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1. はじめに

天ケ瀬ダムではダムの機能増強を目的に再開発事業としてト
ンネル式放流設備（延長617ｍ，内径10.3ｍ）を建設している。
放流設備としては，主ゲート（B3.6ｍ× H4.9ｍ×2門），副
ゲート（B3.6ｍ× H5.9ｍ×2門），修理用ゲート（B10.3ｍ×
H12.3ｍ×1門）が配置される計画である。
岩盤内の山岳トンネルは地上の構造物に比べて地震時の変位

が小さく被害を受けにくいとされているが，本施設では，以下
の理由からレベル2地震動に対する耐震性能照査を実施し，施
設設計，主ゲート設計に反映させた。
•ダムの洪水調節を担う重要な施設である。
•充水管理を実現させ，効率的な管理体制を構築する。
•大規模な地下構造物であり，補修が困難である。
本稿は，同施設の耐震性能と操作管理上有利となる「充水管

理」を実現させるため，国内に実施例のなかったトンネル内の
動水圧（主ゲート上流約340ｍの管内動水圧）の算定方法や耐
震性能照査方法，作用荷重に対する設計上の工夫（構造や部材
を工夫した補強設計，ゲート基礎方式）についてとりまとめた
ものである。

2. 天ケ瀬ダムトンネル式放流設備の概要

2.1 事業概要
天ケ瀬ダムは，昭和39年にわが国最大の湖・琵琶湖から流出
する宇治川に築造されたアーチダムである。
現状の天ケ瀬ダムは，洪水初期の段階から洪水を貯留するた
め，計画規模の洪水に対し十分にその効果を発揮できない。ま
た，琵琶湖後期放流に対して天ケ瀬ダムの放流能力が低いため，
琵琶湖の水位低下に時間を要し，琵琶湖沿岸の浸水をまねく恐
れがある。これらの課題を解消するため天ケ瀬ダム再開発が計
画された。
天ケ瀬ダム再開発事業では，「トンネル式放流設備」を新設
することにより，宇治川・淀川での洪水調節，琵琶湖周辺の浸
水被害軽減，水道用水の安定供給および発電能力の増強を図る
こととしている。
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2.2 天ケ瀬ダムトンネル式放流設備の構造
トンネル式放流設備の全長は617ｍであり，図―1に示すと

おり①流入部，②導流部，③ゲート室部，④減勢池部，⑤吐口
部から構成されている。
① 流入部：立坑構造の鉄筋コンクリート構造物である。点検
時や修理時に止水するための「修理用ゲート」を設けており，
周囲には建設時の止水・型枠を兼ねた鋼管矢板が設置される。

② 導流部：流水をゲート室部へ導く内径10.3ｍ，延長339ｍ
の大規模円形トンネルである。

③ ゲート室部：立坑構造の鉄筋コンクリート構造物である。
立坑内に放流量を調節する主ゲート2門，主ゲート故障時に
水路を閉鎖する副ゲート2門を備えている。

④ 減勢池部：流水を減勢させる施設である。最大幅23ｍ，高
さ26ｍの日本最大級の水路トンネルである。

⑤ 吐口部：下流河川との合流部であり，ボックスカルバート
形式の構造である。

3. ゲート設備構成および必要機能

3.1 耐震性能照査の必要性
一般に，岩盤内の山岳トンネルは地上の構造物に比べて地震
時の変位が小さく被害を受けにくいとされている。
一方，本施設は，ダム関連構造物であり「①貯水機能を維
持」し，「②地震後に緊急に水位を低下させ，低下させた水位
の上昇を規制させるために必要となるもの」であること，また
重要かつ大規模な地下構造物であるため，被災時の修復は困難
であることから，耐震性能照査および必要に応じ補強対策を実
施するものとした。
主ゲートは損傷した場合，制御できない貯水の流出が懸念さ
れることから対象構造物として選定した。また，修理用ゲート
および副ゲートは水位を低下させる設備ではないため，対象構
造物として選定していない。
本稿では，トンネル式放流設備のうち，主ゲート部の耐震性
能照査の方法とその結果について，以下に報告する。
3.2 トンネル式放流設備の運用方法
本トンネル式放流設備の供用開始後の運用方法として，「充
水管理」および「ドライ管理」が考えられる。両者は主ゲート
上流側の導流部を常時充水させるか，もしくはドライで管理す
るかの違いであり，この管理方法を踏まえゲートの必要機能を
設定する必要がある。本トンネル式放流設備は，以下の理由か
ら「充水管理」を採用するものとした。
•充水管理では，洪水時には事前に充水する必要がないため，
洪水警戒態勢時の迅速な対応，管理負担軽減が可能となる
（ドライ管理に対し約3時間短縮）。
•ドライ管理では，主ゲートに動水圧が作用しないが，修理用
ゲートに主ゲートと同等の必要機能が求められるため，ゲー
ト形式や開閉装置等の対応により費用増となる（充水管理に
対し約5億円増）。
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3.3 各ゲートの必要機能
各ゲート設備の設置目的および必要機能を表―1に示す。

「主ゲート」には，主ゲート自体に自重降下機能を持たせた上，
レベル2地震動による動水圧に対しても耐震性を有した構造と
する。

表―1 設置目的

項 目

修理用ゲート 副ゲート 主ゲート

高圧スライド 高圧スライド 高圧ラジアル

B10.3ｍ
H12.3ｍ
1門

B3.6ｍ
H5.932ｍ
2門

B3.6ｍ
H4.9ｍ
2門

洪水調節 － － ○

主ゲート故障時 － ○ －

点検修理時 ○ － －

流水遮断 － － ○

漏水遮断 ○ － －

4. 主ゲート耐震性能照査

4.1 検討手順
天ケ瀬ダム近傍の既往地震，活断層等を踏まえ大きな影響を

及ぼすと考えられる地震を想定地震として選定し，地震動を構
造モデルに外力として作用させ，発生応力が許容値以内となる
よう補強対策を実施するものとした。図―6に検討手順を示す。
4.2 解析条件
4.2.1 解析モデル
導流部が湾曲していること，ゲート室部で断面が変化してい

ることを踏まえ，解析モデルは，三次元モデルを採用するもの
とした。また，モデル化の範囲は，導流部・ゲート室・主ゲー
トとした。作成した三次元モデルの概要を図―7に示す。
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③　部材の検討（安全性確保の可能性確認)

•以下の基準を基本として部材を照査する。
　　　発生応力 ＜ 降伏強度
•大規模地震動に対する導流部動水圧を考慮する場合の主ゲート構造
　仕様を検討し、安全性確保の可能性を確認する。

START 

END 

⑤　L2耐震性能照査 

•新たに設計した主ゲートに対して大規模地震に対する耐震性能照査
　を実施する。
•部材照査には以下のいずれかの基準を適用する。
　　①発生応力＜降伏強度
　　②塑性率（発生ひずみ／降伏ひずみ）＜2 
•照査結果を踏まえ、必要に応じて補強設計等を実施する。

①　L1荷重による主ゲート設計 

•常時（静水圧）のケースで主ゲート構造部材を決定する。

•既設計の主ゲート構造を対象に、L2耐震性能照査を実施する。
•導流部動水圧を考慮する。

②　既設計主ゲートに対するL2耐震性能照査

④　主ゲート補強設計

•上記L2照査における部材の検討結果や、ゲート管理方針を踏まえた
　主ゲートの設計を行う

図―6 主ゲート耐震性能照査検討フロー
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図―7 主ゲート解析モデルの概要



解析モデルの主要な特徴は以下のとおりである。
•解析モデルは，動的解析において，導流部・主ゲート室・主
ゲートのモデル全体を加震させる。

•動水圧は，モデル全体の加震によって算定する。
•従来，ダムのゲートに作用させる動水圧は流水を非圧縮性流
体として算定しているが，導流部の流水を非圧縮性流体とし
て考慮した場合，動水圧が大きくなり，主ゲートの必要部材
仕様が過大となることが考えられる。したがって動水圧算定
において，導流部の流水は圧縮性流体として取り扱う。

•主ゲート部の解析モデルは，ガセットプレート等も含めて詳
細にモデル化するために，三次元シェル要素を用いる。ゲー
トのモデル化対象部材は，扉体の各構造部材（主要構造部材
［縦主桁，脚柱］，補助構造部材［横補助桁，脚柱間連結トラ
ス等］）および受圧部（スキンプレート）とする。
なお，検討における全体座標系は，主ゲート位置での上下流

方向を X軸，上下流方向に対する直角水平方向を Y軸，鉛直
方向を Z軸とする。
4.2.2 物性値
解析モデルの物性値は，コンクリート標準示方書，他事例，

指針（案）等を参考に設定した（表―2）。

表―2 物性値一覧
項 目
(単位) コンクリート 導流部内水 主ゲート

鋼材（SM)
主ゲート
鋼材（SUS)

単位重量
(kN/㎥) 24.5 9.8 77 77.8

弾性係数
(kN/㎟) 28 ― 205 193

ポアソン比 0.2 ― 0.3 0.3

減衰定数 10％ ― 2％ 2％

伝達速度
(ｍ/s) ― 1,400 ― ―

4.2.3 入力地震動
主ゲートの動的解析に用いる入力地震動（加速度時刻歴波

形）は，以下の手順により設定した。
① 想定地震候補の抽出：既往地震，活断層，プレート型地震
の調査の結果，天ケ瀬ダムに近く，マグニチュードが大きい
地震を想定地震候補として抽出した。活断層の検討において
は，天ケ瀬ダム周辺の活断層の連動の可能性も考慮した。ま
た，文献により連動の可能性が検討されていない断層につい
ても，断層間の距離や断層の確実度等を踏まえ連動の可能性
を検討した。

② 想定地震の選定：抽出した想定地震候補の地震による天ケ
瀬ダム地点の最大加速度を経験式（ダムの距離減衰式）によ
り推定し，最も天ケ瀬ダム地点に大きな影響を及ぼすと考え
られる地震を想定地震として抽出した。
•三方断層帯～花折断層帯全体～琵琶湖西岸断層帯全体
•花折断層帯全体
•南海トラフ全体・南海トラフ東海域

③ 加速度応答スペクトルの算出：選定した想定地震の加速度
応答スペクトルを算出した。
一方，固有値解析の結果，主ゲート本体の支配的な固有周
期は約0.15秒，管内水の支配的な固有周期は約1秒であり，
「【最短距離式】三方断層帯～花折断層帯全体～琵琶湖西岸断
層帯全体」および「【等価震源距離式】花折断層帯全体」を
想定候補として選定した。
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図―8 加速度応答スペクトル（水平方向）

④ レベル2地震動の設定：想定地震の加速度応答スペクトル
を用いて，近傍ダムの実測観測波形（原種波形）を振幅調整
（引伸し）することにより設定した。
設定した入力地震動4波形を表―3に示す。

表―3 入力地震動
No. 加速度応答スペクトル 原種波形

1 三方断層帯～花折断層帯全体～
琵琶湖西岸断層帯全体
［最短距離式］

2007年能登半島地震による八ヶ川
ダムでの強震記録（八ヶ川波）

2 三方断層帯～花折断層帯全体～
琵琶湖西岸断層帯全体
［最短距離式］

1995年兵庫県南部地震による一庫
ダムでの強震記録（一庫波）

3 花折断層帯全体
［等価震源距離式］

2007年能登半島地震による八ヶ川
ダムでの強震記録（八ヶ川波）

4 花折断層帯全体
［等価震源距離式］

1995年兵庫県南部地震による一庫
ダムでの強震記録（一庫波）

図―9 入力地震動（X方向)
[三方断層帯～花折断層帯全体～琵琶湖西岸断層帯全体

【最短距離式】（原種波形：八ヶ川波)]
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4.2.4 荷重条件
解析において考慮した荷重条件を以下に列挙する。なお，レ

ベル2地震動作用時の水位条件は常時満水位，主ゲートは全閉
状態（導流部充水）とした。
① ゲート自重：モデル化した主ゲートの各部材に対して，単
位体積重量77.0kN/㎥（SM），77.8kN/㎥（SUS）に相当す
る自重を与える。

② 静水圧：常時満水位（OP.＋78.500ｍ）の静水圧をスキン
プレートの各節点に作用させる。作用方向はスキンプレート
面直角方向とする。

③ 動水圧：導流部の流水を圧縮性流体としてモデル化すると
ともに，導流部トンネル覆工・ゲート室・主ゲート全体に時
刻歴加速度を入力して加震し導流部動水圧を発生させる。発
生した動水圧は，静水圧同様，スキンプレートの各節点に作
用させる。

④ 地震加速度：導流部トンネル覆工・ゲート室・主ゲート全
体にX-Y-Z 軸の3方向の時刻歴加速度を入力する。
4.2.5 要求性能

⑴ 耐震性能照査の考え方
主ゲートの耐震性能照査における許容値設定（要求性能）は

「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）」を参考に基
本的な考え方を以下の様に設定した。
① 部材の座屈
•主要構造部材が座屈しない。
•補助構造部材が座屈しない。または，一部の補助構造部材
が座屈しても，その影響により主要構造部材が座屈しない。

② 部材の塑性化
•主要構造部材がほぼ弾性域内にとどまるとともに，補助構
造部材が限定的な塑性化にとどまる。

⑵ 応力に関する許容値
耐震照査の基本的な考え方を示した表―4で提示されている

確認事項のうち，部材の塑性化の項の記述を踏まえ，発生応力
に対しては，部材の変形が弾性域内にとどまることを条件とす
る。したがって，発生応力に対しては，材料の「降伏応力」を
許容値と設定した。

表―4 発生応力に対する許容値
材 質 降伏応力（許容値)(MPa)

SM400 235

SM570 450

⑶ 座屈に関する許容値
ラジアルゲートの脚柱など，軸方向力と曲げモーメントを受

ける部材については安定の照査式2)により全体座屈が生じるこ
とがないか照査を行った。
4.3 解析結果
4.3.1 当初設計の各部材における発生応力
当初設計の主ゲートに対して，発生応力が最大となる地震動

（三方断層帯～花折断層帯全体～琵琶湖西岸断層帯全体【最短
距離式】八ヶ川波）を与えた際の最大応力の分布図を表―6
（次ページ）に示す。

また，応力最大値を表―5に示す。脚柱や主桁等の主部材に
おいて SM400材の降伏強度235MPa を大幅に超過している。
したがって補強設計が必要と判断される。

表―5 主ゲートに発生する最大応力（当初設計)
部 材 最大発生応力（MPa) 降伏応力（MPa)

脚 柱 837

235
(SM400)

スキンプレート 579

横補助桁 693

縦 主 桁 1,021

4.3.2 補強設計方針
当初設計仕様による発生応力値とレベル2地震動作用時の動
水圧規模から，補強設計時の部材仕様を設定し，再度 FEM解
析にて応力値の確認を行う。
補強設計における部材仕様を設定する際の設計方針をまとめ
て以下に示す。
① 動水圧比較：導流部の流水を圧縮性流体として解析を行っ
た結果，動水圧（レベル2）は「常時荷重」の約13.5倍とな
る。
② ゲート補強設計：概略部材応力算定の結果，SM400では発
生応力が降伏応力を超過し，安定性を確保できないことが判
明した。高強度部材の適応について検討を行う必要がある。
③ ゲート諸元：常時荷重に対して計画された当初設計（既設
計）に対し，ゲート質量は88t となり52％の増となる。また
縦桁および脚柱は「H型」から「ボックス型」に変更する。
④ ゲート基礎：動水圧に対し，基礎部材および土木構造につ
いても確認しておく必要がある。

5. 補強設計

5.1 補強方法の検討
前項の解析結果を踏まえ，主ゲートの強度不足に対して以下
の対策を行った。
⑴ 主ゲート扉体構造の見直し
以下の点より横補助桁縦主桁方式を採用した。
•格子構造の場合，使用部材が30㎜～50㎜と非常に厚くなり，
溶接量が多く溶接によるひずみが懸念される。
•したがって，現場での溶接作業性とそれに関連する精度の確
保が扉体構造形式選定の重要なポイントになる。補助桁方式
は格子構造に比し溶接量が少ない。
• B3水密方式では，扉体下端の直線精度が要求されるため，
スキンプレートを水平方向に分割できる横補助桁方式が適し
ている。
⑵ 主ゲート材質の見直し
一般的に調達が容易な鋼材（SM400）では部材強度が不足す
るため，「①材質の変更（SM400→ SM570）」および「②断面
形状の見直し」により，対応するものとした。
SM570の材料調達，河川ゲートでの採用実績についても合わ
せて確認を行い，実現性・確実性を確認した。
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表―6 最大応力分布図（三方断層帯～花折断層全体～琵琶湖西岸断層帯全体【最短距離式】八ヶ川波)
当初設計（L1対応）に L2地震動を作用
(材質：SM400，降伏応力235 MPa)

補強設計後に L2地震動を作用
(材質：SM570，降伏応力450 MPa)

全 体

脚 柱

スキンプレート

横補助桁

縦主桁



5.2 補強設計後のゲート部材について
⑴ 最大発生応力
補強設計後の最大応力分布図を表―6に示す。最大応力を整
理すると表―7のようになる。縦主桁を除き，各部材の最大発
生応力は降伏応力以下となっており，弾性域内にとどまっている。

表―7 主ゲートに発生する最大応力
部 材 最大発生応力（MPa) 降伏応力（MPa)

脚 柱 327

450
(SM570)

スキンプレート 156

横補助桁 363

縦 主 桁 475

⑵ 縦主桁の塑性率
縦主桁には，下側脚柱との接合部付近において局所的に

SM570の降伏強度450MPa を若干上回る475MPa が算出されて
いる。ダム耐震性能照査指針（案）では，主部材の力学的状態
がほぼ弾性域内にとどまることとされている。ほぼ弾性状態に
ある具体の範囲については，「降伏ひずみに対して，最大ひず
みが2倍程度以下」との目安が示されている。また，塑性ひず
みの算出方法としてエネルギー一定則による方法が提示されて
いる3)。
エネルギー一定則によって，主桁最大応力発生位置のひずみ

を計算すると表―8のようになり，塑性率は1.06と2以下の範
囲となっている。
このように，縦主桁においては降伏強度を上回る応力が発生

するものの，その範囲が局所的であるとともに，塑性率1.06と
ほぼ弾性域内に収まるものであることから，ダム耐震性能照査
指針（案）を踏まえた安全性評価に問題はないと考えられる。

表―8 エネルギー一定則による塑性率の計算
種 別 Py（σy，εy) P1（σ1，ε1) P2（σ2，ε2)

応力σ（N/㎟) 450 475 450

ひずみε 0.002195 0.002317 0.002321

ヤング率 E（N/㎟) 2.05×105 2.05×105 2.05×105

塑性率：ε2／εy＝1.06

エネルギー一定則において
面積：A＝A2

ε2ε1εy

A2

A1 P2Py

P1

ε

σ

図―10 エネルギー一定則の概念

⑶ 座屈に対する照査
脚柱，主桁，補助桁に対して，箱形断面の長手方向および短

手方向に対する座屈照査を行った結果，所定の安全率を確保し
ていることを確認した。

5.3 ゲート基礎構造について
動水圧作用時の主ゲート基礎部照査を実施した。その結果，
レベル2地震動作用時の動水圧に対し，支圧ガーダ方式では支
持部の安定性が確保できない構造であることが判明した。
したがって立坑コンクリート構造物の規定断面内で安定性を
確保するため，省スペースで対応可能なテンションビーム方式
に変更した。

テンションビーム方式 

流向 

テンションビーム

主ゲート

トラニオンガーダ

ここで
荷重を
支持 

（空洞） 

トラニオンガーダ

流向 
主ゲート ⇒⇒ここここでで

荷重荷重をを
支支持持

((ｺｺﾝﾝｸｸﾘﾘｰーﾄﾄ
部部材材) ) 
⇒ここで
荷重を
支持

(ｺﾝｸﾘｰﾄ
部材) 

支圧ガーダ方式 

図―11 ゲート基礎部対応方法

6. おわりに

天ケ瀬ダム再開発事業において既設天ケ瀬ダムの左岸側に新
たに設置するトンネル式放流設備に関して，耐震性能照査の必
要性，管理方法の違い（導流部を充水するかドライとするか）
による主ゲートの耐震性能に及ぼす影響，主ゲートの耐震性能
照査結果，その結果を踏まえての主ゲートの耐震補強方法につ
いて述べた。本稿における報告内容が今後の類似事例の参考と
なれば幸いである。
なお，本トンネル式放流設備は各土木施設（流入部，導流部，
ゲート室部，減勢池部，吐口部）においても耐震性能照査を実
施し，レベル2地震に対する施設としての安全性を確認してい
る。現在，流入部やゲート室部の掘削は概ね完了し，コンク
リート打設や機械設備の据付に取りかかっている。また減勢池
部も本格的なトンネル掘削の着手直前であり，工事の最盛期を
迎えている。
最後に，本検討は国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務
所の委託を受け㈱建設技術研究所が実施したものである。論文
執筆に際しても事務所や関係機関の皆様に多くの御協力を頂き
ました。深く感謝を申し上げます。
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