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セメントおよび藥液注入を利用したダムの假締切

一五十里（いかリ）ダムにおける施工例一

丸　　安 隆　　和

　ダムーこれはコンクリートの大きい塊りである．

これによつて河の流れを堰き止d水｝貯めて懇電に

利用したり，洪水を防いだり，濯灘用水とLて用い

たりする．最近ては電源開聾の必要がさけばれてダ

ムの築造も活薮になつてきた．

　ダムが兜成ざれれば，そ価から受ける恩憲1ま非常

に莫大なものであるが，逆に一度破壌する場合を考

えると，その災讐の大きいことも想像に難くない．

それでダムを造るに當つては，その安全盤について

充分強討しなけれぼならないわけである．

　ダムの安全性を亥配する一つの大きい要蟹として

ダムを築造する地黙の地盤の良否が問題になる．特

に，ダムの高さが高くなればそれだけ確りした岩盤

上に造らなければならないことになる．

　（D　ダムのコンクリート打ちがMあられるまでの仕

事　　ダム本膣のコソクリート打ちが初められるまでに

は非常に多くの準備工事が必要である．セメソトの運搬

骨材の探集と蓮搬，コソクリートを造る設備などもその

中の仕事である．さらにこれと同時に重要な問題は，確

かりした岩盤が出るまで，表面の比較的柔かい，透水性

の地暦を掘墾して坂り除かなければならないことであ

る．そして，この部分の水をすつかりなくして，直接大

氣に曝されセ朕態にした岩盤上にコンクリートを打つの

である．この部分のコソクリートは將來最も大きい堅力

を受けるし，また最も大きい水堅をうけることになるの

で，充分じようぶなよいコソクリートを打つことが必要

である．それで岩盤上には，少しの水溜りもあつてはな

らないのである．また，水があつては掘墾も容易ではな

いから，岩盤掘墜を行うiqは，まずダム地膳の上流を締

切つて，水を別にほつkトソネルによつて下流側に放流

し，水をなくして掘墾が進められることになる．

　（2）五十里ダムて行つた繍切工法　　男鹿川が鬼怒

川に合流する貼から約1km上流に，現在建設省の手に

ょつて高さ約107mのダムが施工されている．　この地

黙は，地暦の状態から見ると施工上非常によい地鮎であ

るとは必ずしもいえないようであるtその理由の一つは

河床から岩盤までの間に，直脛1mもあるような王石

混りの砂利冒が15～20mの深さに堆積していることで

ある．このように深い砂利暦の勉鮎を締切つて岩盤掘彊

を行うことは非常に面倒な仕事である．それは表面水は

締切ることができても，砂利暦中を流れる地下水を締切

ることが非常に困難であるからてある．

　日本では今までその例がなく，’St　k　’r一ソソその他の

方法で締切ることができても，その費用は莫大なものと

なり，このような現場では實用的とはいえないのであ

る．

　五十里．ゴムの築造に當つては，一懸吹のような方法に

ょつて締切りを行うことに計書された（第1踊参照）．ま

ず砂利智の上に，木枠を組みこの上に岩石を積上げて造

　　　　　第1問1［十型ダム締切の構想

つたロツクフィル型のダムを造つtこ，これによつて表面

流を放水1・ソネルで下流に導くのである．不同沈下が起

つても自由にその態勢に從えるように，まノこ湛水の時水

が浴流しても洗い流されることのないように，表面は鐵

線蛇籠の申に岩石をつめて保護されている．〔第2固）こ

れを假締切とよぶ．

　　　　　　第2圖　假締切りの全貌

　そのす1．下流に本締切を造る・本締切には岩盤まで砂

利層を掘繋し，ここにeSt　＄lj20mt7）アー千ダムを造る．

このように2段の締切を行つて地下水’流を止めてから，
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ダム本腫の掘墾を行うのである．本締切を行う．には，砂

’利暦の掘墾が必要である．この時當然假締切の下暦から

滲透水が豫想されるが，その量はそれ程大量ではないで

あろうから出てきte7Xは所要量のポソプを蓮韓して排水

すればよい．このようにして本締切のコソクリt・一’トを打

ち上げようと考えたのである．

　さて，假締切が完了して本締切のたあの掘墾を初めよ

うとしたが，豫想外に透水量が多く，この水をポソプで

排水すると，砂利層中に含まれている細かい粒子がどん

どん移動し，ポソプをかければますます透水を加速する

という現象が現れkのである・

　そこで，まず砂利暦を何らかの方法で固めておかなけ

ればらなないということが必至となり，著渚が依頼をう

・け，昨年7月から約2箇月にわたつて現場におけるセメ

ソト注入および藥液注入による砂利暦の硬化および防水

工事を計書し施工したわけである・

　（3）セメント溝入と藥渡注入　　軟弱な地盤や漏水

の多い地盤を掘墾したり＋ソネルを掘つtaりするのに，

セメソト乳をあらかじめ注入しておいて地盤を固結して

から掘灘する方法は，今まで屯丹那トンネルや關門トソ

ネルにおいても廣，く利用されてきtc．しかし，セメソト

芒乳を注入する方法では∫その濃度をいくら薄くしても結

局はセメンし粒子の懸濁している液であるから，注入し

ようとする地盤の緬裂がセメント粒子より小さい場合は

もちろん，室隙は大きくても砂暦である場合には，セメ

ント粒子が濾過作用のために内部に滲入することができ

ず，表面にいわゆるフィルタ”ケーキをつくつてしまい

固結の目的を蓬することができない．從つて，このよう

な地暦を固結しようとする場合には，注入前には完全に

液朕であるが，注入されてから凝固して固結の目的を達

するものでなければならない．この方法が藥液注入であ

る・從來藥液注入に用いる材料として，水ガラスと騨化

カルシウムが用いられてきた．しかし，この方法では，

爾液の反懸が極めて早くすぐ沈澱が生ずるため，實際に

注入をしようとする時には，非常な手藪がガ・かりしかも

その効果が挾い範園に限られていteのである．

　藥液注入の方法については，

今目まで種々研究が行れてきte

が，その主眼となつている鷺は

いかにして混合してから凝固す

るまでの時間を延ばすごζがで

きるか，というζとであつ7e．

　さらに，藥液注入は漏水防止

に利用する場合がある．例えば

相當な速さで流れている地下水

を防止する場合を考えると，セ

耳

　鋤”健→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205

　い流され固結しないのである・このような場合，あらか

　じめ混合した藥液を注入して速かに擬固させ水をとめる
　り　　　　　　　　　ぼ

　のに用いる場合がある・

　　藥液注入には，上述の2つの利用面があるが，第1の

　目的に封じては擬固するまでの時間が充夢長いことが必

　要であり，第2の目的に鋼しては，施工上差支いない範

　園でなるぺく早く凝固することが望ましいわけである．

　從つて，凝固時間が施工の目的によつて適當に調節でき

　るような方法が得られれば，藥液注入の利用性が非常に

　増大することになる．

　　著者が今岡助教授らと共同でこれらの問題について研

　究し，水ガラスとアルミソ酸ソーダを用いることにょつ

　で，上述の目的が容易に達せられることを獲見し，實瞼

　室における基礎實瞼から現場實瞼まで一蓮の研究をなし

　てそれを確めた．＊　’　　　　　　　・

　　このように，藥液の凝固時間が調節できれば，爾液を

豫め混合しておいて1墓のポソプで注入すること屯でき

　るし，場合によつては2墓のポソプを同時に醗して注

入管で爾液を混合して注入することもでき，璽化カルシ

．ウムを用いる從來の方法にくらぺると，材料がむ孟どにな

ることもなく極めて能牽的に作業ができることになる．

　　しかし，アルミソ酸ソーダや水ガラスは，セメソトを

用いる場合にくらべるとやはり高償になるのが普通であ

　るから，セメソト注入が可能な所ではまずセメソト注入

　を行い，セメソト注入ではどうしても不可能である場所

．に封してだけ藥液注スを用いるという2段構iえの工法が

　必要となる．

　　（4）五十里ダムにおける注入の方法　　五十里ダム

　のロックフィルダムの下流に厚さ約　1mのコyクリー

　トのエプPtソが施工された（第3圖）．これをバルクヘ

　ッド（逆噴防止壁）とし注入を行うことにした．注入にょ

　つて流水を俘う砂利虜を固鰭するには2つQ方塗が考え

　られる．そめ1つは最下暦から固めて亥第に上暦におよ

　ぼす方法であり，他は上層から次第に下層におよぼす方

　法である．五十里では2の方法を用いることにした・そ

　れは次のような理由からである．

　　　　3800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3圓

メソト乳では急結材料を用いるにしても凝固するまでに　　　　、

は相當の時間がかかるので，その中にセメント粒子が洗

　　　　：・乞

　　　　肩卜　注
　　　　　　　充

假締切の断面圖

沼田，蝋黒麟“新し礫灘入による地盤の臨方灘騒　，i．
する研究’，土木學會論文集，第12號，昭和27年2月。
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　注入するtcめにはまずボーリソグ機によつて注入孔を

掘るが，普通砂暦や砂利層のボpl）ソグを行うときには

孔の掘墾が進むにつれてドライブパイブを打ち二んで掘

つた孔の周壁がくずれ落ちるのを防ぐのである，Pt　Pリ

ングぱ，潔PリソグPッドの先に取りつけデこ．コアーチュ

ーブに，掘襲しようとする地盤に懸じて種々のクラウソ

をつげ，これを回曹させて岩石を切り取つて進められる

わけである．しかし，第4圓に示すようにコアーチ；一

ブの径がボーリソグロッドの径より大きいため，砂暦や

砂利厨であれば掘進が進むに

つれ，ロッドの部分に土砂が

くずれ落ちる心配がある・ロ

ッドの部分に土砂がくずれる

　　　　　　　　　じと，回轄することも，引上げ

ることもできなくなり，作業

が非常に困難となる．こオ1．を

防止するために普通には掘り

進むに從つてドライブパイプ

を打ちこんで崩壌を防ぎなが

ら掘るわけである．ボーリソ

グが完了すれば，ドライプパ

イプは抜き取られる．

　しかし，注入作業の俘う場

合には，ドライプパイプを打

ち込むと，その周園が固結さ
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第4圖　ボーリング

　　　　ロv）ド

れるためにこれを引抜くことが困難になると共に，打込

むためのやぐらが必要となり，歎多くの孔をほる時には

非常に不便なのである．

　まだ，ボーリソグを行うには，クラウンで〔う一ずり取ら

黷ｽ岩屑を外部に流し出すttめにロッドおよびコアーチ

ューブの内部を通して水を邊る．この水が岩屑の排除に

封して充分な効果をあげないと，岩暦がつまつて掘進が

不可能となる．透水憐のいちじるしい砂利や砂暦に達す

ると，邊つた水が上方に吹き上げられることなく全部砂

利砂轡に吸いとられ，從つてロッドの回輔がとまること

になる．

　上述の理由から，まず上暦部から固結して不透水冒を

造り，周團の崩壌を防ぎながら，何回にも分けて，注入

ボーリソグを繰返し行いながら1つの注入孔の作業を行

うことにしたのである．

　1回の注入で固めることのできる深さば，先回に注入

し絡つた鮎から　1．5～2．Omで，ちようどコァーチュー

ブの深さから少し多い長さの範園である．　　　　．

　（5）注入方法の選定　　注入をどのような方法で行

うかを決めるkめ1こ，ボーリソグの幾で水を注ぎその滲

透する状況を調べtt．水を注いでも全然水が上面まで逡

することなく滲透するか，上面こ達しても注水を止める

．と念速に減水して行く場合にはモルタルを注入するtcめ

4
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lC，カニフミキサを用いた．また上面に達した水が徐々

にしか減水しない場合には注入用ポソプによつてセメソ

ト乳を注入しtt・

　室隙の非常に

大きい個所では

注入がいくらで

も綾けられるが

注入の目的は防

ガ（壁を挾い範園

で造る二とが目

的であるので，

カニフミキサを

用いる時には

10回分を眼度

として注入を中

止し，翌口再び

同じ子Lをボーリ

ングして注入す

る方法をとつ

た．ポソプを用

第5圓　カニフミキサ

率

いる時も詞様に10rv12バッチを1回の注入量とした．

　砂利暦中に砂や粘土分を含んでいるような場所では，

例えば1　kg／cni：’で注入している時には一雁注入が止ま

つたように愚わオ・る状態になつても口注入堅を壇すと砂

利暦中の流動しやすい細粒の物質がおし出iれ，いつま

でももとの堅力て注入が績行できるような場合が多かつ

た．このような場合には，セメソト乳の中二鋸暦を混入

し一感注入の限度をおさえるようにした，

　（6）　注入孔の配置　　注入孔の配置をどのようにす

るかは非常に重要な問題である．注入効果の黙から考え

れば，なるぺく密に注入孔を配置ずることが望．ましいが

注入作業に要する費用の中で，ボLリソグに要する費用

が極めて大きい部分を占めることを考えると，なるべく

少い孔でiE入される二とが必要となる．この配置を決定

するために馬　1つの孔でどの程度の範團に注入効果が

期待できるかということが基礎となる．　　　　　　　・

　まtc，注入箇所の選定に當つても同楳のことが考えら

れる．注入孔の籔を減ずるためにはなるべく幅の挾い所

がよいが，一般に谷閥のげわしい間を流れる河では，挾

い部分は概して深さが大となり，疏速もこれに懸じて速

くなるであろうということが考えられる．

　これらの黙を考慮して，この現場では第6圖に示すよ

うに2m間陵の注入孔を2列に千鳥に配置することに．

した．後で，特に注入効果をあげるために2本その中間

に追力nした．　　　　　　　　一

　（T）注入効果の判定の方法　　注入によつて果して

防水の効果があがつたかどうかを判定する方法について

は，種々楡討の結果ン次のような方法を用いることにし

●
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fc．すなわち，注入個所を境にして，その上流側に2ケ

所と下流側3ゲ所水位を観測するfeめの孔を掘り・これ

に周壁に多籔の小孔をあけteパイプを打ちこんだ・これ

によつて毎日一定の時間に水位の観測を行つfこ．

　　　　　第6圖．假締切平面圖注入孔？配置圖　　　一

　　屯し，注入効果が現われれば，上流側の水位は上昇し

　逆に下流側の水位が低下して行くに違いないと考えたか

　らである．

　　（8）注入作業の経過　　2墓の」X’　・一リソク機により

　注久孔の掘墾を進め，注入はカニフミキサt墓・注入ポ
心

　ンプ2毫を用意した．注入孔の掘墾が終るのを待つて注

　．入方法を決め，注入作業に移る．1箇の注入孔を何回に

　竜繰返し使用するので，注入孔の頭部には注入用のガイ

　　ドパイプを埋め，これに注入口金を取付け，この部分か

　ら逆噴することのないようにした・

　　注入作業に當つて重要なことは，ポソプで邊るセメソ

　　ト乳の量と，その堅力の許で地盤中に滲透して行く量と

　が均衡が保たれているということである．地盤に滲透す

　る量が少いのに無理にポソプで邊りこむと，堅力が急激

　に上昇して，逆噴その他の事故のfeめに注入が不可能に

　なるものである．また，五十里ダムでは，前述し江よう

　に，砂利暦の中に流動しやすい粒子が含まれているteめ

　無闇た墜力を上げると，これらが押し流されて注入が無

　駄に浪費されることになる．從つて適當な堅力のもとで

　地層を猷さないようにして防水工を施すことが非常に大

　切である．このような條件を満たすために　circulating

　line　systemが用いられる．セメソト注入の場合には，

　擬結するまでの時聞が相當長いことと，セメソト粒子が

　底部に沈澱することを防ぐために第7圖に示すような方

　．法でuメソト乳を循環させた．　　　　、

　　下流側の列の注入を行うとき，開始してから約10分

207

位たつと，エプロソの下流の水溜りにセメソト乳が噴出

七てくる．しかしカニフミキサによつてモルタルを注入

する場合にはぺPストの流

出が見られず，歴力で押れ

九土砂の濁りが猛烈に吹畠　　　　　　　　　　　　　　・

してくる。これは，砂を混

合して注入することは，経

濟的な画だけではなく，セ

メソト粒子が水中に籏散す

ることを防ぐのに有効であ

ることが知りえた．

　各注入孔は大瞳一一ecな速

度で作業を進めて行つteの

であるが，仕事の都合で右

岸側が先に岩盤面に達し

た．右側よりに約牛籔の注

入が完了する頃には，最初

右岸屯り左岸の方が高い水

位であつたのが，逆に右岸

の水位が高くなり・，しかも　　　　　第7図

天候の欺況によつて下流側　　　セメント注入の

　　　　　　　　　　　　　　　循環注入方法
の水位が攣動しても，右岸

止流の水位だけはほとんど一檬な水倖を維持するように

なり，一鷹右岸側の水の滲透がとまつたととを確認し

た．

　（9）藥液注入の利用　　右岸側の注入が完了し，最

後に第5の注入孔について注入を行うことになつた．し

かしここでは・セ冬ソ　ls約70袋を3回に分けてカニフ
　　　　　　　　　，でミキサを用いて注入したにかかわらず，毎回，孔の表面

近くにはモルタルの固結した部分があるが，孔の底には

全然モルタルがなくほとんど室洞であり全く注入効果が

認められなかつた．これはおそらく右側の注スが完了し

て今’まで河底を一様に流れていた水が左岸に集中し，注

入されたセメソトが固結する前に流されてしまう屯のと

考えられた・從つて乳ここで藥液注入によつて一懸永を

とめることを考えk．藥液注入は，水ガラスとアルミソ

酸ソーダを用いる著者考察の方法によつた．使用しだ藥

液中，珪酸ソーダは旭ガデス製の三號品，アルミソ酸ソ

ーダは昭和電工鶴見工場のものでアルミナの含有量ぱ

18）gr／litのものである．共に比重を1・35．として用い

fこ・使用時¢）液温は8～10℃で凝固時間は8～15分で

ある．　　　　　　　　　　　一

　注入には2種の方法を用いた．その1つはカニフミキ

サを用いる方法であつて，爾液をミキサの中であらかじ

め混合し，これに砂を加えて駆縮室氣によつて一氣に注

入するのである．この方法は今までの藥液注入では全然

考えられない方法である．しかし，投入口の蓋につい起

液が硬まつて完全なパッキソグができなくなるため・大・

＼

．牝鴛．幅麟
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匿10回しか蓮緻して注入できなかつtc．

　しかし，第5の注入孔で10回分の注入が絡つた直後

上流測の水位を測定した所，朝の測定時から2時間鯨を

経たに過ぎないのに，約1m水位の上昇が見られ，藥

液注入の効果があらわれたことを知りえた．‘

　その後，補助的に掘つた注入孔について，2墜のポソ

プを用いて同時に注入する方式を用いて藥液注入を行つ

た．この時は，セメソト注入の場合と異つて注入目金か

ら循環させることができないので，各ボソプに蓮なるホ

Pスの途中から各藥液をそれぞれ循環させなければなら

ない・この作業は極め（順調に行われ，豫定量の注入が

約10分間で完了しtc．

　藥液注入による地盤の固結は，張度の貼からはセメソ

ト注入にはおよぱない．それで，下流側を掘竪中，水堅

のために地盤がゆるむことのないように，藥液注入のあ

とにさらにセメソト注入を行い，彊度の確保をはかつ

た．第8圖は，注入箇所のすぐ下流側の水溜りで藥液注

、

6
第　9　圖

　　　　　　　　　　　　　　　生　崖　研　究

入直前の歌況，第9圏は最初の藥液注入の翌日の状況で

ある．約12時間緩には圓のよう、に下流側の水位はいち

じるしく低下し，塗に水溜りがなくなつた．

　（FJ）下流面掘塾時の櫃祝　　上述の状態になつたの

で一懸止水の目的が達したと考え注入作業をこれで打切

り，下流側の掘墾を始めた．掘襲が岩盤面に達する時に

は，水位差が約15～18m之もなるので，相當の湧水が當

然なお残るものと考え，8”，12，，のポンプを4堅準備し

　　　　　　　　　　　　　　　　て排水に備えた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　排水された水ぱ

　　　　　　　　　　　　　　　　　矩形ぜきによつて

　　　　　　　　　　　　　　　　　測定しノこが，掘撃

　　　　　　　　　　　　　　　　　中の最大湧水量は

　　　　　　　　　　　　　　　　　40　lit〆secで，12”

　　　　　　　　　　　　　　　　　ポソブ1垂をしぼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　つて使つて充分で

　　　　　　　　　　　　　　　　　あつた．しかも7

　　　　　　　　　　　　　　　　　掘墜が深くなつて

　　　　　　　　　　　　　　　　　も湧水量は増加せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ず，ほとんど一様

　　　　　　　　　　　　　　　　　な湧水を示してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　ることは，上流側

　　　　　　　　　　　　　　　　からの湧水よりむ

　　　　　　　　　　　　　　　　　しろ爾側の岩盤の

　　　　　　　　　　　　　　　　割目から湧出る水

　　　第10圖　排水の釈況　　　が相誉多いのであ

ろうということが推定できる．第10圖は排水される賦

況を示した．

　（11）結び　　上述のように，漢い砂利暦の掘墾をす

るについては，その締切が非常に困難であるが，一磨i注

入による固結法によb，ケーソソ工法などに．くらべると

非常に短期聞に，しかも非常に少い費用で締切が成功し

たことは，たしかに新しい施工法を提示したものといい

うると思う．現在では掘聾もすでに完了し本締切工もほ

とんど竣工に近い．

　止水の効果が，土木工事の作業に時間的にも工費の鮎．

でも極めて重要な問題である．實瞼塗から始めtc一蓮の

研究の結果が實際の現場に磨用されて，お役に立ち，電

源開獲が盛んになろうとする時に，その施工法の新しい

分野の開拓に多少でも貢献できたことは誠にうれしい．

これらの朦用研究は建設省五十里工事事務所長荒井力

氏，鹿島建設五十里出張所横尾誠吾氏の理解ある御援助

によつてのみ完成できたことを附記し，謝意を表する次

第である．なお，研究の一部は文部省科學試験研究費に

よつデこ．　（27．　3．　31）
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