
別表１ 直接測定による出来形管理

【開水路補修工】
規格値

(参考)

下地処理 外観 表面に付着物が無く、
骨材表面が露出し劣化
物のないコンクリート
表面であること。

同左 施工延長概ね50ｍごとに１箇所の割合で処理面
を目視確認する。

延長(L) 　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所。

溝はつり幅
(B)

　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所。１箇所当たりの施工延長が10m以
上の場合は、施工延長概ね10mごとに１箇所の
割合。

溝はつり深
さ(H)

　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所。１箇所当たりの施工延長が10m以
上の場合は、施工延長概ね10mごとに１箇所の
割合。

充填量 設計量以上 設計量以上 充填総量を確認する。

長さ(L) 　＋ 5㎜、　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所。

幅(H) 　＋ 5㎜、　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所。

厚さ(T) 　＋ 5㎜、　－ 0㎜ 　－ 0㎜ 各補修箇所とし、1箇所につき４点測定する。
ただし、小規模補修（概ね１㎡未満）は１点測
定する。

外観 施工全面に、浮き、ひ
び割れ、硬化不良がな
く、平滑に仕上がって
いること。

同左 各補修箇所を目視確認する。

面積(A) － 施工面積≧
設計面積

各施工面積について、展開図又はその他の方法
により測定(求積)し、確認する。

錆除去：鉄筋に錆がな
いこと。
防錆剤塗布：塗り残
し、塗りむらがないこ
と。

側壁 側壁

　＋ 3㎜、　－ 0㎜ 　－ 0㎜

底版 底版

　＋ 7㎜、　－ 0㎜ 　－ 0㎜

外観 被覆面にむらがなく、
流れ、剥がれ、浮き、
ひび割れ、硬化不良等
がないこと。

同左 施工延長概ね50ｍごとに１箇所の割合で被覆面
を目視確認する。

面積(A) － 施工面積≧
設計面積

全施工面積について、断面が変化する毎に展開
図又はその他の方法により測定(求積)し、確認
する。

幅 　＋ 20㎜、　－ 13㎜ 　－ 20㎜

高さ 　＋ 15㎜、　－  0㎜ 　－  0㎜

【トンネル背面空洞充填工】
規格値

(参考)

充填確認工 充填管理 確認孔削孔時のコアに
より残存空隙量が、裏
込注入前の空隙量の
２％以下

－ 10ｍにつき１箇所
管理方式：測定数が30点以上は管理図表、20点
未満は測定結果一覧表による。

工種 項　目 管　理　基　準　値 測　定　基　準

表面被覆工 被覆厚さ 施工延長概ね50ｍごとに１箇所の割合で測定す
る。１箇所につき左右側壁及び底版の３点を測
定する。

各補修箇所を目視確認とする。

ひび割れ補
修工
(充填工)

断面修復工

鉄筋処理 外観 同左

嵩上げ工 施工延長概ね20ｍにつき１箇所の割合で測定す
る。

工種 項　目 管　理　基　準　値 測　定　基　準



別表２ 撮影記録による出来形管理

【開水路補修工】
撮　影　基　準 撮　影　箇　所

施工延長概ね50ｍにつき１
箇所の割合で撮影する。

施工前後の表面状況、施工状況、使用機械、洗浄圧力、不陸・
凹凸の状況、付着強度試験の測定値(左右側壁及び底版)を撮影
する。

施工延長概ね10ｍにつき１
箇所の割合で撮影する。

施工状況、使用機械、切削幅及び深さ（左右側壁及び底版）を
撮影する。
水路側壁外からの湧水がある場合は、止水又は導水の状況が判
別できるように撮影する。

施工延長概ね50ｍにつき１
箇所の割合で撮影する。

施工前後の状況、施工状況、使用材料の配合・練り混ぜ状況、
厚さ、寸法、面積測定状況を撮影する。

全１回 材料の総使用量がわかるもの(空缶、梱包材等)を撮影する。

鉄筋処理 施工箇所毎 防錆処理状況を撮影する。

施工延長概ね50ｍにつき１
箇所の割合で撮影する。

施工状況、使用機械、練り混ぜ、使用材料の配合・練り混ぜ状
況を撮影する。左右側壁及び底版において、被覆厚さ、面積測
定状況、付着強度測定値を撮影する。

全１回 材料の総使用量がわかるもの(空缶、梱包材等)を撮影する。

【トンネル背面空洞充填工】
撮　影　基　準 撮　影　箇　所

適宜 施工前の使用材料の保管状況
適宜 使用前の使用材料の確認状況
現場採取ごと 試験用材料の現場採取確認状況
試験実施ごと 試験実施状況

施工箇所ごと 換気設備（設置状況）

適宜 照明設備（設置状況）
施工箇所ごと 電力設備（設置状況）
適宜 その他

施工箇所ごと 止水・導水状況

注入状況（圧力管理状況）
　流量計の積算流量値を撮影
　圧力計の圧力値を撮影
充填完了状況
　充填箇所の確認孔より注入材が流出(リーク)したことを撮影

適宜 各種使用機材設置状況

工　　種

工　　種
下地処理

表面被覆工

断面修復工 断面修復工

ひび割れ補修工(充填
工)

10孔につき１箇所
上記未満は２箇所

設備工

材料・品質等

仮設備工

坑内作業準備工

背面空洞充填工



別表３ 品質管理項目

【開水路補修工】

試験(測定)

項目

側壁：個々の値が1.0N/㎜2
以上

底版：3個の平均値は1.0N/㎜2 以上、

かつ個々の値は0.85N/㎜2 以上

①試験体の作製：表面被覆
工施工中の材料練り混ぜ中
のものから採取
②試験頻度：500㎡ごとに
１回
③試験体：円柱試験体（φ
50㎜×100㎜）を１回につ
き３本採取。作製１日後に
脱型し、材齢28日まで20℃
±２℃の水中養生

側壁：個々の値が1.0N/㎜2
以上

底版：３個の平均値は1.0N/㎜2
以上、

かつ個々の値が0.85N/㎜2
以上

①試験体の作製：断面修復
工施工中の材料練り混ぜ中
のものから採取
②試験頻度：施工延長概ね
200㎡ごとに１回
③試験体：円柱試験体（φ
50㎜×100㎜）を１回につ
き３本採取。作製１日後に
脱型し、材齢28日まで20℃
±２℃の水中養生

【トンネル背面空洞充填工】

試験(測定)

項目

配合試験 工法の申告値

一軸圧縮強
さ試験

JIS A 1216 (土
の一軸圧縮試験
方法)

材齢28日の圧縮強さ

1.5N/㎜2 以上

単位体積重
量試験

JIS A 1116
(フレッシュコン
クリートの単位
容積質量試験方
法及び空気量の
質量による試験
方法（質量方
法）)

エア系　　：10～12kN/m
3

エア系以外：11～15kN/m
3

非漏出性試
験

注書
※
に示す試験 60分経過後において５mm以下の隙間に

完全流出があってはならないこと

【濁度】分光光度計による測定した光
透過率の値により、濁り具合を確認す
る。水槽内に注入材を投入する前の水
の測定値と、投入後60分経過後の水の
測定値の増減比率が±２％であること

【pH】注入直後からの60分経過後のpH
測定比率が±10％であること

非収縮性試
験

注書
※
に示す試験 28日硬化後の収縮量が２cm（２％）以

下

空気量試験
（エア系）

NEXCO試験方法
試験法 313
（エアモルタル
およびエアミル
クの試験方法）

工法の申告値

圧縮強度
(材齢28日)

表面被覆工 JSCEK-561 圧縮強度21.0N/㎜2 以上

付着強度 単軸引張試験 表面被覆後500㎡ごとに３
箇所（左右側壁及び底
版）、１箇所当たりの試験
数は３個

工種 試験方法 試験(測定)基準 規格値(参考)

工種 試験方法 試験(測定)基準 規格値(参考)

下地処理工 付着強度 単軸引張試験 下地処理後500㎡ごとに３
箇所（左右側壁及び底
版）、１箇所当たりの試験
数は３個

断面修復工 JSCEK-561 圧縮強度21.0N/㎜2 以上

圧縮強度
(材齢28日)

注書
※
に示す試験水中分離抵

抗性試験

工法の性能、材料の配合が
変わる毎に実施

背面空洞充
填工(可塑
性注入材・
材料)



試験(測定)

項目

充填性試験 注書
※
に示す試験 フロー値

〔可塑状前〕200mm±20mm
〔可塑状後〕80mm～150mm

フロー試験 NEXCO試験方法
試験法 313
（エアモルタル
及びエアミルク
の試験方法のシ
リンダー法）

容器内全体に注入材が充填され角材やH
型鋼との間にも隙間がなく密実に充填
がなされていること

長距離圧送
性

各社技術による 工法の申告値

一軸圧縮強
さ試験
(材齢28日)

JIS A 1216 (土
の一軸圧縮試験
方法)

１回／日 材齢28日の圧縮強さ

1.5N/㎜2 以上

空気量試験
（エア系）

NEXCO試験方法
試験法 313
（エアモルタル
およびエアミル
クの試験方法）

２回／日
（午前・午後）

申告値　±５％

フロー試験 NEXCO試験方法
試験法 313
（エアモルタル
及びエアミルク
の試験方法のシ
リンダー法）

２回／日
（午前・午後）

フロー値
〔可塑状前〕200mm±20mm
〔可塑状後〕80mm～150mm

注入圧・注
入量

測定装置による
記録

注入時随時 施工条件による
注入圧：圧力計による管理
注入量：流量計による管理
充填確認においては圧力上昇により打
ち止めとなる場合もある（リークしな
いで打ち止める場合もある）

※「農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【水路トンネル編】」(令和３年６月・農林水産省農
村振興局整備部設計課)

工法の性能、材料の配合が
変わる毎に実施

背面空洞充
填工(可塑
性注入材・
材料)

工種 試験方法 試験(測定)基準 規格値(参考)

背面空洞充
填工(可塑
性注入材・
施工)
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