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１．はじめに                                              

 

 西之谷ダムは，鹿児島県の県庁所在地である

鹿児島市内を流下する二級河川新川上流の鹿児

島市西別府町西之谷地先に建設する重力式コン

クリートダムで，治水のみを目的とした洪水調

節専用ダムでいわゆる流水型ダムである。 

現地では，平成 22 年度までにダム本体工の基

礎掘削工，コンクリートの打設を完了している。 

現在，平成 24 年度の完成を目指して，ダム天 

 

 

端橋梁，管理設備，貯水池内掘削を進めている状

況である。  

本稿では，シラス地帯に建設する西之谷ダムの

特徴及び施工中に生じた課題に対する対応の概要

についてまとめたものである。 
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２．西之谷ダムの概要 

  

二級河川新川は，鹿児島市松元町仁田尾付近の

標高 200m 程度の山体に源を発し，上流部の西別府

町で田上川と合流し，鹿児島市街地を南東に流下

した後，鹿児島湾に注ぐ幹川流路延長 12.5Km，流

域面積 19.1Km2の河川である。 

 新川の流域内は市街化の進展に伴う市街化が進

み，流域全体の宅地化率は約 50％となっている。

特に，ダムサイト近隣には，九州縦貫自動車道，

南九州西回り自動車道，九州新幹線など主要な交

通機関が位置し，下流域には，人家が密集し，河

口部は県管理重要港湾の鹿児島港に隣接している。 

 これまで，新川は古くからたびたび洪水被害を

受けており，近年では流域内の市街化に伴う流出

量の増加等から，台風や梅雨時には氾濫や溢水を 

 

 

繰り返し，多大な浸水被害が発生してきた。 

これらに対処するために，昭和 57年に河口から

大峰橋間の 6.9Km について，河積確保を目的とし

た都市基幹河川改修事業に着手し，また平成 7 年

からは，平成 5 年 8 月及び平成 7 年 8 月に発生し

た甚大な浸水被害を契機に床上浸水対策特別緊急

事業による河道整備が行われてきた。 

このような背景を経て，ダム事業についても，

昭和 47年度に可能性調査（実施計画調査）に着手

し，平成 4年度に建設事業に採択され，平成 11 年

には補償に関する協定書の調印がなされ，その後，

平成 21年 3月に本体工事に着手し，現在，（写真-

２）に示すように，平成 24 年度の完成を目指して

鋭意建設を進めている状況である。 

 

 

写真-１ 全景写真 

写真-２  

現場状況 

（2011 年 5月撮影）

下流から上流を望む 



 
             
 

表-１ 西之谷ダムの計画諸元 

集水面積 6.8km2

湛水面積 0.13km
2

総貯水容量 793,000m
3

（うち堆砂量） 75,000m3

設計洪水位 EL.57.3m

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 EL.55.0m

最低水位 EL.43.0m

(2) 貯 水 池

ダ ム 設 計 洪 水 流 量

計 画 洪 水 量

計 画 最 大 放 流 量

調 節 方 式

常 用 洪 水 吐 き

非 常 用 洪 水 吐 き

95m
3
/(1/100)

40m3/s

堤 体 積

上流面勾配

下流面勾配

型　　 式

ダム天端高

最低基盤標高

堤　　 高

(1) ダ ム

320m
3
/s

21.5m

135.8m

32,300m
3

上流フィレット
1:0.60

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

EL.59.0m

EL.37.5m

堤 頂 長

自然調節方式（ｵﾘﾌｨｽ）

幅1.95m×高さ1.65m×1門

幅12.0m×4門（ｹﾞｰﾄﾚｽ）

1:0.78

(3) 放 流 設 備

図-２ ダム標準断面図 

貯水池側計画河床高 

写真-３ 

平成７年８月１１日浸水状況

図-３ 確率規模別流量分布図 



 
             
 

３．西之谷ダムの地質概要 

(1)地質構成 

ダムサイトの地質及び地質凡例を図-4 に示す。

ダムサイトの基盤地質は，第四紀更新世の火砕流

堆積物（シラス及び溶結凝灰岩），海成～汽水成堆

積物を主体とする。 

下位より小山田層、加久藤火砕流堆積物、城山

層、妻屋火砕流堆積物、入戸火砕流堆積物が分布

する。 

ダム基礎対象は城山層であり、造成アバットメ

ント背面は大半の範囲が入戸火砕流堆積物（写-4）

となる。 

ダム基礎対象の城山層は、下位より中部砂岩層

（Cms）、中部互層（Cms）、上部砂岩層（Cus）、上

部凝灰岩層（Cut）であり、河床部には中部砂岩層

（Cms）が広がる。 

城山層の構成地質はいずれも固結しており硬質

であるが、河床部の中部砂岩層（Cms）(写－5)の

固結度が城山層の他構成地質に比べて相対的に劣

る。 

図-４ 地質断面図 

図-２ ダム標準断面図 

Itb

写真-４ 入戸火砕流堆積物 

褐灰～灰色を呈す火山灰及び軽石より

なる軽石凝灰角礫岩 

Cms 

写真-５ 城山層(中部砂岩層) 

全体に固結した砂岩及び軽石よりなる軽石凝灰角

礫岩(写真中の軽石は、1～3cm のものが主体) 

 



 
             
 

岩級区分 硬軟区分 一般性状 地質

CM級 極硬質
ハンマーの打撃により”カンカン”と金属音を発する。
ハンマーの打撃では容易に割れない。

溶結凝灰岩
(加久藤火砕流堆積物)

硬質
ハンマーの打撃により”コンコン”と澄んだ音を発する。
ナイフで強くなぞると、傷が残る。

中硬質
ハンマーの打撃により鈍い音を発する。
ナイフで強くなぞると、コア表面に深さ5mm程度の溝が掘れる。

CLL級 軟質
ハンマーの軽打により、”ボコボコ”と鈍い音を発し、部分的に細片上に崩れる。
ナイフでコア表面を削ることはできるが、刃先を深く突き刺すことはできない。

シラス新鮮部
(妻屋火砕流堆積物)
(入戸火砕流堆積物)

D級 極軟質
ハンマーの軽打により、コアが砂状に崩れる。
ナイフでコア表面を容易に削ることができ、刃先を深く突き刺すことができる。

シラス風化部
(入戸火砕流堆積物)

海成～汽成堆積物
(城山層)

CLH級

(2)岩級区分 

西之谷ダムの基礎岩は，第四紀更新世の火砕流

堆積物や海成～汽水成の堆積物を主体としており，

堆積年代が若く強度の小さな岩盤(いわゆる軟岩)

からなる。一般的な重力式ダムの基礎岩と比べる

と全体的に軟質であるが，顕著な割れ目がほとん

ど発達していないこと，割れ目沿いの褐色風化が

ほとんど見られないことが西之谷ダムサイトの岩

盤の特徴である。 

 

ダムサイトを構成する地質は非亀裂性岩盤であ

ることから、ハンマーの打撃による硬軟区分に基

づき行い、針貫入試験試験による針貫入勾配 NPで

検証している。 

針貫入試験は、せん断試験実施箇所の岩相と基

礎掘削面の岩相の類似性を確認した上で、D 級が

NP＜1.0N/mm、CLL級が 1.0N/mm≦NP＜1.5N/mm、CLH

級が 1.5N/mm≦NPで評価している。 

換算弾性係数
(kgf/cm^2)

剪断強度
(kgf/cm^2)

N値

[CM]級

加
久
藤

火
砕
流
堆
積
物

Kwd

溶結度の高い溶結凝灰岩からなり非常に堅硬であ
る。厚さ10～20m程度で最低基礎標高より10m程度
深部に分布する。
数10cm間隔程度で割れ目が発達し、褐色風化や変
色が見られるものがある。

極硬質
ハンマーの打撃により“カンカン”
と金属音を発する。
ハンマーの打撃では、容易には割れ
ない。

No.57　34～36m

－ －
1.82-2.14
(n=27)

－ － －

Cut
褐色を呈する細粒緻密な凝灰岩からなる。0.5～2m
程度の厚さで城山層最上位に分布する。
割れ目はほとんど発達しない。

硬質
ハンマーの打撃により“コンコン”
と澄んだ音を発する。
ナイフで強くなぞると、傷が残る。 No.57　15～17m

1.5以上 － －
4,750-
5,450
(n=3)

－
50<

(n=14)

Cla
含貝化石シルト岩,岩貝化石砂岩,シルト岩からな
る。厚さは5m未満で、ダム軸においては左岸側に
のみみられ、右岸側へは連続しない。

硬質
ハンマーの打撃により“コンコン”
と澄んだ音を発する。
ナイフで強くなぞると、傷が残る。

No.66-1　22～24m

－ －
1.59-2.01
(n=2)

5,250-
6,550
(n=5)

－
50<

(n=27)

Cma
凝灰質砂岩,凝灰質シルト岩およびこれらの互層よ
りなる。全相厚は数m程度。全体に緻密な岩盤であ
り、割れ目はほとんど発達しない。

硬質
ハンマーの打撃により“コンコン”
と澄んだ音を発する。
ナイフで強くなぞると、傷が残る。 No.58　24～26m

8.35-10.73
(n=20)

1.76-1.90
(n=164)

4,050-
4,750
(n=8)

2.05-2.53
(n=2)

38～50<
(n=30)

Cus
礫質砂岩,凝灰質シルト岩およびこれらの互層より
なる。幅数cm間隔で明瞭な葉理が発達する。
割れ目はほとんど発達しない。

中硬質
ハンマーの打撃により鈍い音を発す
る。ナイフで強くなぞると、コアの
表面に深さ5mm程度の溝が掘れる。 No.66-1　8～10m

2.97-6.19
(n=19)

1.85-2.05
(n=58)

4,350-
5,050
(n=5)

1.76
(n=1)

48～50<
(n=32)

Cms

凝灰質砂岩よりなる。厚さ5～10m程度で、標高30
～40m付近に水平的に分布しており、本層の上面付
近がダムの最低基礎標高となる。割れ目はほとん
ど発達しない。

中硬質
ハンマーの打撃により鈍い音を発す
る。ナイフで強くなぞると、コアの
表面に深さ5mm程度の溝が掘れる。 No.66-1　16～18m

2.42-4.66
(n=14)

1.53-1.63
4,050-
4,350
(n=21)

1.59
(n=1)

35～50<
(n=74)

妻
屋

火
砕
流
堆
積
物

Ttf
赤褐色を呈する細粒な軽石凝灰岩を主体とし、最
下部には厚さ30cm程度以下の降下軽石層が見られ
る。割れ目はほとんど発達しない。

軟質
ハンマーの打撃により鈍い音を発す
る。
ナイフの刃先でコアの表面を削るこ
とができる。

No.56　28～30m

－ 1.54-1.60 － －
43～50<
(n=10)

Itb
軽石凝灰角礫岩（シラス）よりなる。シラスには
割れ目はほとんど発達せず、良く固結しているが
全体に軟質である。

軟質
ハンマーの軽打により、“ボコボ
コ”と鈍い音を発し、部分的に細片
化に崩れる。ナイフでコアの表面を
削ることはできるが、刃先を深く突
き刺すことはできない。 No.57　12～14m

－ 1.41-1.61
3,300-
3,700
(n=4)

0.8
(n=1)

37-50<
(n=128)

[D]級 Itb'
軽石凝灰角礫岩（シラス）よりなる。上記Itbの表
層風化部にあたり、全体に非常に軟質である。

極軟質
ハンマーの軽撃により、コアが砂状
に崩れる。ナイフでコアの表面を容
易に削ることができ、
刃先を深く突き刺すことができる。 No.58　10～12m

1.0未満 － 1.70-1.74
1,900
(n=1)

－
6-12

(n=33)

※針貫入勾配は、掘削面での試験値に基づく範囲で表示(‐：掘削面に出現しない地質)。

　
　
入
戸

　
　
　
火
砕
流
堆
積
物

原位置試験

1.5以上

一軸圧縮強度
　(kgf/cm^2)

湿潤密度
(g/cm^3)

[CLL]級

[CLH]級

層相および岩盤状況の特徴 硬軟区分岩級区分 地質区分

城
　
　
山
　
　
層

1.0～1.5

　コア写真
(φ＝100mm)

針貫入勾配※

（N/mm）

表-２ 岩盤区分の指標 

表-３ 岩盤区分基準表 



 
             
 

４．西之谷ダムの特徴 

 

西之谷ダム建設の計画においては，ダム型式が

流水型ダムであるほか，前述のシラス地帯に建設

されることから，これまで様々な調査・検討がな

され，西之谷ダム特有の特徴を有している。 

主な特徴は，以下のとおりである。 

(1)流水型ダム 

流水型ダムは，貯留型ダムと異なり，ダムの

上下流において，魚類等の遡上や土砂の流下の

連続性を確保することができる等，環境負荷が

少なくできるという特徴を有していると言われ

ている。 

 西之谷ダムでは，ダムが建設される二級河川

新川の年間を通しての河川流況が良好なことか

ら，不特定容量を確保する必要がなく，流水型

ダムの採用が可能となった。 

 

 

 ここ数年，「流水型ダム」という名称を耳にす

る機会が増えたが，西之谷ダムにおいては，「流

水型ダム」というカテゴリーができる前から，

このダム型式を検討してきたところである。 

 図-２のダム標準断面図に示すように，常用洪

水吐きの上流側敷高が，貯水池側の河川の河床

標高となっており，完成後は，通常時は貯水地

内に水を貯めず，洪水時のみ水を貯めることに

より，洪水調節を行うこととなる。 

 貯水池は，通常時は空の状態であることから，

現在，完成後の貯水池内の利用方法について，

地元の方々に意見を伺うなどして，検討を進め

ているところである。 



 
             
 

(2)貯水池内掘削による貯水容量確保 

  本ダムサイトの地形・地質条件から，ダムの

安定性及び止水計画上設計可能な現在のダム高

では貯水容量が不足することから，貯水池内を

約 40 万ｍ３掘削して所要の貯水容量を確保する

計画としている。 

また，流水型ダムで通常は空の状態であるこ

とから，貯水池内の河道整備も行うこととして

いる。 

(3)グラウト等による止水は行わない 

  西之谷ダムの基礎地盤である城山層およびそ

の上部のシラス（入戸火砕流堆積物）について

は，難～不透水性を有し，左右岸の地下水位は

サーチャージ水位近傍まで上昇していることか

ら，グラウト等による基礎処理を行わない計画

としている。 

(4)造成アバットメント工法の採用 

 一般に，ダム本体は堅固な基礎岩盤に着岩す

ることが基本であるが，ダムアバットにおいて，

軟質層等が存在し，強度，変形性，遮水性の面

から堤体を直接乗座させることが困難である場

合には，従来，特殊基礎処理工として，確実性

に重点をおいた箱型連続地中壁等によるコンク

リート置換工法が採用されることが多かった。 

本ダムサイトでは，基礎岩盤である城山層が，

水平に分布しており，袖部では堤体を城山層に

直接乗座させることが困難であったことから，

コスト縮減・工期短縮および改変面積の縮小の 

観点から箱型連続地中壁工と比較の上，造成ア

バットメント工法を採用している。 

図-５に造成アバットメント工概念図を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-５ 造成アバットメント工の概念図



 
             
 

 

５．基礎掘削における地質的課題と対応 

 

西之谷ダムでは，昭和 47 年度から調査開始して

おり，着手前の地質調査として，ボーリング（N=123

本，延べ延長 L=3993m），調査横坑（2坑,L=100.5m）

を実施している。 

しかし，実際に掘削した結果，当初想定してい

た基礎掘削面の地質分布と，掘削後の地質分布は

設計を必ずしも一致していない。設計を大幅に見

直すまでの大きな相違ではなかったが，これら掘

削後に生じた課題については，現場において地質

の評価を行い，その対応について施工性等を考慮

しながら検討した。 

ここでは，西之谷ダムの基礎掘削における地質

的課題と対応した内容の一部について，以下のと

おりとりまとめた。 

（１）河床砂礫への対応 

（２）基礎面に分布した軟質層への対応 

（３）未固結シラスへの対応 

 

ポイントして，これら現場の施工中に判明した

課題については，比較的短時間で合理的に整理し

対応することが重要と考えられる。何故なら，調

査や検討を行い方針が定まるまでの期間，現場を

止めることになる。すなわちその期間は，日数に

直結する仮設備費用等の工事費が増大することと

なるからである。 

 

(１)河床砂礫への対応 

  基礎掘削面において、未固結被覆層である現河

床堆積物が掘削面に残存することが確認された。

（写真－６）当該地質については、未固結被覆層

であることから堤体基礎岩盤として不適切であ

ると判断した。 

         

 

 

 

 

砂礫周辺地山の風化の影響範囲を考慮して，

取除く深さを検討した。風化の影響度合いにつ

いては，針貫入試験値を参考にしながら判断し

た。また，河床砂礫を除去後，コンクリートに

より置換えが生じるため，置換えコンクリート

の最小厚さは50cm以上を確保する必要があると

考えた。（厚さの薄い基礎部の置換えコンクリー

トは不適切である） 

 

        

堤体の上流端部の一部が置換えることとなり，

外力(水圧，揚圧力)の増加に対する堤体の安定

性について再検証し，問題ないことを確認した。 

 

 

写真-６ 河床砂礫の残存状況 



 
             
 

(２)基礎面に分布した軟質層への対応 

下記イメージ図(図-6)のとおり，基礎掘削面

は城山層が広く分布していたが、城山層（中部

砂岩層）の一部に軟質層の分布が確認された。 

城山層（中部砂岩層）の軟質層については，

その成因と詳細な分布範囲を把握した上で，そ

の対策の必要性をも含めた検討の必要性が生じ

た。 

ここでのポイントは，調査時は基礎岩盤(城山

層中部砂岩層)に期待しているせん断強度等に

ついては，実施した調査結果のなかで最低値を

満足する値であった。 

つまり，軟質層の一部分布により，基礎岩盤

（城山層中部砂岩）そのものの，せん断強度が

満足しない恐れがあったことである。 

 
 
まずは，掘削面を詳細観察(表-4)した。その結果，

中部砂岩層は 4 つに区分された。区分は，現地お

いて，色調，含まれる軽石等の性状，ハンマー打

音等，基本的に目視等により判断した。 

 
詳細区分した地層毎に針貫入試験を実施した。 

 その結果，4 つに詳細分類したうち１つのみ相対

的に軟質であることが判明した。 
 

 
 
よって，その軟質層のみコンクリートで置換

えることとした。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-６ 軟質層の分布イメージ 

表-４ 掘削面の詳細観察の結果

図-７ 軟質層の針貫入勾配 



 
             
 

 
 
(３)未固結シラスへの対応 

造成アバットメント背面のサーチャージ水位

(EL.55m)以下付近に未固結のシラスが出現した。 
(図－8) 

 
 
 
未固結シラスは，締まりが悪く，高透水である

と考えられる。このため下記のことが課題となる。 
①透水特性 
  地山の止水効果が期待できない。 
  地山の浸透破壊の恐れがある。 
②変形特性 
   造成アバットメントは，地山にもたれて

いる構造であるため，地山が変形し，造成

アバットメントの構造体としての安定性の

確保が必要である。 
 
ここでのポイントは，未固結シラスの地山奥行

き方向の分布の判断である。 
未固結シラスの奥行きが少ない場合は，除去す

ることが可能であるが，奥行きがある場合は，切

り直しが不可能であり，残存させて地山内部で対

策を考えなければならない。なお，シラス（入戸

火砕流堆積物）は割れ目のない軟岩でありグラウ

トによる止水処理，地山改良は，非常に難しいも

のと考える。 
 
まずは，ボーリングコア見直し及び試掘を行っ

た。 
その結果，未固結シラスは急崖下部に堆積した

二次シラスと判明した。 
また，二次シラスは試掘の結果からも奥行きが

最大でも 2.5ｍ（水平距離）であることが確認され

た。(図－9) 
 
 

 

図-8 未固結シラスの出現位置

図-10 造成アバットメント形状の変更 

図-9 二次シラスの確認結果 



 
             
 

６．暑中コンクリート対策 

 

西之谷ダムの堤体コンクリートは，ダム本体及

び導流壁等の打設数量33,834m3を柱状ブロック工

法により施工した。1日当りの平均打設量は153m3，

最大日打設量は 417m3 であった。 

打設工程は造成アバットメント部を優先しなが

ら本体コンクリートの打設を行った。打設期間は

平成 22年 2月から平成 23年の 3月までの 13ヶ月

間であった。 

西之谷ダムに使用したセメントは，水和熱が小

さく，長期に渡って強度の伸びが大きいダム用高

炉セメントを使用した。コンクリート配合は，外

部，内部，監査廊，鉄筋部の４種類が主なもので

あり，コンクリートの製造は，1.5m3 の傾胴式ミキ

サを２基有した製造能力 60m3/ｈのバッチャープ

ラントで行った。 

コンクリート用の骨材は，採石場から購入した。

粗骨材の最大寸法は 80mm で３種類に分類した。 

主打設設備は 200t クローラクレーンにより，

3.0m3 のバケットを使用した。締め固めには，バイ

バックを使用した。 

 

2010 年(平成 22 年)夏は，日本の広範囲を襲った

記録的な猛暑であった。全国の 8 月の平均気温も

比年比±2.25℃となり，史上最高を記録したこと

などから，気象庁は，この猛暑を 30 年に 1度の異

常気象と認定した。 

このようななか，西之谷ダムのコンクリート打

設においても，夏場の猛暑(図-12)に対して，何ら

か対応しなければならない状況であった。 

ここでは，西之谷ダムの暑中コンクリート対策

の一部について，以下のとおりまとめた。現在，

施工管理中でもあることから今回はあくまでも中

間とりまとめとしたい。 

（１）コンクリートの配合見直し 

（２）骨材の冷却 

（３）適切な養生 

 

ポイントとしては，暑中コンクリート対策は費

用を投じある程度の対策を図ることにより，効果

があると思われる。しかし，その対策の規模に応

じて工事費の増大に直結してくることになる。 

ここでは，西之谷ダムにおいて，極力工事費の

増大を招くことなくどのように対応したかについ

て，まとめることとしたい。 

 

 

本題に入る前に，コンクリートの温度規制につ

いて，若干ではあるが触れておくこととしたい。 

 

コンクリートはその硬化時にセメントの水和熱

に起因する温度上昇を伴うため，硬化後の内部コ

ンクリートは極めて高い温度を示す。このことは，

コンクリートの温度が表面から徐々に降下する過

程において，コンクリートの内外の温度差や岩盤

拘束による温度ひび割れの問題が生じやすいこと

を意味する。(図-11) 

 

 

 

このため，温度ひび割れの原因となる水和時の

発生熱に対して細心の注意を払う必要があり，コ

ンクリートの温度規制を検討して，その温度規制

を満足するようしなければならない。 

 

ひび割れが発生するのは下記の時である。 

【引張応力＞引張強度】 

なお，コンクリートの引張強度は，圧縮強度の

約 1/10 程度である。 

ただし，コンクリート面のどこかに 1 箇所でも

キズがあると，それが弱点になるので，コンクリ

ート打設後の初期においてキズを入れないように

養生等は念入りに行う必要があると考える。 

 

なお，西之谷ダムのコンクリート打ち込み規制

は 28℃以下としている。 

 

 

図-11 温度ひび割れの発生機構 
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図-12 西之谷ダム気象データ 

（平成 22 年 2 月～平成 23 年 3 月）



 
             
 

(１)コンクリート配合の見直し 

 

夏場のコンクリート打設を前にコンクリートの

配合見直しが可能か検討した。 

見直しを行う理由は，水和熱の発生を小さくす

るためとコスト縮減の観点からである。 

 

ダム堤体の構造の安定性等を確保するために必

要な主な要因は強度と質量である。コンクリート

の配合を見直す前の品質管理の状況としては，圧

縮強度，単位体積重量とも安定しておりバラツキ

の少ないものであった。 

このことの理由として考えられることは，使用

している骨材は採石場から購入しており，安定し

た骨材の供給がなされていたことと，さらに，採

石場内の採取箇所も地山深部であったことが考え

られる。 

また，今後のコンクリート打設期間中において

も採石場内の採取位置は変わらないことを確認し

た。 

コンクリートの施工性能としては，バケットを

使用した打設であり現在の配合は特に問題なく打

設できる状況であった。 

以上ことから，コンクリート配合の見直しを行

うこととした。 

 

コンクリート配合には，主にセメント，水，骨

材，砂，混和材（AE 減水剤）等から構成されてい

るが，ここでは検討した主な内容について記載す

ることとしたい。 

 

①単位セメント量 

  単位セメント量は，水とセメントの水和反応

により発生する水和熱及び乾燥収縮によるひび

割れを防止するためにできるだけ少ない方が望

ましい。ただし，セメント量が過小になると施

工性が悪くなり，強度や耐久性の面での欠陥を

招く恐れがある。 

  配合試験を行い，単位セメント量を約 10%の

20kg 低減することが可能と判断した。 

 

②単位水量 

単位水量が多いほど，余剰水が多くなり乾燥

による収縮は大きくなる。セメントとの水和反

応に必要な水の量は水セメント比 25％～40%あ

れば足りるとされている。 

規定のスランプが十分確保できることを配合

試験で確認して，単位水量を約 3%の 4kg 低減す

ることが可能と判断した。 

なお，水セメント比はコンクリート配合見直

し後も 50%程度を確保することとした。 

コンクリートの熱量計算事例(温度計算)を下

記(表-4)のとおり示す。 

 

A（外部）配合（対策無し）

配合量 比熱 単位熱量 材料温度 含有熱量

（kg/m3) (kj/kg℃） （kj/m3℃） (℃） （kj/m3)

573 0.80 458.4 28.8 13,202

2.87 4.19 12.0 28.8 346

430 0.80 344.0 28.8 9,907

2.15 4.19 9.0 28.8 259

430 0.80 344.0 28.8 9,907

2.15 4.19 9.0 28.8 259

607 0.80 485.6 28.8 13,985

24.28 4.19 101.7 28.8 2,930

230 1.13 259.9 45.0 11,696

錬り混ぜ水 116 84.6 4.19 354.3 24.0 8,503

1,800

2,378 72,794

30.6

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材20ｍｍ

粗骨材80ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材40ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

細骨材

細骨材表面水(4.0%)

セメント

メカニカルヒート

計

コンクリート温度
 

 
 
コンクリート配合見直しの効果については，

熱量計算では顕著な効果は発現しない。ただし，

①②に記載したが単位セメント量及び単位水量

の低減は水とセメントの水和反応により発生す

る水和熱及び乾燥収縮によるひび割れを防止す

る点で効果があると考えられている。 
 
その他，単位セメント量等を低減させた効果

として，コンクリート製造コストを安価にする

ことができた。概算費用は以下のとおりである。 
 
 セメント量低減単価 10 円/kg 
 単位セメント量の低減 20kg/m3 
 配合変更後の打設量 約 15,000m3 
よって， 
 10 円/kg×20kg/m3×15,000m3 
＝約 3,000,000 円【コスト縮減費】 
 

上記金額は，暑中コンクリート対策の一部と

して，コストを縮減できたものであり，このコ

スト縮減額を限度額として捉え，追加設備等に

よる暑中コンクリート対策を検討することが可

能となった。 

表-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ熱量計算例 



 
             
 

(２)骨材の冷却 

 

西之谷ダムの暑中コンクリート対策として，

コンクリート練り混ぜ温度が高くならないよう

骨材温度と練混水の水温が高くならないことと

に配慮した。 

 

まずは，既往の骨材貯蔵施設に直射日光が当

たらないように遮光ネットを設置した。（写真

-7） 

 

 

 

次に，冷却後の練り混ぜ水の温度がなるべく

上昇しないよう水タンクに断熱シートを設置し

た。（写真-8） 

 

 

 

 

 

しかし，このような対策のみでは規定のコン

クリート練り混ぜ温度を確保することが非常に

厳しい状況であったため，粗骨材に冷却水を散

水して，練り混ぜ温度を下げることとした。(写

真-9) 

細骨材はコンクリートの安定した品質管理上

の観点から散水することは望ましくないと考え

た。 

 

 

 

 

 

骨材散水用の冷却設備を追加設置することと

なった。(写真-10) 

 

 

 

 

骨材散水用の冷却設備を追加設置したが，全

ての設備を同時に稼働させると，最大使用電力

が大きくなる。 

ここで，コスト面で大きな課題となったのが，

電気使用料デマンド契約である。 

写真-7 遮光ネットの設置 

写真-8 水タンク断熱材の設置 

写真-9 骨材への冷却水散水 

写真-10 増設した冷却設備 



 
             
 

西之谷ダムにおいては，冷却設備は増設した

が，デマンド契約のことを考慮して，設備関係

を同時稼働することを極力回避した。 

例えば， 

バッチャープラントが稼働しているときには，

骨材散布の冷却設備は稼働させないなど，工事

現場において，節電管理を行った。 

以上のことから，現場ではデマンド値を大幅

に超過することなく電力の最大使用時期である

夏場をのりこえることができた。 

 

骨材に散水するなどの対策を行わなかった場

合のコンクリートの練り混ぜ温度は 30.6℃であ

り，規定の 28℃より高い数値であった。(表-5) 

しかし，骨材に冷却水を散水し，骨材温度を 2

～3℃低減させることなどにより，コンクリート

の練り混ぜ温度を 26.4℃に低減することができ

た。(表-6) 

参考までに，骨材を冷却するために追加した設

備に伴う費用は下記のとおりであった。 

 

冷却設備増設 約 2,000,000 円 

電気料増加分 約 500,000 円 

合 計    約 2,500,000 円 

 

なお，電力のデマンド契約を考慮しなかった

場合は，電気使用基本料が 20（万円/月）増加す

る試算であったため，夏以降の 8 ヶ月間の基本

料金が上がることとなり， 

20（万円/月）×8ヶ月＝約 1,600,000 円 

 の増加となった可能性がある。 

 

たった一度のデマンド超過が， 

大きなコスト負担を招くことになり

ます。 



 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A（外部）配合（対策無し）

配合量 比熱 単位熱量 材料温度 含有熱量

（kg/m3) (kj/kg℃） （kj/m3℃） (℃） （kj/m3)

573 0.80 458.4 28.8 13,202

2.87 4.19 12.0 28.8 346

430 0.80 344.0 28.8 9,907

2.15 4.19 9.0 28.8 259

430 0.80 344.0 28.8 9,907

2.15 4.19 9.0 28.8 259

607 0.80 485.6 28.8 13,985

24.28 4.19 101.7 28.8 2,930

230 1.13 259.9 45.0 11,696

錬り混ぜ水 116 84.6 4.19 354.3 24.0 8,503

1,800

2,378 72,794

30.6

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材20ｍｍ

粗骨材80ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材40ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

細骨材

細骨材表面水(4.0%)

セメント

メカニカルヒート

計

コンクリート温度

A（外部）配合（練混水に冷水を使用）

配合量 比熱 単位熱量 材料温度 含有熱量

（kg/m3) (kj/kg℃） （kj/m3℃） (℃） （kj/m3)

573 0.80 458.4 26.1 11,964

2.87 4.19 12.0 26.1 313

430 0.80 344.0 25.1 8,634

2.15 4.19 9.0 25.1 226

430 0.80 344.0 25.1 8,634

2.15 4.19 9.0 25.1 226

607 0.80 485.6 28.8 13,985

24.28 4.19 101.7 28.8 2,930

230 1.13 259.9 45.0 11,696

錬り混ぜ水 116 84.6 4.19 354.3 7.0 2,480

1,800

2,378 62,889

26.4コンクリート温度

細骨材表面水(4.0%)

セメント

メカニカルヒート

計

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材20ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

細骨材

粗骨材80ｍｍ

粗骨材表面水(0.5%)

粗骨材40ｍｍ

表-6 熱量計算(冷却水による骨材散水後) 

表-5 熱量計算(対策なし) 



 
             
 

(３)適切な養生 

 

打ち込んだコンクリートの硬化作用を順調に

発展させるとともに，乾燥による表面ひび割れ

を防ぐために，コンクリートの表面は適切な温

度の下で十分な湿潤状態にあることが必要です。 

その状態を保つための作業が養生である。 

西之谷ダムにおいて実施した養生について記

載することとする。 

 

①打設面の養生 

基本的に打設面は湛水養生を実施した。その

際，特に留意したことは湛水の水量を多くする

ことである。湛水の水量が少ないとコンクリー

トからの発熱と，日光により養生水の温度が上

昇するからである。また，湛水した養生水は停

滞させることなくある程度の流れを保たせるこ

ととした。さらに，一度養生水として使用した

現場内の水については，ポンプアップして再利

用を図った。これにより，主要設備の一つであ

る濁水処理設備の能力を現状のまま維持するこ

とができ，多量の養生水を確保することができ

た。(写真-11) 

 

 

また，打設面の養生は湛水養生と併せ時期に

応じてシートを配置した。(写真-12) 

 

②上下流面の養生 

上下流面はスライドフォーム等型枠を設置す

るため，型枠スライドの作業性も考慮した。 

上下流面型枠には塩化ビニル管の有孔管を固

定配置し通水し，散水養生を行った。(写真

-13,14) 

スライド型枠の可動部等にはビニールホース

を用いることで作業性を確保することができた。  

また，散水する水は，有孔管の目詰り等に配

慮して，濁水は使用しないこととした。連続散

水ときれいな水の使用により，壁面は苔がびっ

しりと張り付いた。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-11 湛水状況 

写真-12 シート配置を行い養生 

写真-13 壁面散水状況 

写真-14 壁面散水状況 



 
             
 

７．おわりに 

 

西之谷ダムは，ダム規模としては比較的小規模

ではあるが，ダムの基礎地盤としては建設が難し

いと言われてきたシラス地帯に建設し，また洪水

時のみダムに水を貯め，従前の川の状態を極力自

然のままの状態で残すことのできる流水型ダム型

式を採用しているなど，これまでに前例の少ない

工法を採用しているダムであります。 
 
今回第 5 章において，「基礎掘削における地質的

課題と対応」として 
（１）河床砂礫への対応 
（２）基礎面に分布した軟質層への対応 
（３）未固結シラスへの対応 
について，とりまとめた。 
 
現場では，基礎岩である城山層は，堆積年代が

若く軟岩であるため，基礎掘削面の最終仕上げで

岩盤が緩まないよう，手作業により丁寧に仕上げ

ました。(写真-15) 
ダム建設により，これまで自然が数万年の間隠

し続けてきた素肌を，ダムの基礎岩盤として初め

て現すこととなりました。これに対し畏敬の念を

持って応じることが現場の礼儀でもあります。 

 
 
 
今回第６章において，「暑中コンクリート対策」

として 
（１）コンクリート配合の見直し 
（２）骨材の冷却 
（３）適切な養生 
について，とりまとめた。しかし，コンクリー

ト品質等については，現在とりまとめ中であり，

あくまでも中間報告となりました。 
コンリートの基本的な性質を理解し現場状況に

応じた検討を行うこと。また，打ち込んだコンク 

 
 
リートの品質向上，及び乾燥による表面ひび割

れを防ぐために，コンクリート表面は適切な温度

の下で十分な湿潤状態にあることが重要でありま

す。(写真-16) 
また，でき得る限りの配慮と愛情をもってコン

クリートに接するよう努めていく必要があります。 

 
 
 
 
西之谷ダムは昭和 47 年度に着手しており，歴代

関係者皆様のお陰でダム本体工事に着手すること

ができました。 
平成 24 年度に実施する予定の試験湛水に向け，

精一杯，取り組んで参りたいと考えております。 
最後に，西之谷ダムの調査から建設にわたって，

多大なるご指導，ご協力を賜りました関係機関お

よび関係者の皆様に対して，本稿を借りて厚く御

礼申し上げます。 
 

写真-15 基礎掘削面の最終仕上げ 

写真-16 壁面の散水状況 
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