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要旨：植栽型ポーラスコンクリートは，主として河川護岸に適用されているが，ダム湖岸で

も，貯水位変動や水面に生じる波浪による斜面表層の侵食や崩壊，これに伴い裸地化された

部分の緑化に応用することが考えられる。本報では，ダム湖岸法面の緑化により，これらの

問題を改善することを目的として，従来の緑化基盤に比べ強度が高い植栽型ポーラスコンク

リートを，適用条件の厳しい揚水発電所の調整池法面に試適用した現場試験研究について報

告する。試験結果から，ポーラスコンクリートの耐久性は確認されたが、表層の客土の流失

を防止すること，適用可能植物を十分に把握することが今後の課題であることが判明した。 

キーワード：植栽型ポーラスコンクリート，ダム湖岸，揚水発電所，水位変動 
 

1. はじめに 
 植栽型ポーラスコンクリートは，従来の

緑化工法に比べ基盤に強度があること，お

よび流水に対する抵抗力があることから，

多自然型の河川護岸や急傾斜法面，岩盤斜

面 1)および建築構造物の外構等の緑化に利

用されている。 

河川護岸とよく似た環境にダム湖岸があ

り，水の流速は速くないものの，貯水位の

変動や水面に生じる波浪による斜面表層の

侵食や長期冠水に伴う植物の衰退が発生し，

裸地化による景観の悪化と浸食による斜面

の崩壊が問題となる場合がある。 

ダム湖岸水際部分の法面緑化が実現でき

ると，これらの問題が改善されると考えら

れる。例えば，年間運用型の発電用貯水池

では，植物の生育する夏季に水位を上げて

いるため，貯水池法面の水位変動域では植

物の生育が大変難しく，ダム湖岸緑化にあ

たっては，植栽基盤の安定化と植物が長期

の冠水に耐え得るかが課題となる。本報で

は，現地の水位変動域上部の法面で分布が

確認され，冠水実験で有効とされている５

種類の草本類を選び，石炭灰を利用した植

栽型ポーラスコンクリートを基盤として，

冠水の繰り返しが頻繁な揚水発電所の上池

調整池法面に適用した場合の実証試験につ

いて報告する。 

 

2. 試験概要 
2.1 試験場所 

   試験場所は，新潟県南魚沼郡湯沢町の山岳

地帯に位置する発電所（揚水発電所）の上部調

整池の湖岸法面である。（写真－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 水位運用と試験位置標高 

 試験池は，揚水発電所の上池（満水位 1,306
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写真－１ 試験場所 
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図－２ 貯水池運用例と試験位置 

ｍ，低水位 1,274ｍ）で，試験位置標高は，図

－１に示すように，1302，1301，1300ｍである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 貯水池の模式断面 

 

貯水池の 1 週間の水位運用例を図－２に示す。 

水位運用は，1 日周期で，午前中水位が高く，

午後水位が下がる傾向がある。 

  

試験位置の冠水率（一定期間における総冠水

時間の割合）は，表－1 に示すとおりで，試験

位置(EL.1302～1300m)においては，20％～40％

程度と考えられる。（年度および季節による

数％の変動は伴うものとする。） 

 

2.3 気象概況及び地盤状況 

 試験地の気象，地盤状況は次のとおりで、寒

冷地であるとともに，また豪雪地帯でもある。 

(1)気象概況(1998 年度電力所資料による) 

a) 気温について 

年平均気温： 7.4℃ （毎日 9 時に測定） 

 年最高気温： 24.3℃ 年最低 －12.8℃ 

b) 貯水池水温（近傍下池）について 

 年平均気温： 12.1℃  

  年最高気温： 23.5℃ 年最低 0.6℃ 

c) 積雪期について 

 12 月～翌年 4 月（約 5 ヶ月間） 

 最大積雪深さ： 3.55ｍ 

(2)地盤状況 

試験地の地盤は，ローム層の粘性土からな

り，斜面勾配は約 20 度で，満水位以下は無植

生である。 

2.4 植物 

試験植物は，試験前に実際に生育している植

物の調査を行い，現地の水位変動域上部の法面

で分布が確認され，冠水に対する耐性が強いと

されている「オオバコ，リュウノヒゲ（以上は

苗），シバ，ヨモギ，クサヨシ（以上は種子）」

２）の５種類の草本類を選んだ。いずれも多年草

であるが，常緑はリュウノヒゲのみである。 

2.5 ポーラスコンクリート 

ポーラスコンクリートは、表－２に示すよう

に細骨材にクリンカーアッシュを使用し，文献

3)の基本調合を参考として、表－３に示す調合

で練混ぜを行った。試験体の寸法は 1 辺 40cm×

40cm×厚さ 15cm，質量約 50kg とした。 

2.6 植物の導入方法 

ポーラスコンクリートへの植物の据付方法は，

図－３に示す方法で，次の２種類を選択した。 

a)（方法その１）事前に植物の種子，苗を客土

とともに袋詰めしたもの（以下，植生マット）

満水位 1,306m 

低水位 1,274m 

利用水深 32m 
試 験 位 置 標 高

1302m,1301m, 
1300ｍ 
(水深 4～6m) 

[貯水池] 

表－１ 試験位置の冠水率，冠水日数 

期間：平成 13 年 5 月 1 日

～10 月 31 日（184 日間）

試験 

標高 

(ｍ) 

水深 

(ｍ) 

冠水率 冠水日数 

1302 4 21％ 39 日 

1301 5 31％ 56 日 

1300 6 41％ 74 日 
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を作製し，ポーラスコンクリート上に置いて

約 3 か月養生させることにより，十分な生育

をさせたもの。  

b) （方法その２）現地で植物の種子，苗を採取

し，客土とともに袋詰めし植生マットを作製

して，コンクリートの上に貼り付け固定した

もの 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.7 試験因子 

(1)試験体の設置勾配 

試験体の設置勾配は，現地の緩傾斜勾配(約

20度)に平行なものと45度勾配のものと２種類

とした。いずれも試験体設置範囲を掘り込み，

その中へ設置してアンカーピンで下部の岩盤に

固定した。 

(2) 設置水深 

試験体の設置水深は，常時満水位より下，水

深４ｍ（標高 1302ｍ），５ｍ（同 1301ｍ），６ｍ

（同 1300ｍ）の３水深とした。比較用に全く冠

水しない標高にも試験体を設置した。 

試験因子と水準および組み合わせは，表－４

のとおりである。 

試験体配置の概要を図－４，図－５に示す。

また，試験体の設置状況を写真－２に示す。 

 

表－２ ポーラスコンクリートの使用材料 

結合材 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 密度 3.15g/cm3 
ﾌﾗｲｱｯｼｭ* 密度 2.21g/cm3 

細骨材 

ｸﾘﾝｶｰｱｯｼｭ (3mm 以下) 
絶乾密度 1.78 g/cm3  
表乾密度 1.92 g/cm3 
吸水率 7.82% FM 1.93 

粗骨材 

ｸﾘﾝｶｰｱｯｼｭ (5mm 以上) 
絶乾密度 1.68 g/cm3  
表乾密度 1.77 g/cm3 
吸水率 5.39% FM 4.70 
青梅産 5 号砕石 
絶乾密度 2.64 g/cm3  
表乾密度 2.66 g/cm3 
吸水率 0.6% 実積率 59.9% 

混和剤 標準型高性能 AE 減水剤 

表－３ ポーラスコンクリートの調合 

最大 20 粗骨材 

寸法(mm) 最小 13 

W/C(wt%) 25 

目標空隙率(%) 26 

目標ﾍﾟｰｽﾄﾌﾛｰ(mm) 175 

水 57.6 

ｾﾒﾝﾄ(C) 165 

ﾌﾗｲｱｯｼｭ 66 

ｸﾘﾝｶｰｱｯｼｭ 115 

粗骨材 1568 

単位量

(kg/m3) 

混和剤（C×%) 1.2 

40cm

40cm

15cm

ポーラス
コンクリート
（空隙部は
保水材を充填）

植生マット
（布製の
　客土封入袋）

2～3cm

植物

図－３ 試験体への植物導入方法 

表－４ 試験因子と水準 

因 子 水  準 

A 

植物の 

種類 

A1 オオバコ   

A2 シバ  

A3 ヨモギ   

A4 リュウノヒゲ  

A5 クサヨシ 

B 

植物の 

生育状態

 

B1 事前に十分な生育を

施したもの  

B2 施工時に種子あるい

は苗入り客土を袋詰

めし試験体に張り付

けたもの 

C 

設置勾配

 

C1 現地の法面勾配に合

わせたもの 

C2 45 度勾配に調整し

たもの 

D 

設置水深

D1 常時満水位より水深

４ｍ 

D2 常時満水位より水深

５ｍ 

D3 常時満水位より水深

６ｍ 
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常時満水位

←45°勾配

←法面勾配

水深４m

←45°勾配

←法面勾配

水深５m

←45°勾配

←法面勾配

水深 ６m

(1306m) 

1302m 

1301ｍ 

1300ｍ 

試験体 
比 較 区 

試 験 区

 

図－４ 試験体配置平面 

 

図－５ 試験体配置断面 

 

写真－２ 試験体設置状況 
 

3. 試験結果 

3.1 試験体の外観および植生調査 

試験体の設置は，平成 12 年 8 月 9～10 日に実

施し，平成 12 年は，9 月 14 日（現地設置後 1

ヶ月経過時）と10月27日（同2.5ヶ月経過時），

平成 13 年は，7 月 13 日（同 11 ヶ月経過時）と

10 月 25 日（同 1 年 2 ヶ月経過時）の合計４回

の観察を行った。 

観察においては，植物の活着状況及び植生基

盤（植生マット，ポーラスコンクリート）の状

態を観察した。その結果については，以下のと

おりである。 

(1)ポーラスコンクリートについて 

a) 水面の波浪により，植物や植生マットの流出

が発生しているが，ポーラスコンクリートに

変状は認められていない。 

b) 当地は最高積雪深さ 355cm(1998 年度)であ

り積雪が多く，冬季の気温はほとんど零下で

あるが，含水したポーラスコンクリートに特

に変状は認められていない。 

(2)植生マットについて 

a) 現地で種子・苗入れした試験体は，事前に生

育したものに比べ，試験開始 1 ヶ月後から水

面の波浪や雨水で植生マットが劣化し，マッ

ト生地の目の拡大や中に充填した土壌の流

出が著しかった。 

b) 設置勾配 45 度のものは，20 度のものに比べ

波浪による植生マットのめくれやずれが早

い時期から発生した。 

c) 植物の衰退と共に植生マットの劣化及び移

動等が顕著に見られた。植物根系の土壌緊縛

効果が失われたことによると考えられる。 

d) 事前に生育させた試験区で降雪期前と越冬

後の状況を比較すると，越冬後の植生マット

の劣化及び移動等は顕著であり，冬季あるい

は融雪期の雪氷融解時の浸食力は大きな影

響を与えているものと考えられる。 

(3)植物の生育について 

植物の生存状況を表－５にまとめて示す。 

a) 現地で種子，苗入れした場合（方法その２） 

(ア)降雪期前では，リュウノヒゲ，オオバコお

よびクサヨシが深い水深まで生育を示した

が，中でもリュウノヒゲの活着率が高く，

ダム湖岸水際部分の法面用の植物として適

用できる可能性を示した。越冬後は植生マ

ットの劣化及び移動等が著しく，リュウノ

ヒゲは枯死し，ほかの植物もほとんど発芽

が認められなかった。 
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表－４ 植物の生存水深 

 

 

 

(イ)ヨモギ及びシバは降雪期に入る前でも植生

マットの劣化もあり，深い水深での生存が

見られなかった。 

b) 事前に生育させた場合（方法その１） 

(ア)降雪期までは，リュウノヒゲ，オオバコ，

クサヨシ，ヨモギが深い水深まで生存した

が，越冬後植生マットの劣化は著しく，リ

ュウノヒゲは枯死し，ヨモギはほとんど発

芽しなった。常緑のリュウノヒゲが越冬後

枯死した理由は，冬季に雪氷の下にあり，

光合成ができないためと考えられる。 

(イ)オオバコ及びクサヨシは，越冬後植生マッ

トの劣化は著しく，深い水深では発芽せず

浅い水深でも活着率が小さくなっている。

シバは浅い水深のみ越冬後も継続して生存

し，ほかの植物に比べて高い被覆率を示し

た。しかし，そこには斜面上方から崩落し

た表土がありこれにより水面の波浪の影響

を受けにくかった可能性がある。 

(4)設置勾配について 

設置勾配 20 度の方が 45 度に比べ植生マット

の劣化や移動が少なく，また，植物の生存状況

も良く，波浪の影響が小さいと考えられる。し

たがって，実際に施工する場合には可能であれ

ば法面を階段状に整形し，緩傾斜部分に設置す

ることが望ましいと考えられる。 

 

3.2 ポーラスコンクリートの強度変化 

 植生の観察を終えた試験版を平成 15 年 10 月

（3 年 2 ヶ月経過後）に撤去した後、ランダム

にサンプリングした試験体３体から２本ずつ水

平方向に直径 10cm のコアボーリングを行い、所

定の長さに切断して圧縮強度試験体とした。試

験体の重量測定後、上下面をイオウでキャッピ

ングして圧縮強度を行った。試験結果を表－５

に示す。なお、参考のため試験体製作時のテス

トピースによる試験体（直径 10cm、長さ 20cm）

の20℃標準水中養生での材齢4週の圧縮強度試

験結果も併記した。試験の結果、以下の点が明

らかとなった。 

(1) 採取したコア試験体の圧縮強度の平均値は、

試験体製作時の圧縮強度とほぼ同じであっ

た。本試験地では水位変動に伴うポーラス

コンクリートからの水酸化カルシウムの溶

脱や凍結融解作用による劣化が起こり得る

が、３年程度の期間ではこうした劣化は認

められなかった。 

(2) コア試験体のうち No.6 は、他のコア試験体

より低い圧縮強度を示したが、同時に見か

けの密度も小さくなっていた。圧縮強度の
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差の原因は、採取した部分の空隙率が他の

試験体よりも高いためであり、No.6 の部分

が局所的に試験地の環境条件下で劣化した

とは考えられない。 

 

表－５ 圧縮強度試験結果 

試験体 No. 見かけの密度 

(kg/m3) 

圧縮強度 

(N/mm2) 

1 1903 13.5 

2 1933 15.4 

3 1944 13.9 

4 1942 14.7 

5 1887 11.6 

6 1813 8.4 

平均値 1904 12.9 

参考* － 12.6 

*試験体製作時（20℃標準水中養生、材齢 4 週） 

 

4. まとめと今後の課題 

繰り返しの冠水頻度が高いダム湖岸である揚

水発電所の上池に植栽型ポーラスコンクリート

の適用試験を実施し，約 1 年 2 ヶ月の期間にわ

たり長期植生試験を行い，定期的な観察を実施

した。 

以下に，得られた試験結果についてのまとめ

を述べるとともに今後の課題について示す。 

(1) 植栽型ポーラスコンクリートは，ポーラス

コンクリート部分には変状がなかったもの

の，植物生育で重要となる表層基盤の植生

マットに変状及び劣化等があり，植物の生

育に対する評価を難しくした。 

(2) 植物の据付については，「方法その１：事前

に植生マットを作成し，ポーラスコンクリ

ート上に置いて約 3 か月養生させることに

より，十分な生育をさせたもの」のほうが，

「方法その２：現地で植物の種子，苗を採

取し客土とともに植生マットを作成し，コ

ンクリートの上に貼り付け固定したもの」

より良い生育結果を示した。植物の生育は

あらかじめ生育させておくことにより，植

物の根系が表層基盤の土壌の流出を抑え植

生マットが比較的安定化すると考えられる。 

(3) 設置勾配は，設置勾配 20 度の方が 45 度に

比べ植生マットの劣化や移動が少なく，ま

た，植物の生存状況も良かった。緩傾斜で

あることで波浪の影響を受けにくくなって

いるものと考えられ，実施工では法面整形

が有効と思われる。 

(4) 植物の適性評価について，本調査から結論

を導くのは難しいと考えられる。しかし，

植物を事前に生育させ植生マットが安定確

保されるならば，当地点の湖岸緑化で深い

水深まで生存が期待される植物は，オオバ

コ，クサヨシ，ヨモギであると考えられる。 

(5) 本試験値のような環境条件では、水位変動

に伴うポーラスコンクリートからの水酸化

カルシウムの溶脱や凍結融解作用による劣

化が起こり得るが、コア強度の試験結果で

はこうした劣化は３年程度の期間では認め

られなかった。 

今後，植生マットの安定化について詳細な技

術検討を行い植生マットの安定化を図ることが

必要である。また，ダム湖岸法面緑化に適用可

能な植物についても，より耐水没性があり過酷

な気象条件に耐え得る植物の検討が必要となる。 
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