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１．頭首工の設計方法・規格等の変遷 

 

 

１．１ 頭首工の設計方法の変遷 

 

現在、供用されている頭首工の機能診断を行う場合には、建設時点において適用された設計・

施工・材料に関する情報を知ることが重要である。このため、設計・施工に関する規格を設計基

準・協会規格等を参考に年代別に整理し、設計上の考え方を明らかにする。 

 

 

１．１．１ 土地改良事業計画設計基準の変遷 

 

 頭首工の設計・施工は、昭和 27 年（1952 年）に農林省農地局による土地改良事業計画設計基

準の頭首工が制定されて以降、その大部分を本基準に準拠している。ここでは、頭首工の制改定

経緯を整理する。 

 

（１）土地改良事業計画設計基準 第 3部設計第 3編頭首工の制定（昭和 27年 10月） 

 新制大学卒業者程度の技術者を対象に、「教科書的な記述は極力避け、現場技術者の実務必携

となるよう計画、設計及び施行の順序、方法を具体的に詳細に説明し、理論に偏することなく、

設計例及び実施例を多く取り入れ、計画、設計、施工に直ちに役に立つよう実用的ならしめるこ

と」等を基本としながら、当時のアメリカ開拓局（U.S.Burea of Reclamation）の基準を参考に

し、それまでの我が国の施工実績等を加味して作成された。 

 

（２）土地改良事業計画設計基準 第 3部設計第 3編頭首工の改定（昭和 42年 10月） 

本基準では、その改定について、「土地改良事業計画設計基準 第 3部設計第 3編頭首工は昭和

27年 10月に制定された。以来 15年を経過し、頭首工各部の機能の化学的な解析、工事実績の集

積もととのった現在、現行基準の改定はむしろ遅きに失した感がある。・・・（中略）・・・そ

して今回の改定にあたっては、その方針として前述の諸成果を極力取り入れ、新しい技術と新し

い考え方について、設計上留意しなければならない事項を明確にすることを第一の主眼点とし、

設計の手引きとなる参考資料も極力取り入れるよう配慮した。」と述べている。 

具体的には、解釈に混乱が生じていた頭首工の定義をおこし、その解釈を明確にしたこと、取

水位を安定させるために、取水ゼキと流心の関係を明確にしたこと、土砂吐きの機能を明確にし

たこと、可動ゼキの敷高を「河川に順応させる」という大原則にたって、河床になじみよくその

敷高を決定することを原則としたこと、沈砂池はその必要性を十分検討してから設置の可否を決

定すること等の新しい考え方が導入された。 

 

（３）土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」の改定（昭和 53年 10月） 

前回改定以降の設計・施工技術の進歩、研究の成果、昭和 51年の河川管理施設等構造令の施行

等に伴い全面改定された。 
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（４）土地改良事業計画設計基準・設計「頭首工」基準書・技術書の改定（平成 7年 7月） 

本基準では、「その後、農業及び社会情勢が変化し、水資源の有効利用、水管理の合理化等が

求められるようになってきた、このような状況を踏まえ、今日の技術水準に対応した技術基準と

すべく、次の方針に基づき全面改定を行うこととした。」とされた。 

具体的には、①設計基準が本来有すべき規範性と、技術に求められる即時性、柔軟性、選択性

などを両立して確保し、農業農村整備事業の適切かつ円滑な執行に資するために、設計基準を「基

準書」と「技術書」に区分して再編整備され、②新技術の導入として、昭和 40年代から国内でも

施行され始めたゴム引布製起伏堰の特性や留意点、環境保全への取組として関心が高まっている

魚道に関する研究成果、山間渓流部及び小河川からの取水の施行経験の蓄積から得られた技術的

成果等が技術書に取り入れられ、③旧設計基準「頭首工」の改定以降に制定された建設省砂防基

準（昭和 60年 10月）などの他の関連技術基準との整合が図られている。 

 

（５）土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「頭首工」基準、基準の運用、基準及び運

用の解説、技術書の改定（平成 20年 3月） 

本基準では、「前回の改定後、頭首工の設計・施工において以下のような事項を考慮すること

が喫緊の課題となっていたため、本基準を改定することとした。」とされており、主要な改定内

容として、①「耐震設計の手引き」を踏まえた頭首工の設計における耐震設計の考え方、②環境

との調和に配慮、③関連技術基準類の改定に係る見直しとされている。 

 ①では、「耐震設計の手引き」を参考にしつつ、頭首工ごとに施設の需要度や要求される耐震

性能に応じて、適切な構造設計が行われるようにしており、改定のポイントは「頭首工の重要度

区分の内容を整理し、判断する上での参考指標を追加したこと」「頭首工の耐震性能の定義を示

したこと」「頭首工を構成する各施設における保持すべき耐震性能を示したこと」「頭首工の重

要度区分に応じた許容残留変位量を示したこと」の 4点とされた。 

 ②では、土地改良法の一部改正に伴う「環境との調和への配慮」、平成 15年度に農林水産省で

取りまとめた「水とみどりの『美の里』プラン 21」及び平成 16 年度に制定された「景観法」の

「景観への配慮」の原則を踏まえ、環境との調和に配慮する旨を明記している。また、魚道にお

いては、各種魚道の効果が魚道の造成や管理において反映されない現状を踏まえ、必要に応じて

評価施設の設置を検討することや評価施設に関する事例を紹介している。 

 ③では、特に「道路橋示方書・同解説「共通編」、「下部構造編」、「耐震設計編」」及び「河

川砂防技術基準（案）・同解説」とも協議上支障が出ないよう配慮した改定が行われた。 

 

 

１．１．２ 耐震設計の変遷 

 

（１）土地改良事業設計指針「耐震設計」制定（昭和 57年） 

昭和 53年 6月の「大規模地震対策特別措置法」の制定により、地域防災対策強化地域の指定、

地震観測体制の強化等の地震防災体制の整備が進められ、また、地震予知、構造物の耐震設計及

び都市の耐震的改造等について研究や対策が進めれれている状況下にあって、土地改良施設は高

度化、大型化してきており、また、農村地域の混住化の進展に伴う定住条件の整備等により、社
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会経済的な重要度が増大してきていることから、土地改良施設のより合理的な耐震設計手法の確

立をめざし、実用に供されている各種の耐震設計手法を調査、検討し、諸施設に関する耐震設計

の基本的な考え方が取りまとめられた。 

 

（２）土地改良施設耐震設計の手引きの改定（平成 16年 3月） 

土地改良事業設計指針「耐震設計」（昭和 57 年）をもとに、平成 7 年 1 月 17 日の兵庫県南部

地震による被災の教訓を踏まえた「平成 7年兵庫県南部地震 農地・農業用施設に係わる技術検討

報告書」の提言なども取り入れて、土地改良施設における耐震設計についての考え方を検討し、

取りまとめられた。 

なお、取りまとめは、以下に示す考え方で行われている。 

ａ．従来の地震動レベルの中地震動をレベル 1 地震動、さらに起こるかもしれない大地震動

をレベル 2地震動とする。 

ｂ．施設の重要度に応じて地震動レベルを区分する。 

ｃ．地震動レベルに対し、目標とする耐震性能を定める。レベル１地震動は「健全性を損な

わない」を目標とし、レベル 2 地震動は「致命的な損傷を防止する」を目標とすること

を基本とする。 

ｄ．施設の重要度区分に応じた地震動レベルと、目標とする耐震性能により耐震設計を行う。

つまり、重要度区分が AA種の場合、レベル 2地震動の目標とする耐震性能は「限定され

た損傷にとどめる」とする。擁壁、開水路については、レベル 2 地震動の目標とする耐

震性能は「健全性を損なわない」とする。 

ｅ．レベル 2 地震動を考慮する場合は、レベル 1 地震動、レベル 2 地震動の 2 段階について

検討を行う。 

また、耐震設計法については、従来の中規模地震動であるレベル 1 地震動に対する耐震設計法

に加え、今回の改定では大規模地震動であるレベル 2地震動に対して塑性域の変形性能（ねばり）

を考慮することから、弾性域から塑性域までを取り扱うことができる地震時保有水平耐力法及び

限界状態設計法(地震力の評価は両方ともエネルギー一定則を適用)を新たに追加し、また必用に

応じ動的解析を検討することとしたとされている。 

 

 

１．１．３ 河川法の変遷 

 

（１）河川法（旧河川法）の制定（明治 29年 4月） 

我が国では、明治 29年（1896年）4月に河川法が制定された。この法律はそれまでの主とし

て慣行を基礎として行われてきた水利秩序の運用等に変わって、初めて近代的な河川管理、河

川工事等の考え方が導入されたものである。この法律は主として治水の観点から河川管理を行

うことを目的としていたことが特徴であり、水利権の内容といった利水関係の条文はあまり整

備されていなかった。 

 

（２）河川法（新河川法）の改正（昭和 39年） 

旧河川法は、制定以降の経済社会の発展に伴う利水関係の調整の複雑化、河川管理の広域化
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等により、これまでの河川法では対応できない面が多くなり、昭和 39 年（1964 年）に全面的

に改正された。この改正では、治水・利水の体系的な制度の整備が図られ、従来の単一河川ご

との管理ではなく、水系の総合的・統一的な管理を行うため、河川の重要度に応じた河川区分

を行うとともに、各河川区分における河川管理者を定め、水系一貫管理のため河川管理者に「工

事実施基本計画」の策定が義務付けられた。 

 

（３）河川法（改正河川法）の改正（平成 9年） 

新河川法以降も河川制度をとりまく環境は大きく変化し、渇水の常態化等による利水者間の

水利調整が重要となるととともに、国民の環境に対する意識の高まり、河川の水環境の整備等

が重視されるようになってきたことなどから、河川法にも、治水・利水の役割を担うだけでな

く、環境を取り入れる必要性が生じてきた。このため、平成 9年（1997年）に新河川法の改正

が行われ、水系全体の治水、利水に加え、河川環境の整備と保全が位置付けられ、従来の「工

事実施基本計画」を「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に分け、地域と連携した河川整

備計画を行うこととされた。 

「河川整備基本方針」とは、河川管理者が長期的な観点から河川の総合的な保全と利用に関

する基本方針を定めるとともに、基本高水、計画高水流量、計画横断形に係る川幅等の河川整

備の基本的な事項を定めたものであり、河川審議会（平成 11年改正「河川審議会」→「社会資

本整備審議会」）の意見を反映させて定めるものである。 

一方、「河川整備計画」とは、河川管理者が河川整備基本方針に基づき今後 20 年から 30 年

後の河川整備の目標を明確にするため、河川整備の目標、並びに、河川工事や河川維持の目的

・種類・施行の場所等の河川整備の実施に関する事項について、関係地方公共団体の長、学識

経験者や関係住民の意見を反映させて定めるものである。例えば、治水については、河川改修

事業や治水施設の位置、区間、規模等の具体的な整備内容や予算、利水については、当面確保

すべき水量や整備すべき施設の具体的な整備計画等、環境については、保全や改善に向けた整

備や管理を定めている。 

 

 

１．１．４ 河川砂防技術基準の変遷 

 

（１）河川砂防技術基準制定以降（昭和 33年） 

  本基準は、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、雪崩及び海岸の各分野における技術上の蓄積

を整理し、体系を確立し、その時々における技術水準を明確にすることにより、将来にわたる

発展の基盤とすることを目的として、昭和 33年に調査、計画、設計・施工、維持管理の全 4編

の構成とし、同解説調査編、計画編の 2 編が制定された。その後、昭和 51 年、52 年と 2 年に

わたり、調査、計画の 2 編が改定され、昭和 60 年に設計編が制定された。昭和 61 年には調査

編が改定された。 

  平成 9 年には、平成 8 年度末をもって国際単位化への移行が実施されたこと、前回改定から

10 年余の歳月を経たため、安全、環境、技術革新といった観点から改定の必要が生じているこ

と等から、調査編、計画編、設計編について見直され、必要な事項について網羅的に改定され

た。 
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（２）河川砂防技術基準 計画編の改定（平成 16年 3月） 

  本改定では、河川法や海岸法の改正に伴う法定計画の変更への対応や、社会資本整備審議会

等において提示された「健全な水循環系の構築」や「総合的な土砂管理」等の新たな理念の導

入、環境の整備と保全や適切なモニタリングの実施等、近年特に重要性を指摘されている事項

についての記載が充実された。 

  また、本改定では、利用者が検索したい項目にすぐに到達できるよう、項目の掲載順序につ

いて抜本的な整理が行われ、従来一編構成であった計画編が基本計画編と施設配置計画編の二

編構成とされた。基本計画編では河川管理者等が自ら実施する事業等に関わる法定計画や計画

的な水・土砂等の管理に必要な基本理念等を中心に記述、施設配置等計画編では河道計画のほ

か各施設の配置に関する計画を中心に記述されるようになった。 

 

 

１．１．５ 鉄筋コンクリート構造設計諸元の変遷 

 

鉄筋コンクリートの構造設計においては、土木学会発行の「コンクリート標準示方書」がコン

クリート技術の進展に合わせて改定され、土地改良事業計画設計基準においても基本的に示方書

に準拠した形で設計基準が改定されている。表 1-1 は鉄筋コンクリート構造設計における基本的

条件についての技術基準の変遷を整理したものである。 

 

表 1-1 鉄筋コンクリートの設計基本諸元の変遷 

 

 

20 22 24 26 30 32 34 36 38 44 62 4 6 8 10 16 18

C31Ｃ標準示方書

鉄筋コンクリート水利施設の設計技術の変遷

項目　　　 年度 40 46 48 50 54 56 58

①鉄筋腐食を考慮したかぶりを確保

②せん断破壊強度を増強

③モーメント・軸力を考慮した部材算定

④部材節点で剛域を考慮した鉄筋定着長

　の確保

鉄筋のかぶり

許容応力度

設計技術の特徴

鉄筋のかぶり 鉄筋かぶり　標準5㎝
鉄筋径㎜    D13以下   D16～22   D25以上

鉄筋かぶり    5㎝       6㎝       7㎝

①鉄筋のかぶりが小さい

②せん断強度が大きめ

③モーメント中心の部材算定

④部材節点での鉄筋定着長の考慮

　なし

①鉄筋かぶりが小さい

②せん断強度が大きめ

③モーメント中心の部材算定

④部材節点での鉄筋定着長の

　考慮なし

σｓ=1200 : σc=40kgf/㎠

    スラブ 　　はり

τ=  9.0       7.0kgf/㎠

σｓ=1600 : σc=240kgf/㎠

      スラブ　 　はり

τ=    8.5       8.5kgf/㎠

2 1260

CH2

σc=240kgf/㎠

   スラブ　はり

τ= 9.0    4.5kgf/㎠

鉄筋かぶり(cm)  スラブ  はり  はしら

風雨なし　　　　 2.5    3.0    3.5

風雨あり重要構造 4.0    5.0    6.0

有害化学作用　   5.0    6.0    7.0

σc=240kgf/㎠

   スラブ　はり

τ= 9.0　　7.0kgf/㎠

鉄筋かぶり(cm)　  スラブ 　　はり　　はしら

風雨なし　　　　　　1.0      1.5      2.0

風雨あり重要構造    2.0      2.5      3.0

有害化学作用　      3.0      3.5      4.0

28

F28 F45

14

F13

C61

52

C49 C52 C55

許容応力度

42

C33 C42

土地改良計画

基準水路工

σc=240kgf/㎠

τ=4.5kgf/㎠
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１．２ 頭首工の施工方法の変遷 

 

１．２．１ 現場打設鉄筋コンクリートの施工技術の変遷 

 

昭和 6年（1931年）10月、我が国最初の「鉄筋コンクリート標準示方書」が制定された。示方

書制定以降は、技術・機械の変遷によって施工方法は変化を遂げているが、「所要の品質（強度、

耐久性、水密性等）を満足するワーカブルなコンクリートを製造し、材料分離を起こさずに密実

に締固め、しっかり養生する。」と言うコンクリート施工の基本的考え方は、今日まで変わって

はいない。 

昭和 30 年及び 40 年代はコンクリートの施工方法が大きく変化した時に当たる。特に配合にお

いて、仕様に示された方法でコンクリートを製造すれば、所要の品質を満足するコンクリートが

得られる内容に示方書が改訂の度に充実されていった。また、その後、品質管理方法も合わせて

規定され、工事量が増大する中で、施工方法を除いて一定水準のコンクリートが製造されていた。

一方、現場内の施工も多量のコンクリートを扱うことに応じて、大きく変化した。内部振動機、

コンクリートポンプの開発・普及である。しかし、現場技術者の知識不足からの機械の誤った使

用、施工性能を度外視した配合の不具合から品質の低下をまねいた時期（昭和 40年代）もあった。 

 

 

１．２．１．１ コンクリート配合 

 

（１）コンクリート標準示方書制定以前 

大正 3年（1914年）に国鉄の「鉄筋混凝土橋梁設計心得」が制定された。この規定は、諸外

国の諸規定を参考にして作成したものであるが、その後約 10年間は土木における鉄筋コンクリ

ートの設計施工の基準となった。コンクリートの配合は 1:2:4（セメント:砂:砂利）のような

容積比で表された。 

大正 10 年（1921 年）に公布された国鉄の「土木及び建築工事示方書」では、コンクリート

の配合を 1:2:4、1:3:6、1:4:8と定め、それぞれの使用箇所について規定している。 

コンクリートの単位水量は、所要の施工軟度（コンシステンシー）が得られるように工事現

場で定めていた。所要の施工軟度を得るに必要な単位水量は骨材の粒度その他によって相違し

てしまうので、同じ配合比でもコンクリート強度は異なることになる。すなわち、配合比を示

しても、厳密に言えばコンクリートの品質を規定したことにはならない。 

大正 8 年（1919 年）に Abrams 氏が水セメント比則を発表した。これによれば、配合の設計

は、まず所要の強度が得られるように水セメント比を定めることとなっている。 

 

（２）コンクリート標準示方書制定以降 

昭和 6年（1931 年）10月､我が国最初の「鉄筋コンクリート標準示方書」が制定された。 

コンクリートの配合及び水量については、「必要なる強度及作業に適するウォーカビリチー

を有し、粘性に富み鉄筋防錆の目的に適し耐水性を有する様定むべし。」と規定し、配合はセ

メント、細骨材、粗骨材の容積比を以って表わし、セメントの容積は重量 1,500kgを以って 1

ｍ3を標準とし、使用水量は使用セメントの重量百分率を以って示すものとした。セメントの最
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小使用量として「コンクリート 1ｍ3

 

につき、少なくとも 300kgのセメントを使用すべし。」と

規定している。「水―セメント重量比はコンクリートの所要圧縮強度に応じて試験の上之を定

むるものとす。」と規定してある。ただし、試験によらない場合の水―セメント重量比の標準

として表 1-2を示している。 

表 1-2 水―セメント重量比の標準 

材令 28日に於けるコンクリートの圧縮強度（kg/cm２ 175 ）  140 105 

使用水量の使用セメント量に対する重量比（%） 55 60 70 

 

作業に適するウォーカビリチーとは、｢相当の搗方に依りて、型枠の隅々及鉄筋の周囲に充分

行き亘る程度のウォーカビリチーを有するものたるべし。｣と規定し、試験方法としてスランプ

試験、フロー試験及び落下試験の 3つを標準方法として示してある。また、｢ウォーカビリチー

の調整は、細又は粗骨材使用量の増減に依りて行ふべし。｣と､今でいう細骨材率についても述

べている。 

 

１）昭和 15年（1940 年）改訂 鉄筋コンクリート標準示方書 

  配合は、セメント、細骨材、粗骨材の重量比又は容積比によって表すと規定した。水―セ

メント重量比は、コンクリートの所要圧縮強度に応じて試験によって定めるが、やむを得ず

試験によらない場合に対して、表 1-6に変えて、水セメント比と 28日圧縮強度との関係式を

提示した。最小セメント量について、従来の 300kg/m3のほかに、振動機を使用する場合又は

鉄筋防錆に支障がない場合等に 270kg/m3

ウォーカビリチーの用語の定義を「コンクリートの流動性に依る、施工容易の程度及び材

料の分離に抵抗する程度を決定する、コンクリートの性質を言う。」に改め、材料の分離を

少なくするための注意事項を述べている。 

まで減少できると示した。 

 

２）昭和 24年（1949 年）制定 コンクリート標準示方書 

｢コンクリートの配合は、所要の強度、耐久性、水密性及び作業に適するウォーカビリチー

をもつように、これを定めなければならない。｣と規定した。配合の設計に用いる水セメント

重量比は、「c/w - σ28 線において、設計に用いたコンクリートの圧縮強度の 1.15 倍の値

に相当する c/w の値の逆数とする。」とした。このほかに、コンクリートの耐久性、水密性

をもとに、水セメント重量比を定める場合の最大水セメント重量比を示している。 

ウォーカビリチーは、部材ごとに粗骨材の最大寸法及びスランプの標準値を示した。 

粗細骨材重量比 G/S=（1-s/a）/（s/a）（s/a は細骨材率）は、所要のウォーカビリチーが

得られる範囲内で、セメントペーストの量が最小になるように試験によってこれを定めると

した。また、配合の表し方は、従来はセメント、細骨材及び粗骨材の割合で表していたが、

コンクリートの性質に密接な関係のある水量を含ませないのは不合理であるので、これを加

えて配合表で示すこととした。 
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３）昭和 31 年（1956 年）改訂 コンクリート標準示方書 

所要のワーカビリティー（ウォーカビリチーから改名）が得られる範囲で単位水量を少な

くすることを主眼として定めるよう規定した。強度を元として、水セメント比を定める場合、

現場におけるコンクリートの変動係数及び構造物の重要度を考慮して定めるよう規定した。 

 

（３）平成 14年（2002年）コンクリート標準示方書「施工編」制定以降 

コンクリートの耐久性能は、設計、材料、施工のすべての影響を受ける。特に、材料、施工

の影響は極めて大きい。耐震性能の要求水準の引き上げによる鋼材の増加や、環境問題や資源

の有効利用等は、コンクリートに求められる材料特性を大きく変化させ、コンクリート施工の

難易度を著しく増大させるとともに、初期欠陥が発生するリスクを高めている。コンクリート

構造物の耐久性の観点から【平成 14年制定】コンクリート標準示方書「施工編」は、性能照査

型の体系へ移行した。 

コンクリートの配合設計では、コンクリートが要求されている性能（以下の 11項目）を満足

することを確認すること（照査）が求められる。 

ア．強度               イ．中性化速度係数 

ウ．塩化物イオンに対する拡散係数   エ．相対動弾性係数 

オ．耐化学的侵食性          カ．耐アルカリ骨材反応性 

キ．透水係数             ク．耐火性 

ケ．断熱温度上昇特性         コ．乾燥収縮特性 

 サ．凝結特性 

一方、コンクリートは、施工条件、構造条件、環境条件に応じてその運搬、打込み、締固め、

脱型などの作業に適する施工性能を有することが求められる。コンクリートの施工性能とは、ワ

ーカビリティー、ポンパビリティー、凝結特性、施工時強度をいう。この施工性能を具体的に実

現する方法を提示したものとして「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針（案）」

（平成 19 年 3 月、土木学会コンクリートライブラリー126）がある。当該指針（案）では、コン

クリートの製造、現場までの運搬、荷卸し、現場内での運搬、打込み及び締固めまでの一連の作

業において、初期の不具合の発生を防止して、高品質で密実なコンクリートの充てんを達成する

ために必要なワーカビリティーについて記述されている。ここで、ワーカビリティーは、振動締

固めを加えた場合の流動性と材料分離抵抗性との相互作用によって得られる性能と定義してい

る。流動性の指標は、スランプとし、また、材料分離抵抗性の指標は、セメントや混和材などの

単位粉体量としている。部材（スラブ、壁、柱）、鋼材量、鋼材のあき等の構造条件と締固め作

業高さ等の施工条件毎に、単位セメント量（kg/ｍ３）を縦軸、打込みのスランプ（cm）を横軸と

した材料分離抵抗性、振動締固め性に関する照査図表が示めされている。打込みのスランプは構

造条件、施工条件に基づいて最小値が示されているので、打込みのスランプを条件に合わせて設

定することにより照査図表より単位セメント量の妥当性が照査できる。照査図の例を図 1-1 に示

す。
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１．２．１．２ 計量及び練混ぜ 

 

（１）計 量 

材料の計量については、昭和 6年（1931年）の鉄筋コンクリート標準示方書においてもセメ

ントは重量で計量することを規定している。しかし、骨材については、昭和 15 年（1940 年）

の鉄筋コンクリート標準示方書においても容積で計量してもよいと規定してある。特に細骨材

は、水分を含むと容積が膨らむので、計量の精度を向上させるためには、重量計量が望ましい

としている。昭和 24 年（1949 年）制定のコンクリート標準示方書では、材料の計量は重量に

よることとし、その許容誤差を規定した。 

 

（２）練混ぜ 

１）昭和 6年（1931 年）の鉄筋コンクリート標準示方書 

  練混ぜは、バッチ・ミキサを使用することとし、毎秒 1mの回転外周速度で 1分以上の練り混

ぜ時間を規定している。 

 

２）昭和 24年（1949 年）のコンクリート標準示方書 

昭和 6年（1931 年）の鉄筋コンクリート標準示方書と同様である。 

 

３）昭和 31年（1956年）以後のコンクリート標準示方書 

 

図 1-1 材料分離抵抗性，振動締固め性照査図 
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昭和 31年（1956 年）改訂では、「スランプ 10cm以下のコンクリートを要求されたときは、

必ず可傾式ミキサを用いなければならない。」と規定している。 

 

 

 

１．２．１．３ 運搬・打込み・締固め 

 

（１）昭和 6年（1931年）制定 鉄筋コンクリート標準示方書 

｢填充｣の章では、｢コンクリートは材料の分離又は損失を防ぎ得る方法により、速やかに運搬 

し直ちに填充すべし．――混合してより填充し 

終る迄の時間は温暖にして乾燥せる時に於て 1 

時間、低温にして湿潤なる時に於て 2時間を超 

過すべからず｣とあり、コンクリート材料の分離 

を最小にする運搬方法として、ベルトコンベア 

が最も良いと解説している。この時点において、 

コンクリートの施工設備はほとんど開発され 

ていなかったことから、運搬についてはシュート 

（樋卸し）、締固めについては突固め（搗固 

め）だけが規定されている。 

 

（２）昭和 15年（1940年）改訂 鉄筋コンクリート標準示方書 

土木学会コンクリート標準示方書においても振動締固め方法が示めされた。内部振動機につ

いては、昭和 36 年（1961 年）に JIS A 8610｢コンクリート用棒形振動機｣が定められ、電動機、

エアーモーターによる直結式、フレキシブル形式、内燃機関によるフレキシブル形式がある。

また、当該示方書の解説には、コンクリート材料の分離を最小にする運搬方法として、ベルト

コンベアに加えてコンクリートポンプ等が追記された。 

 

（３）昭和 24年（1949年）制定 コンクリート標準示方書 

｢コンクリート材料の分離を最小にする運搬方法としては、今日のところ、適当に設計された

バケット又はコンクリートポンプ等を用いるのが最もよいと考える。｣と解説している。 

昭和 42 年（1967 年）のコンクリート標準示方書の中にコンクリートポンプに関する施工標

準が示された。工事の省力化が社会的要請となるにつれて、コンクリートポンプ車は場内小運

搬の手段として必須のものとなり、昭和 60年（1985年）に土木学会で｢コンクリートのポンプ

施工指針（案）｣が制定された。 

 

（４）コンクリートのポンプ施工 

前述の指針は、平成 12 年（2000 年）１月に改訂されている。高流動コンクリート、高強度

コンクリートなど利用が拡大している新しいコンクリートや著しい高性能のポンプの出現への

対応とフレッシュコンクリートの変形性の評価方法について記述されている。性能照査型に移

行したコンクリート標準示方書では、コンクリートの施工性能としてポンパビリティーの照査

図 1-2 コンクリート搗（つき）固め蛸 
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を求めている。ポンプによる運搬を行う場合には、管内で閉塞を起こすことなく、計画された

圧送条件の下で所定の圧送量が確保でき、圧送前後でフレッシュコンクリートの品質が大きく

変化しないことが望ましい。ポンパビリティーのよいコンクリートとは、直管内を滑動する流

動性、曲げ管やテーパ管を通過する際の変形性、管内圧力の時間的位置的変動に対する分離抵

抗性の 3つの性能をバランスよく保持したものである。 

ポンパビリティーの照査は、一般の場合、水平管 1ｍ当りの管内圧力損失で設定する。非水

平管 1ｍ当りの管内圧力損失に水平換算距離を乗じた値がコンクリートポンプの最大理論吐出

圧力の 80%以下になるようにする。 

 

 

１．２．１．４ 養 生 

 

昭和 6 年（1931 年）の鉄筋コンクリート標準示方書は、｢コンクリートを打ち終わってから、

之を防護して、其硬化作用を充分に発揮せしめると同時に、コンクリート填充後直ちに乾燥等の

影響に依って生ずる亀裂及びコンクリートの硬化に際して生ずる収縮のために鉄筋コンクリート

部材に生ずる初応力等を出来る丈僅少ならしめんとする作業をコンクリートの養生と云うのであ

る。｣と養生の定義が規定されている。ここでは、｢コンクリートの露出面は莚、布、砂等を以て

之を覆い、之に撒水して少なくとも 7 日間常に湿潤状態を保たしむべし。堰板乾燥の虞ある時は

之にも撒水すべし。｣とある。 

標準示方書の変遷から見ると、昭和 15 年（1940 年）に早強セメントを使用する場合が追加さ

れた。その後、昭和 31 年（1956 年）のコンクリート標準示方書では、平均気温とセメントの種

類による養生期間の標準が示され、コンクリートの覆い材料を湛水又は湿砂、テント等と表現を

改めたほか、膜養生についても言及している。 

 

 

１．２．１．５ 鉄筋の組立、かぶりの確保 

 

（１）かぶりの値 

昭和 6 年（1931 年）の鉄筋コンクリート標準示方書は、｢鉄筋の保護として必要なコンクリ

ートの厚さ｣を記載している。鉄筋の周囲をコンクリートで充分包むことは､①鉄筋がコンクリ

ートに充分付着するため、②風雨及び湿気のために鉄筋の錆びるのを防ぐため、③火災に対し

て鉄筋を保護するため等に必要であるとし、コンクリート被厚は、【一般の場合】、版の下側

にて 1cm 以上、桁にありては 1.5cm 以上、柱にありては 2cm 以上、【寸法大にして重要なる構

造物若しくは風雨に曝さるるものは】、一般の場合より 1cm 増加し、版の下側にて 2cm 以上、

桁にありては 2.5cm以上、柱にありては 3cm以上と規定している。また、【煤煙、乾湿、鹽（塩）

分等の有害なる影響を受くる虞がある場合は】、一般の場合より 2cm 増加し、版の下側にて 3cm

以上、桁にありては 3.5cm以上、柱にありては 4cm以上、と規定している。 

昭和 15 年（1940 年）の改訂鉄筋コンクリート標準示方書は、｢被り｣を記載している。名称

の変更のみで被りの値は従来と同じである。 

昭和 24 年（1949 年）のコンクリート標準示方書は、設計編の一般構造細目にかぶりを規定
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している。かぶりの値について、「地中に直接打ち込まれる、フーチング及び重要な構造物の

かぶりは 7.5cm 以上、後埋めをして直接土に接する部分のかぶりは 5cm 以上、しなければなら

ない。」と追加されている。 

 上記のかぶりの値は、昭和 42 年（1967年）のコンクリート標準示方書でも踏襲されており、

昭和 50 年代後半（1980 年代前半）に発生した、塩害、アルカリ骨材反応、中性化（炭酸化）

問題が明るみになるまで、見直されなかった。 

 

（２）かぶりの確保 

昭和 6 年（1931 年）の鉄筋コンクリート標準示方書は、｢鉄筋とせき板との間隔はモルタル

塊、鉄座、つり金物等で正しく保たせなければならない。｣と規定されている。当該示方書の解

説では、「大きな桁その他では、はりの引張側にモルタル塊が残るのは面白くないし、また、

型わくの清掃及びコンクリートの行き渡りにも妨げとなるから、このような場合には、鉄筋を

版の型わくで支えた棒その他からつるのが適当である。」と注意を促している。鉄筋の組立に

必要なスペーサに関しては、昭和 42年（1967年）のコンクリート標準示方書まで変更はない。

その後、多種多様のスペーサが開発され、コンクリートに有害なものも使用されたこともあり、

平成 8年（1996年）のコンクリート標準示方書で、「型枠に接するスペーサはモルタル製ある

いはコンクリート製を使用することを原則とする。」と規定している。 

 

 

１．２．１．６ 型 枠 

 

型枠のせき板に関しては、昭和 31 年（1956 年）のコンクリート標準示方書では、材料として

木材を前提に｢木材せき板には死ぶしその他の欠点のない物を用い、そのコンクリート露出面に接

する表面は平らに仕上げ（かんな仕上げ）なければならない。但し、粗面でもよい場合はその必

要がない。｣とある。 

昭和 37 年（1962 年）頃より社会情勢の変化に伴い、型枠工事の合理化、経済性を図ろうとす

る気運が次第に高まり、合板の型枠としての利用が注目され、昭和 40年（1965年）末ごろには、

需要が著しく増大した。このことから、合板型枠工法の正しい普及を図るために、昭和 42年（1967

年）6月 30日に「コンクリート型わく用合板」の日本農林規格（JAS）が公布された。 

 

 

１．２．１．７ AEコンクリート（Air Entrained Concrete） 

 

AE コンクリートが大規模工事のコンクリートに使用されたのは、昭和 27 年（1952 年）の平岡

ダム（中部電力の重力ダム）のコンクリートが最初である。ワーカビリティーが良いので単位水

量を減ずることが可能となり、材料の分離も少なく、ひいては単位セメント量も少なくできる。

ダムコンクリートにおける AEコンクリートの利点がこのダムで実証されたことが契機となり、全

国のダム工事及び各種工事へ急速に普及した。 
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１．２．１．８ コンクリートの配合 

 

 コンクリート中の単位水量がある限度を超えると、水分の逸散に起因した過大な体積収縮を引

き起こす原因となるため、コンクリートにひび割れの発生の危険性を増加させる。良質な砂利・

砂を用いた場合には、スランプを制限しておけば、必然的に単位水量が抑えられるため、AE減水

剤等の混和剤を使用しなくても、概ね耐久的なコンクリートとなった。その後、骨材事情の悪化

に伴い、コンクリート中の単位水量が増加傾向となったものの、混和剤を適切に使用するなどに

より、単位水量を増加させることなく、所定のワーカビリティーを得ることが技術的には可能と

なった。 

しかし、圧縮強度を重視する反面、耐久性の指標となる水セメント比が増加することについて

は、コンクリートが耐久的であるとの常識があったため、特段重視されず、結果として耐久性に

乏しいコンクリートが現れることになった。このような点に鑑み、耐久性を確保するため、昭和

61 年（1986 年）に日本建築学会からJASS5 において、必要な単位水量の上限値（185kg/m3

単位水量の上限値が規定されていない時代の農業水利施設において、どのような単位水量のコン

クリートが使用されていたかを把握することが農業水利施設の劣化予測を行う上で重要であり、

これは建設当時の配合報告書等から確認することとなる。また、同時に単位セメント量も確認し

ておくことで水セメント比を把握することができ、これにより大まかな経年劣化予測が可能とな

る。 

）が示

された。 

 

 

１．２．１．９ スランプとコンクリートの施工性能 

 

ジャンカ、浮き、空洞といったコンクリート構造物に見られる変状は、構造物の早期劣化につ

ながる場合があり、適切な補修が必要である。このような変状が生じた原因として、一般に施工

不良と考えられることが多いが、建設当時の技術的水準が未成熟だったために生じてしまった場

合も少なくない。例えば、コンクリートの施工性能を定量的な指標として表すものとしてスラン

プがある。このスランプが小さすぎたために、充てん性が損なわれたケースも皆無ではないと考

えられる。 

土木学会コンクリート標準示方書では、スランプを表 1-3、表 1-4 のように規定している。例

えば、一般的な鉄筋コンクリート構造物に適用した場合、昭和 30年代までは、振動締固めをしな

い場合でスランプが 7.5～15cm であったが、昭和 40 年（1965 年）に入ると振動締固めが主流と

なり、数値的には 5～12.5cm と若干小さく規定されている。ちなみに、内部振動機のＪＩＳが制

定されたのは昭和 36 年（1961 年）のことである。このようなスランプの規定は、鉄筋を配置す

る際の最小間隔やかぶりなどの構造細目やコンクリート打設時に求められた施工速度等との相互

関係次第では、コンクリートの充てん性に影響を与えたものと考えられる。 
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表 1-3 土木学会コンクリート標準示方書におけるスランプ値の変遷（無筋コンクリート） 

 昭和 24年版 昭和 31年版 昭和 42年版 

締固め方法 振動締固めをしない。 振動締固めをする。 

スランプの規定 

かなりマッシブなコンクリ

ート＊

厚い版 2.5～7.5cm 

 2.5～15cm 

かなりマッシブなコンクリー

ト＊

厚い版 最大値 5cm 

 最大値 7.5cm 

かなりマッシブなコンクリー

ト＊

厚い版 最大値 5cm 

 最大値 8cm 

備   考 
振動締固めをする場合は上

値より小さくする。 

  

＊例えば、厚い壁、基礎、大きいアーチ等 

 

表 1-4 土木学会コンクリート標準示方書におけるスランプ値の変遷（鉄筋コンクリート） 

 昭和 24年版 昭和 31年版 昭和 42年版 

締固め方法 振動締固めをしない。 振動締固めをする。 

スランプの規定 
版、はり、壁、柱 

7.5～10cm 

版、はり、壁、柱 

7.5～15cm 

一般の場合 

5～12.5cm 

断面の大きい場合 

2.5～10cm 

備  考 振動締固めをする場合は上値より小さくする。  

 

 

 



参-15 
 

１．３ 各種規格等の変遷 

 

１．３．１ コンクリート材料 

 

コンクリート材料の品質は、農業水利施設の築造時期に応じてセメント・混和剤や骨材の品質

に何らかの違いが少なからず生じている。このような農業水利施設を将来にわたって継続的に利

用していくためには、築造時点における品質を理解した上で各施設の劣化予測のもとで、適切な

時期に補修・補強を行い、施設に求められる所定の性能を発揮する構造物の状態を維持していく

ことが重要である。ここでは、コンクリート材料の歴史的な変遷を整理する。 

 

 

１．３．１．１ セメント 

 

一般的なセメントである普通ポルトランドセメントの JIS に着目・整理することで、大まかな

セメント品質の移り変わりを、表 1-5に示した。昭和 40年代頃までセメントの圧縮強さの増加、

さらにアルカリ骨材反応への関連性が強いセメント中の全アルカリの上限値が、昭和末期に規定

された。 

 

表 1-5 普通ポルトランドセメントの JIS の変遷 

 昭和 22年 

JES窯業 5101 

昭和 31年 

JIS R 5210 

昭和 39年 

JIS R 5210 

昭和 48年 

JIS R 5210 

昭和 61年 

JIS R 5210 

比表面積（cm2

圧縮強さ(kg/cm

/g）  
２

       ７日 

）3

日 

28日 

全アルカリ（%）  

－ 

35以上 

70以上 

150以上 

－ 

2300以上 

45以上 

90以上 

200以上 

－ 

2300以上 

55以上 

110以上 

220以上 

－ 

2500以上 

70以上 

150以上 

300以上 

－ 

2500以上 

70以上 

150以上 

300以上 

 

0.6以下（低アルカリ形）  

 

 

セメントの圧縮強さの増加については、少ないセメント量で所定の圧縮強度が得られるように

昭和 20年（1945年）から昭和 30 年（1955年）までの間、粉末度のみを大きくしようとした結果

から単位水量の増加、収縮量の増加などが問題となった。昭和 30年（1955年）以降、化学成分、

粉末度などを含めた総合的な検討が行われ、昭和 35 年（1960 年）以降には、均整の取れた品質

のセメントが製造されるようになった。このことは、昭和 25 年～平成 9 年（1950 年～1997 年）

におけるセメントの圧縮強さの規格値と実勢値を示した、図 1-3からも読み取ることができる。 
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一方、全アルカリについては、昭和 61 年（1986 年）の JIS 改訂時に初めて規定された。この

ため、それ以前に生産されたセメント中のアルカリ量については、セメント製造方法の変化に伴

って、昭和 40 年（1965 年）から昭和 50 年（1975 年）半ばにかけて、推定で 0.9%～1.1%と異常

に高い時期があるとされており、これは昭和 61 年（1986 年）の JIS で規定された 0.6%を超える

値である。 

以上のまとめとして、セメントに関する年表を、表 1-6 に示す。アルカリ骨材反応によるリス

クを別にすれば、昭和 35 年（1960 年）を境にして耐久性全般に関するリスクが低減したと考え

ることができる。 

 

表 1-6 セメントに関する年表 

 昭  和 

20    25    30    35    40    45    50    55    60 

セメント 

            ●JIS化 

     圧縮強さ増大                安定 

（耐久性のリスク含有）  

全アルカリ規制なし（アルカリ骨材反応のリスク含有）  

          ●バラ輸送比率 13% ●バラ輸送比率 54% 

 

 

１．３．１．２ 鉄 筋 

 

鉄筋についても、セメント同様に JIS の変遷を記載するものとし、表 1-7 に丸鋼、表 1-8 に異

形鉄筋の JIS の変遷を示す。 

丸鋼については、JIS改正に伴い、機械的性質の点で種類の異なる丸鋼が規格化された時期もあ

るが、種類ごとで見ると、引張強さ、降伏点は数値としてほとんど変化していない。異形鉄筋に

ついても、丸鋼と同様であるが、昭和 39年（1964年）のJIS改訂においては、降伏点が 35～50kgf/mm2

の高張力異形鉄筋（SD35 以上）が新たに規定されるなど異形鉄筋は高強度化の道をたどった。ま

た、異形鉄筋表面の突起については、JIS制定された昭和 27年（1952年）の時点で、図 1-4に示

図 1-6セメントの圧縮強さ規格値と実勢値  
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すような突起形状が、JISの中で明示され、かつフシ間隔の最大値、フシの高さ及びリブの幅の最

大値などが規定された。 

現在のような表面の突起を持つ異形鉄筋が使用できる環境に整ったのは、JIS が制定された昭

和 27年（1952年）頃からであると考えられる。 

以上のまとめとして鉄筋に関する年表を表 1-9 に示す。昭和 27 年（1952 年）以前、鉄筋には

丸鋼のみが使用されていたが、昭和 27 年（1952 年）に異形鉄筋が JIS 化されたことから、異形

鉄筋が次第に使用され始め、丸鋼の使用はそれに伴って減少していった。 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 JIS で示された鉄筋表面の突起     

 

表 1-7 丸鋼の JIS の変遷 

 昭和 24年 

JES金属 3101 

昭和 27年 

JIS G 3101 

昭和 39年 

JIS G 3112 

昭和 60年 

JIS G 3112 

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

（2種 SS4１）  

  

41～50 

（2種 SS4１）  

41～50 

23以上 

  

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

 

  

（3種 SS50）  

50～60 

28以上 

  

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

 

  

（4種 SS3９）  

39～53 

24以上 

（SR2４）  

39～53 

24以上 

（SR2４）  

39～53 

24以上 

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

 

  

（5種 SS4９）  

49～63 

30以上 

（SR30）  

49～63 

30以上 

（SR30）  

45～61 

30以上 

 

表 1-8 異形鉄筋の JISの変遷 

 昭和 27年 

JIS G 3110 

昭和 39年 

JIS G 3112 

昭和 50年 

JIS G 3112 

昭和 60年 

JIS G 3112 

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

（SSD3９）  

  

39～53 

24以上 

（SD2４）  

39～53 

24以上 

（SD2４）  

39～53 

24以上 

 

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

（SSD4９）  

  

49～63 

30以上 

（SD30）  

49～63 

30以上 

（SD30）  

49～63 

30以上 

（SD30A）  

45～61 

30以上 

（SD30B）  

45以上 

30～40 

種類 

引張強さ（kg/mm２）

降伏点（kg/mm

  
２）

 

  

（SD3５）  

50以上 

35以上 

（SD3５）  

50以上 

35以上 

（SD3５）  

50以上 

35～45 
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表 1-9 鉄筋に関する年表 

 昭  和 

20    25    30    35    40    45    50    55    60 

鉄  筋 

          

         ●丸鋼 JIS化 

●異形鉄筋 JIS化    ●高張力異形鉄筋 JIS化（SD35 以上）  

     

 

  丸鋼の使用           丸鋼の使用機会減少 

 

異形鉄筋の黎明期        高張力異形鉄筋へ移行 

 

 

 

１．３．１．３ コンクリート混和剤 

 

混和剤の利用は、凍結融解に対する抵抗性の向上やワーカビリティーの改善を目的とした AE剤

が始まりである。AE剤は、昭和 23年（1948年）にアメリカから導入され、昭和 31年（1956年）

には、土木学会 AE剤規格案としてその品質が規定された。さらに同年、土木学会コンクリート標

準示方書の寒中コンクリートの章で、ワーカビリティーを確保した上で単位水量を少なくする凍

害対策として、平均気温が 4℃以下の場合には AEコンクリートを用いるのがよいと明記された。 

一方、セメントの分散作用による強度増進効果を併せ持つ AE 減水剤については、AE 剤にわず

かに遅れて導入され、昭和 41 年（1966 年）に土木学会減水剤規格（案）として、その品質が規

定された。混和剤はコンクリート中の単位水量を増加させることなく、所定のワーカビリティー

を確保することを技術的に可能とした。これら混和剤はコンクリート用化学混和剤として昭和 52

年（1977年）に JIS 制定されている。 

以上のまとめとして、混和剤に関する年表を、表 1-10に示す。 

 

表 1-10 混和剤に関する年表 

 昭  和 

20    25    30    35    40    45    50    55    60 

混和剤 

                ●砕石 JIS化●河川砂利基本対策要綱（建設省）  

                     ●ﾎﾟﾝﾌﾟ施工開始     ●AE ｺﾝｸﾘｰﾄ標準 

                                   （生ｺﾝ JIS）  

    ●AE剤導入  ●土木学会 AE剤規格案化           ●JIS化 

      ●減水剤導入          ●土木学会減水剤規格案化 ●JIS化 
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１．３．１．４ 骨 材 

 

図 1-5に示すように、昭和 30年代後半から河川砂利の枯渇化が全国的な問題となり、これを受

けて昭和 41 年（1966 年）には、建設省から「河川砂利基本対策要綱」が通達された。河川砂利

の用途規制など様々な措置が取られることとなり、砕石への転換が次第に図られていくこととな

った。 

砕石を使用したコンクリートについては、強度面で河川砂利を使用したコンクリートと比較し

て同一水セメント比である場合に有利となる反面、骨材形状が悪いことなどから、フレッシュコ

ンクリートに所定のワーカビリティーを得るための単位水量、細骨材率が増加し、単位粗骨材量

が減少する傾向にあるなど、配合設計については留意すべきことがあった。 

このような中で、砕石にコンクリート用骨材としての確保すべき品質が求められることとなり、

昭和 36年（1961 年）には粒度や実積率等を規定した砕石についての JISが制定された。同様に、

砕石を使用したコンクリートについても、所定の品質を確保するための技術情報として、昭和 41

年（1966年）に建設省から砕石コンクリートの配合設計に関する通達等が出された。 

一方、山陸砂利・山陸砂については、泥土を含んでいるため、表 1-11、表 1-12 に示すように

土木学会コンクリート標準示方書及びレディーミクストコンクリートの JIS 付属書等によって品

質を規定している。 

以上のまとめとして、骨材に関する年表を表 1-13に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 骨材供給構造の推移 

出典 (社)日本砕石協会ホームページ「骨材需給の推移」より抜粋 
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表 1-11 土木学会鉄筋コンクリート標準示方書における細骨材の規定の変遷 

項  目 昭和 31年版 RC示方書 昭和 49年版 RC示方書 
昭和 53年生コン JIS 

付属書 

昭和 55年砕砂

JIS 

粘土塊量 1.0%以下 1.0%以下 1.0%以下 規格なし 

微粒分量 

（洗い試験で失われ

るもの）  

コンクリートの表面

がすりへり作用を受

ける場合 

3.0%以下

その他の場合 

＊1 

5.0%以下

コンクリートの表面

がすりへり作用を受

ける場合 

＊1 

3.0%以下

その他の場合 

＊1 

5.0%以下

コンクリートの表面

がすりへり作用を受

ける場合 

＊1 

3.0%以下 

その他の場合 

5.0%以下 

7%以下 

石炭・亜炭等で密度

1.95g/cm3 0.5%以下 の液体に

浮くもの 

コンクリートの外観

が重要な場合 

0.5%以下

その他の場合 

＊2 

1.0%以下

コンクリートの外観

が重要な場合 

＊2 

0.5%以下 

その他の場合 

1.0%以下 

規格なし 

有機不純物 標準色より薄いこと 標準色より薄いこと 標準色より薄いこと 規格なし 

対  象 特に規定しない 特に規定しない 

人工軽量骨材・砕砂・

高炉スラグ細骨材 

以外 

砕砂 

注）＊1 砕砂の場合で、洗い試験で失われるものが砕石粉であり、粘土、シルト等を含まないときは、最大値をおの

おの 5%及び 7%にしてもよい。 

＊2 高炉スラグから造った砕石には適用しない。 

 

表 1-12 土木学会鉄筋コンクリート標準示方書における粗骨材の規定の変遷 

項  目 昭和 31年版 RC示方書 昭和 34年砕石 JIS 昭和 49年版 RC示方書 
昭和 53年生コン

JIS付属書 

粘土塊量 0.25%以下 規定なし 0.25%以下 0.25%以下 

軟らかい石片 5.0%以下 規定なし 5.0%以下 5.0%以下 

微粒分量 

（洗い試験で失われ

るもの）  

1.0%以下 1.0%以下 ＊1 1.0%以下 1.0%以下 ＊1 

石炭・亜炭等で密度

1.95g/cm3 1.0%以下 の液体に

浮くもの 

規定なし 

コンクリートの外観

が重要な場合 

0.5%以下

その他の場合 

＊2 

1.0%以下

コンクリートの

外観が重要な場

合 

＊2 

0.5%以下 

その他の場合 

1.0%以下 

対  象 特に規定しない 砕石 特に規定しない 特に規定しない 

注）＊1 砕石の場合で、洗い試験で失われるものが砕石粉であるときは、最大値を 1.5%にしてもよい。 

＊2 高炉スラグから造った砕石には適用しない。 

 

表 1-13 骨材に関する年表 

 昭  和 

20    25    30    35    40    45    50    55   60 

骨  材 

                     ●河川砂利基本対策要綱（建設省）  

                     ●砕石コンクリートの配合設計方法（建設省）  

                 ●砕石 JIS化       生ｺﾝ JIS 骨材規定 
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１．３．１．５ レディーミクストコンクリート 

 

レディーミクストコンクリートは、昭和 24年（1949年）に初めて出荷され、昭和 28年（1953

年）には JIS が制定された。 

レディーミクストコンクリートの一般化に伴い、昭和 40 年（1965 年）に通産省はレディーミ

クストコンクリートの品質確保策として、工場に JIS表示許可制度を導入した。 

その後、全国生コンクリート工業組合連合会では、購入者からの信頼を高めることを目的に、

平成 7年（1995年）に産官学からなる全国生コンクリート品質監査会議及び各都道府県に生コン

クリート品質監査会議を発足し、業界全体としての全国統一品質管理監査制度を作り、品質管理

の透明性及び公正性の確保など、品質保証体制の確立を図ってきた。また、平成 9年（1997年）

からは、全国共通の｢レディーミクストコンクリート全国統一品質管理監査基準｣、｢レディーミク

スト全国統一品質管理監査チェックリスト｣に基づいて、レディーミクストコンクリート工場への

立入り監査が行われるなど、生コンの品質を確保できる体制が整えられてきた。 

以上のまとめとして、レディーミックストコンクリートに関する年表を表 1-14に示す。 

 

表 1-14 レディーミックストコンクリートに関する年表 

 昭  和 

20    25    30    35    40    45    50    55    60 

レディミ

クストコ

ンクリー

ト 

        ●生ｺﾝ JIS化      ●JIS表示許可制度導入●欠陥生コン問題 

                     ●全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ事業者団体連合会発足 

                

             

現場練り      工場新設ﾗｯｼｭ     ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ一般化 

 

 

 

 

１．３．１．６ コンクリート材料のまとめ 

 

コンクリート材料は、時代によってその品質が異なる部分があるが、なかでもコンクリート構

造物の耐久性に重大な影響を与えるものとして、特に骨材品質の低下を考えておく必要がある。

昭和 40年代以降、コンクリート用骨材が良質な川砂利から陸砂利・山砂利・砕石等へ移行してい

くなかで、粒径・粒度・実積率等における品質低下が生じ、結果的にコンクリート中の単位水量

を増加させることとなった。一般に単位水量の増加はコンクリートの乾燥収縮ひずみを増大させ

るため、ひび割れが発生し易く、また、ブリーディングを増加させるため、初期欠陥を生じ易い

など、これらの複合的な作用によるコンクリート構造物の耐久性の低下が懸念されるところであ

る。 

農業水利施設に発生するひび割れの要因としては、中性化やアルカリ骨材反応によるもの、塩

害・凍害・化学的浸食などに加え、骨材の品質低下により増大した単位水量や施工不良などが考

えられる。 
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コンクリート中の単位水量については、骨材粒度のばらつき等による配合修正、表面水率の誤

差、コンクリートポンプ車への加水等により、示方配合上の記載値等と異なる可能性も否定でき

ないため、十分注意することが必要であり、今後､著しい変状が生じている農業水利施設が確認さ

れた場合には、必要に応じて個別に配合推定を行うなど、劣化予測の精度を高めておくことが望

ましい。 

 

 

１．３．２ コンクリートに関する JIS規格の変遷 

 

1953 年 11 月 7 日に制定された後、2000 年に至るまでの変遷について、改正の背景及び主な

改正事項等を以下に示す。 

 

（a）1953年 制定 

   レディーミクストコンクリートの日本工業規格は、1953年 11月に、ASTM規格（ASTM C94-48

：Standard Specification for Ready Mixed Concrete）を基に制定された。 

（1）使用できるセメントとして、ボルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメントを規

定。フライアツシュセメントは含まれていなかった。 

（2）骨材は、購入者の指示するコンクリートの一般標準仕様書によるものとし、（社）日本建

築学会「標準仕様書」、（社）土木学会「標準示方書」、その他仕様書によることとした

（この規定が 1978年の改定まで継続）。 

（3）コンクリートの品質は、購入者が次の 2つの基準のうちのいずれか 1つを選んで指定する

こととした（1968年に改定）。 

     ① 基準第 1：購入者がコンクリートの配合設計に責任をもつとき 

    ② 基準第 2：生産者がコンクリートの配合設計に責任をもつとき 

（4）検査は、コンクリートの配合設計に対する責任の持ちかたで異なる（1968年に改定）。 

    ① 基準第 1：スランプ、空気量、コンクリート容積（圧縮強度はなし） 

      ② 基準第 2：スランプ、圧縮強度 

 

（b）1968年 改正 

（1）使用できるセメントとして、現行と同様にボルトランドセメント、高炉セメント、シリカ

セメント、フライアツシュセメントを規定。 

（2）コンクリートの種別を、A種及び B種に区分（1978年に改正）。 

    ① A種：設計基準強度又は指定強度とスランプの組合せのコンクリート（購入者が表の

中から選んで指定する） 

    ② B 種：A 種以外のもので設計基準強度、スランプ及び租骨材の最大寸法について購入

者が指定。 

（3）コンクリートの品質検査項目を、強度、スランプ、空気量に設定。 

（4）製造上の管理項目を明確化。 
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（c）1975年 改正 

    国際単位系（SI）の導入併記及び規格票の様式を変更。 

 

（d）1978年 改正 

（1）骨材に関する附属書を設けて、土木用と建築用に区分して規定。 

（2）コンクリートの種類を、標準品及び特注品の 2種類に区分。 

（3）強度とスランプの組合せを実績調査に基づき限定。 

（4）設計基準強度に基づく強度区分を、呼び強度に基づく強度区分等に改正。 

 

（e）1985年 改正 

（1）骨材の中に、コンクリート用砕砂とコンクリート用高炉スラグ細骨材を追加。 

（2）混和材料として、コンクリート用膨張材、コンクリート用化学混和剤及び鉄筋コンクリー

ト用防錆剤を規定化。 

（3）舗装用コンクリートの種類に、スランプ 6.5cmのものを追加。 

（4）骨材を混合使用する場合の取扱いについて規定化。 

 

（f）1986年 改正 

   アルカリ骨材反応の問題などコンクリートの耐久性向上を目的とし、建設省や（社）日本コ

ンクリート工学協会などの調査研究の成果に基づいて改正。 

（1）塩化物量の規定化：荷卸し地点で満足しなければならない品質として、新たにまだ固まら

ないコンクリート中の塩化物量の限度を規定。 

（2）塩化物量の検査方法の規定化：塩化物量の検査方法を規定するとともに、検査のための試

験方法として、「まだ固まらないコンクリート中の水の塩素イオン濃度試験方法」及び簡

便法としての塩化物含有量測定器による方法を規定。 

（3）アルカリ骨材反応に関する骨材の規定化：アルカリシリカ反応性試験方法として、化学法

及びモルタルバー法を規定し、それらの試験結果に基づく反応性の判定基準を規定。また、

「レディミクストコンクリートンクリート用骨材」で、アルカリシリカ反応性試験の結果

によって、無害と判定されるものであることを規定。 

（4）アルカリ骨材反応抑制方法の規定化：骨材試験有効利用のため、アルカリ骨材反応に関し

て無害と判定されない骨材を使用する条件として、アルカリ骨材反応抑制対策の方法を規

定。 

 

（g）1989年 改正 

    下記の改正を実施。 

（1）骨材をアルカリシリカ反応性の有無によって、種類 A（無害）と種類 B（無害でないもの）

に種類分けし、反応抑制対策を施すことによって種類 Bの骨材の取扱いを種類 Aと同等の

ものと規定。 

（2）水についての品質規定を附属書（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水）と

して新たに設定。 

（3）呼び強度とスランプの組合せ、購入者と生産者との協議・指定事項について見直しを実施。 
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（4）流動化コンクリートのベースコンクリートについて関連項目の追加を実施。 

（5）強度試験用供試体の寸法について見直しを実施。 

（6）アルカリ骨材反応試験、同対策関連項目について見直しを実施。 

 

（h）1993年 改正 

    従来単位及び数値を SI単位及び数値に切り替える必要があること、1990年 3月 1日付けで

改正となった規格票の様式を改める必要があることを踏まえ、さらに規格内容全般について見

直しを実施。 

（1）規格名称を「レディーミクストコンクリート」に改正。 

（2）強度の単位及び数値を、1995年 4月 1日から SI単位及び数値に切り替え。 

（3）レディーミクストコンクリートの区分（標準品及び特注品の区分）を廃止。 

（4）すべての種類のコンクリートについて呼び強度 150を廃止するなど、呼び強度とスランプ

の組合せについて見直しを実施。 

（5）購入者が指定できる事項として「単位水量の上限値」を新しく設定。 

（6）寒冷地におけるコンクリートの空気量についての規定を削除。 

（7）普通コンクリート及び舗装コンクリートにおける空気量の基準値 4．0％を 4．5％に改正

（軽量コンクリートの空気量は変更なし）。 

（8）普通コンクリート及び舗装コンクリートにおける空気量の許容差±1％を±1．5％に改め

た（軽量コンクリートの空気量の許容差は従来どおり±1．5％）。 

 

（i）1996年 改正 

（1）呼び強度 22.5、25.5、35 を廃止し、33 及び 36 を新設するなど、コンクリートの種類を

改正。 

（2）コンクリートの強度試験用供試体について、規定した品質を有する軽量型枠の使用を許可。 

（3）高性能 AE減水剤の使用を許可。 

 

（j）1998年 改正 

レディーミクストコンクリート関連 JISとの整合性を図る等の改正を実施。 

（1）セメントの種類に低熱ポルトランドセメント及び同（低アルカリ型）を追加。 

（2）資源の有効利用を目的に、「鋼スラグ骨材」及び「コンクリート用高炉スラグ微粉末」を

使用材料として規定。 
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２．頭首工の主要な劣化と特徴 

 

２．１ 頭首工の性能低下要因と変状の現象 

 

頭首工の性能低下は、施設の内部要因、外部要因、その他の要因に影響されて進行し、一般的に、

図 2-1に示すような性能低下の原因と変状の現象・状態との関係をもつ。また、一般的な頭首工の変

状の特徴を表 2-1に示す。 
頭首工の変状の要因は、立地条件、設計条件、河川流況、頭首工の形式、構成要素ごとに異なる。

複合施設においては、ある変状が他の構成要素に影響を及ぼすものがあることから、変状の要因の推

定にあたっては、構成要素間の関連性に留意するとともに、変状の多くが複数の原因に起因している

ことに注意を払う必要がある。 

また、頭首工は「コンクリート施設」と「施設機械設備」などの異なる機能を有する施設・設備か

ら構成される「複合施設」であり、これらの構成要素が有機的に結合して施設全体の機能を発揮して

いる。このため、頭首工の性能管理や機能診断評価は、頭首工を構成する施設・設備を個別に評価す

るとともに、施設・設備の関連性から頭首工全体への影響について考慮する必要がある。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 一般的な頭首工（コンクリート施設）の性能低下とその原因 

 

ひび割れ 剥落

付着力低下

鉄筋の腐食

乾燥収縮

温度応力

凍結融解

摩耗

パイピング

アルカリ骨材反応 鉄筋断面損傷

洗掘 変形

傾き

不同沈下

耐久性の低下

安定性の低下

変状の現象・状態変状の要因 性能の低下

砂礫を含む

流水・転石



 

参-26 

 

表 2-1 鉄筋コンクリートの変状の特徴（初期欠陥） 

変状の種類 変状の原因、内容 影響 

ジャンカ（豆板） コンクリート打設時、材料の分離、締め固め

不足、型枠下端からのセメントペーストの漏

れなどにより粗骨材が多く集まって不良部分

が生じるもの。 

空隙が多くなり、水密性やコンクリート

の中性化抑制効果が低下する。 

中性化や塩害などを誘発しやすい。 

コールドジョイント コンクリートの打ち重ね部分が一体化せず、

不連続面が生じる。 

 

コールドジョイント発生部位は一般に強

度が低下している。 

水密性の低下により中性化、塩害、化

学的腐食を誘発することがある。 

内部欠陥（空洞等） コンクリートとモルタル、タイル貼りの界面、あ

るいはコンクリートと岩盤の界面に生じる空洞

や、躯体内部に生じる空洞など様々な形態

がある。原因も、施工不良や地盤の変形な

ど、様々である。 

コンクリート本体に空洞が生じている場

合は耐力の低下や中性化、塩害など

他の劣化要因を誘発することがある。 

 

 

砂スジ ブリージング水の多いコンクリートの打ち足し

やコンクリートの過度の締め固めにより、コン

クリート中の水分が分離して表面に流れ出

し、表面に細骨材が縞状に露出した状態 

 

 

表面気泡 傾斜型枠面などに余剰水や空気泡が溜ま

り、コンクリート面があばた状になる状態。 

表層部にブリージング水が残りやすい

ため、水セメント比が大きくなり、かつ水

密性も低いため、強度や中性化抑制効

果が低下しやすい。 

 

 

 

 

ひ 

 

び 

 

割 

 

れ 

乾燥収縮ひび割れ コンクリートが乾燥する際に体積減少（収縮）

を起こし、ひび割れが発生。 

乾燥収縮ひび割れなど、施工に由来

する初期欠陥そのものがコンクリートの

品質に悪影響を及ぼすことは少ない

が、ひび割れ面から水や空気の侵入に

よる鋼材腐食を防止するために、早期

の補修が望ましい。 温  度 

ひび割れ 

 

（熱膨張ひ

び割れ） 

硬化熱 

（自己収縮） 

水和反応熱により内部温度が上昇してコンク

リートが膨張し、温度低下によりひび割れを

生じる。水セメント比が小さいコンクリートや

躯体が厚い部材ほど熱の発散効率が悪く、

大きな貫通ひび割れを起こす。 

 

太陽熱 完成後、直射日光を長時間受け続けると、壁

面温度が高くなり、コンクリートが膨張しひび

割れを生じる。 

沈下ひび割れ ブリージングにともなってコンクリートが沈下

するが、鉄筋付近はコンクリートが拘束される

ので、周囲との沈下量の差でひび割れが生

じる。 
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表 2-2 鉄筋コンクリートの変状の特徴（材料劣化） 

変状の種類 変状の原因、内容 影響 

 

 

 

 

 

 

ひ 

 

び 

 

割 

 

れ 

 

鉄筋腐食先行型 中性化 水セメント比が過大な場合や鉄

筋かぶりが少ない場合に、コンク

リートによる中性化抑制効果が

低下し、鉄筋腐食を起し、ひび

割れに至る。一般に塩害を伴っ

て品質の低下を起す。 

1978 年に鉄筋被りとひび割れに

関する設計強度が規定された。 

アルカリ性のコンクリートがｐＨ９以下

に下がった状態であるが、中性化に

よってコンクリートが強度を失うことは

ないので無筋コンクリートでは実害は

少ない。 

中性化によりOH-が減少し、Cl-（塩

素イオン）が不動態被膜（新しい鉄筋

の表面についている青黒い被膜）を

破壊し、鉄筋の錆が発生し、鉄筋断

面不足、コンクリート断面不足により

耐力が｢低下する。 

塩害 塩分を含む材料の使用や海水、

融雪材などの塩分飛来により鉄

筋腐食を起し、ひび割れを発生

さす。多くの場合中性化と複合し

て発生する。 

1986 年塩分総量規制施行により

材料に由来する塩害は減少した

が、海岸付近や融雪材使用地域

では塩害が見られる。 

コンクリート中の鉄筋が、Cl-

ただし、コンクリートが強アルカリを保

っている場合は、Cl

(塩素イ

オン)が原因となって錆びる、または

錆びて体積膨張をおこした結果、コ

ンクリートを押し割ってひび割れを生

じる。 

-が多く含まれて

も鉄筋の錆は生じるとは限らない。 

ひび割れ先行型 アルカリ骨材反

応 

コンクリートに含まれている骨材

（粗骨材・細骨材）とセメント中に

含まれているアルカリ金属イオン

とが反応し、そこに水が入って膨

張する現象。 

ある種（輝石安山岩系など）の反

応性骨材が混入している場合に

起こる。 

 

西日本で多く見受けられるが、近年

では反応性骨材が規制対象となって

いるために、新築構造物（1986 年以

降）に関してはあまり問題となってい

ない。 

凍結融解 コンクリート中の空隙に含まれる

水分が夜間に凍結して膨張圧を

生じ、この凍結が日中の日射で

融解する作用を繰り返して劣化

する現象。この凍結融解作用に

よる内部応力により、コンクリート

表面からポップアウト、スケーリン

グ、ひび割れなどの劣化が進行

する。 

寒冷地における凍結作用と融解作

用が繰り返される条件下で発生す

る。乾燥した部位では生じず、湿潤

な凸部では顕著な変状が生じる場合

がある。 

疲労 繰り返し荷重によって部材が疲

労し、ひび割れ、剥離、崩落にい

たる現象。 

橋梁や建築の床版などのように、

たわみを許容して設計された構

造物に多くみられる。 

構造ひび割れと同様に、構造的弱

点部分にひび割れが多数発生する

ため、耐力が低下する。 

化学的腐食 セメント分が化学反応を起こして

劣化するもので、一般には特殊

条件に置かれているコンクリート

に起こる。 

河川に化学工場や食品加工場の廃

液などが流入するなど、特殊な条件

の場合にのみ問題となる。 

浮き・剥落 中性化・塩害・凍害などを原因としてコンクリート表面

の付着力が低下し、表面から次第にコンクリートが剥

げ落ちていく。 

断面の不足、鉄筋被り不足などによ

る構造物の耐力性低下、コンクリート

塊の落下被害などが生じる。 
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表 2-3 鉄筋コンクリートの変状の特徴（材料劣化） 

変状の種類 変状の原因、内容 影響 

錆汁 中性化による錆 

 

コンクリートの中性化により鉄筋の

不動態被膜が破壊し、鉄筋の錆が

発生する。 

錆の成分はＦｅ３Ｏ４

中性化残りが 10ｍｍ（塩害を伴う場合

は 15ｍｍ）以下になると鉄筋腐食が急

激に進展する。中性化のみで発錆する

ことは稀で、多くは塩害など他の要因と

複合している場合が多い。 

、無定形オキシ

水酸化鉄などで、一般に黒色の錆

汁が発生する。 

塩害による錆 

 

コンクリート中の鉄筋が、Cl-

錆の成分はＦｅ

(塩素イ

オン)が原因となって錆びる。 

３Ｏ４

中性化を伴っている場合は、β-Ｆｅ

ＯＯＨで、淡褐色の錆汁が発生す

る。 

、α-ＦｅＯＯＨ、

無定形オキシ水酸化鉄などで、黒

色や赤褐色、黄色などの錆汁が発

生する。 

塩害を主とする場合、ひび割れが発生

していない場合でも鉄筋の腐食が内部

で進行しており、ひび割れと錆汁が同

時に発生している場合、劣化はかなり

進行していると考えられる。 

剥離、ひび割れに

よる錆 

 

 

錆の成分はγ-ＦｅＯＯＨ、α-ＦｅＯ

ＯＨで、黒～赤褐色の錆汁が発生

する。塩害を伴っている場合は、β

-ＦｅＯＯＨで、淡褐色の錆汁が発

生する。エフロレッセンスを併発し

ていることがある。 

ひび割れ部分などから水が浸透し、鉄

筋腐食を起すもので、一般にひび割れ

幅が 0.2ｍｍ以上の場合に可能性が高

い。 

骨材の錆 鉄鉱石などが骨材に含まれている

場合、錆汁が発生することがある。 

 

 

骨材のみの錆だけなら問題は少ない

が、中性化や塩害を原因としている可

能性があり、鉄筋の腐食も同時進行し

ている、あるいは進行する可能性があ

る。 

周辺鋼材の腐食 コンクリート表面に設置される、鋲

や手摺などの鋼材腐食による錆

汁。 

部材内部の鋼材による錆汁と区別

する必要がある。 

美観を損ねるが、鉄筋コンクリート部材

そのものへの影響は少ない。 

エフロレッセンス 混練水等のコンクリート中の水分がコンクリート表面で

蒸発し、可溶成分（カルシウム）が乾燥して生成され、一

般に白い析出物が付着する。 

エフロレッセンス自体がコンクリートの品

質に悪影響を及ぼすことはないが、エ

フロレッセンスの発生は水の移動に関

係しているため、ひび割れや内部欠陥

など、他の劣化が発生している可能性

があるので注意を要す。 

変色 コンクリートの変色には、塩害、中性化、凍害等の劣化

要因の作用で変色を起す場合、セメントの水和物の変

質による場合などがある。 

セメントの水和物による変色だけでコン

クリートの耐力が低下することは稀であ

り、殆どの場合は、変色を起した元来の

要因（塩害、中性化、凍害等）により劣

化する。 

摩耗（すりへり） 

・風化 

摩耗 河川流水によってセメント質の部分

が摩擦により削り取られ、骨材を支

えきれなくなり、やがて骨材がはず

れるパターンの磨耗と、衝撃が加わ

ることによって割れて消失するという

磨耗がある。 

鉄筋被りの減少や断面不足により全体

的に強度が低下する可能性が高い。 

また、被り不足により中性化や鉄筋腐

食を進展させる可能性がある。 

風化 工場煤煙や硬度の高い水質によっ

て、セメント成分が溶出して風化す

る。 

コンクリートが粗化し、強度が低下す

る。 
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表 2-4 鉄筋コンクリートの変状の特徴（構造劣化） 

変状の種類 変状の原因、内容 影響 

構造的なひび割れ 

・曲げひび割れ 

・せん断ひび割れ 

設計荷重以上の荷重や偏荷重を受けること

により、曲げモーメントが卓越する箇所では

部材軸にほぼ直角に、せん断力が卓越する

箇所は斜め方向にひび割れが生じる。 

構造上弱点となっている可能性があり、耐力性

を検討のうえ、補修、補強などの対策を検討する

必要がある。 

たわみ 構造的欠陥や中性化・塩害・凍害・化学的

腐食・ＡＳＲ・疲労・磨耗など、様々な劣化要

因の作用により劣化進行が著しく進行する

と、部材のじん性や剛性が低下し、たわみ

が大きくなる。 

たわみが発生する構造物は、橋梁や梁・床

スラブのように構造上たわみを前提している

場合に多く見られる。 

たわみは、以下の条件を考慮し対策を検討する

のが望ましい。 

 

たわみ・スパン比 
劣化度 たわみ/スパン 

Ⅰ（なし） 1/300 未満 

Ⅱ（軽度） 1/200 未満 

Ⅲ（中度） 1/100 未満 

Ⅳ（重度） 1/100 以上 

 

ひび割れ 
劣化度 ひび割れ幅 総長さ 

Ⅰ（なし） 0.5mm 未満 6ｍ未満 

Ⅱ（軽度） 1.5mm 未満 15ｍ未満 

Ⅲ（中度） 3.0mm 未満 20ｍ未満 

Ⅳ（重度） 3.0mm 以上 20ｍ以上 

 
出典；「鉄筋コンクリート造建築物の耐久性向上技術」

（国土開発技術センター：技報堂出版 1986、P.75～

78） 

 

変形 外力により変形する場合と、コンクリートの性

質上（水和熱上昇による乾燥収縮・膨張、ク

リープ等）変形するものがある。 

外力による変形の場合、曲げひび割れやせん断

ひび割れを併発していることが多い。進行性の

場合は構造的に弱点となるため、早急の対策が

必要である。 

 

コンクリートの性質によるものは、多くの場合は非

進行性で劣化が進むことは少ないが、変形が大

きく、設計耐力性が確保されていない場合は早

急の対策が必要である。 

振動 構造物の劣化が構造物の剛性を低下させ、

その結果、固有振動が低下する性質があ

る。 

固有振動が低下すると振動による振幅が増

大し、たわみ量が増大して破損・破壊に至る

ことがある。 

 

水路橋、堰柱などに生じる。 

振動による構造物の耐力性は、必要に応じて詳

細調査による構造の安全照査段階で実施する。 

（表 2-1～2-4 出典：「コンクリート診断技術」（社）日本コンクリート工学協会を参考に整理） 
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２．２ 頭首工の外観変状写真 

 

表 2-5 頭首工の外観変状写真リスト 

工 種 番号 分 類 変状の現象・状態 変状の要因 

頭首工 

①  取水堰 固定堰頂部 欠損 初期欠陥 

②  管理施設 ゲート操作室壁面 ひび割れ 初期欠陥 

③  

取水堰 

本体側壁部 ひび割れ 吸出し 

④  エプロン下流端 不同沈下・破損 吸出し 

⑤  エプロン目地部 欠損 衝突・摩耗 

⑥  エプロン表層 摩耗・破損 衝突・摩耗 

⑦  エプロン表層 摩耗 出水時の洗掘 

⑧  護床工下流 流失 出水時の掃流 

⑨  取水口 取水口全体 摩耗・風化 経年劣化 

⑩  付帯施設 魚道流水部 摩耗 経年劣化 
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① 欠損   

堰体頂部の欠損 

 
 

変状の推定要因 初期欠陥 

工種・部位 頭首工 固定堰頂部 

 初期欠陥をもとに経年的な洪水などに

より堰体の欠損が進行している。 

 

 

 

 

 

② ひび割れ   

 
 
 

 
 
 

変状の推定要因 初期欠陥 

工種・部位 頭首工 操作室壁面 

操作室壁面のかぶり不足により中性化

や塩害などが原因となり、鉄筋腐食先行

型のひび割れが発生している。 
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③ ひび割れ    

 
 

 

変状の推定要因 吸出し 

工種・部位 頭首工 本体側壁部 

背面土砂の吸出しにより堰本体の側壁部

に変形が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 不同沈下・破損    

 
 

変状の推定要因 吸出し 

工種・部位 頭首工 エプロン下流端 

土砂の吸出しによりエプロン下部の空洞

が進行し、下流端が大規模に沈下・破損

した。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 目地部の欠損  

 

 

変状の推定要因 衝突・摩耗 

工種・部位 頭首工 エプロン目地部 

砂礫を含む流水・転石による摩耗・衝突

のため、エプロンの目地部が欠損した。 
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⑥ 摩耗・破損   

 
 

 

変状の推定要因 摩耗・衝突 

工種・部位 頭首工 エプロン表層 

流水により表面が全面的にえぐられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 摩耗   

 
 
 
 

変状の推定要因 出水時の洗掘 

工種・部位 頭首工 エプロン表層 

出水により表面が洗掘され摩耗してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 下流側護床工の流失    

  
 

 

 

変状の推定要因 出水時の掃流 

工種・部位 頭首工 護床工下流 

出水時の掃流により下流側護床工が流失

した。 
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⑨ 摩耗・風化   

 

 

変状の推定要因 経年劣化 

工種・部位 頭首工 取水口 

経年劣化によって取水口が全体的に風化

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 摩耗   

 
 
 

変状の推定要因 経年劣化 

工種・部位 頭首工 魚道流水部 

流水による衝突・摩耗のため、魚道の流

水部壁面が摩耗している。 
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