽﾃｰｼﾞには主に晶洞状亀裂が

分布し、Ad-4層の下部では角礫状亀裂も認められるよう

になる。 

②Ata-3層、Atb-3層、Ad-3層、Ata-2層（Ad-3層周辺）で

20Lu以上を示すｽﾃｰｼﾞには主に角礫状亀裂が分布する。 

③Atb-2層、Ad-2層で20Lu以上を示すｽﾃｰｼﾞには冷却節理

のみのｽﾃｰｼﾞと晶洞状亀裂が分布するｽﾃｰｼﾞの両方が同

程度認められる。 

b)割れ目の分布状況と透水性の相関 

①Vc層上部のAd-4層には1ｽﾃｰｼﾞあたり5本の晶洞状亀

裂が分布し、50Lu以上の高透水部の分布とほぼ一致す

る。 

②Ad-3層周辺～Ad-4層下部には1ｽﾃｰｼﾞあたり1～3本の

角礫状亀裂が分布し、20Lu以上の高透水部の分布とほ

ぼ一致する。 

 

 

4.  浸透経路の検討 
 

次に水理地質構造の検討から貯水の浸透経路（入

口、出口）を検討した。 

 

(1)  浸透経路の検討 
ダムサイトの透水性状を示す透水区分図（断面、

平面）（図-7）を全断面作成し、ダムサイト右岸側

の透水性分布の検討を行い、右岸アバット～リム部

における透水区分図から上下流の連続性を検討した。 

 

(2 )  浸透経路の検討結果 

a) 経路A 

止水ラインの右岸リム深部に分布するAd-4層高透水

部は、貯水池には出現しないが、上下流方向に連続

するAd-4層下部・中間部やAd-3層周辺の高透水部を介し、

貯水池に連続する。 

b) 経路B 

2層の難透水層間の高透水部は、Atb-2層に沿った難透

水層によって覆われているが、貯水池側のダム近傍付近

でAtb-2層の難透水層に欠如部があるため、Ad-4層下部、

中間部やAd-3層周辺の高透水部を介し、貯水池に連続す

る（図-8）。 

 

図-8 浸透経路概念図

経路A

経路B

図-7  止水ラインの透水区分図 
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5.  浸透対策（基礎処理計画の変更） 

 

 水理地質構造および浸透経路の検討の結果を受け、基

礎処理範囲の変更による浸透量とクリープ比を算出した

上で、上流浸透の対策として、以下の対策を実施するこ

ととした。 

 

ⅰ）想定される浸透経路である右岸リム深部の高透水部

（Ad-4層リム深部）、右岸アバット深部の高透水部（2

層の難透水層間のアバット深部）を通過する浸透量に対

しては、主カーテングラウチングの改良範囲を拡大し、

浸透流を迂回させることにより動水勾配を軽減し浸透流

を抑制する。 

 具体的には、浸透経路Ａに対しては右岸リム深部の高

透水部の改良範囲をAtb-2層に沿った難透水層を止水基

盤とし、褶曲構造周辺に分布するAd-4層高透水部を包括

する範囲（26測線付近まで）とする。浸透経路Ｂに対し

ては右岸アバット深部の高透水部の改良範囲を原計画と

同様に2層の難透水層を止水基盤とし、基礎岩盤内にお

いて過大な浸透流速が発生しないように一定のクリープ

比（目安値c=4）を確保するまで改良範囲を拡大（22測

線付近まで）する（図-9）。 

 

ⅱ）右岸リム深部のカーテングラウチング改良範囲外に

ついては高透水部が残存し、改良範囲端部を迂回する浸

透流が想定されるため、貯水池内の規模の大きな浸透経

路の入口（Ad-4層下部・中間部付近）を盛土等にて覆う

ことにより浸透経路への流入を抑制する。 

 

 

 
あとがき 
 

当初調査時の想定と異なるパイロット孔の施工結果を

受けて水理地質構造と浸透経路の検討を行い、基礎処理

の変更計画を策定した。 
また、上流側貯水池の浸透経路入口の対策については、

現在行っているボーリング調査の結果を基に呑口範囲の

特定を行い、盛土被覆等による呑口対策工法を策定する

予定である。 

 

謝辞：本基礎処理計画の策定にあたり、技術的指導を頂
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図-9  変更後のカーテングラウチング改良範囲


