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技　術　報　告

１．はじめに
頭首工の土砂吐では，ゲートフラッシュ時に

石礫による大きな衝撃力が底版に作用すること
により摩耗などの劣化が多くみられる。ここで
は，長寿命化を図る目的で，底版を従来の場所
打ちコンクリートに代え，高い耐摩耗性をもつ
超高強度繊維補強コンクリートパネルに置き換
えた頭首工土砂吐の補修工事を紹介する。また
当パネルの特徴，耐摩耗性に関する性能につい
ても併せて紹介する。

２．馬越頭首工の概要
（１）位置

馬越頭首工は，福島県会津盆地の南部に位置
しており，会津南部地区のかんがい用水は，当
頭首工に設置された門田幹線用水路，大川幹線
用水路の取水口から取水され，導水トンネル，
パイプライン，開水路等を経て受益地に送水さ

れている。最初に建設されたのは昭和 25 年で
あるが，昭和 61 ～ 63 年にかけて，大規模な改
修工事が実施されており，改修後からでも既に
約 35 年が経過しており，施設の老朽化や寒冷
な気候による施設劣化が進行している。

（２）施設概要
馬越頭首工の主な設備は以下のとおりであ

る。
①�固定堰（堤長�102.10m，堤高�5.50m，堰堤

頂の標高�266.00m）
②護床工
③�土砂吐（土砂吐の敷高　263.00m，面積　

左岸：199.7m2，右岸：137.3m2）
④�取水口（左岸：大川取水口，右岸：門田取

水口）
⑤魚道（左岸・右岸各１基）
⑥門扉（左岸・右岸各１門）
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図－１　馬越頭首工　位置図
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（３）補修前の土砂吐の現状
工事着手前の土砂吐底版の状況は以下の通り

である。摩耗表面が比較的平滑であるが，これ
は転石等が粗骨材に衝突し，削ることによる衝
撃摩耗によるものと考えられる。

　�　　�
３．補修工事概要

施設の老朽化に対応するために，「会津南部
農業水利事業」として平成 27 年度から令和６

年度までの 10 年間をかけて，このエリアにあ
る頭首工，用水路の改修工事を行うことになっ
た。今回の馬越頭首工の土砂吐改修工事はその
一環として行われたものである。

工事は，摩耗を受けた場所打ちコンクリート
に代わり，超高強度繊維補強コンクリートパネ
ルを設置し，パネルの設置できない範囲につい
ては，高強度コンクリートによる場所打ち施工
とした。

図－２　頭首工平面図

写真－２　土砂吐底版（左岸）の着手前の現状写真－１　土砂吐全体（右岸）の着手前の現状
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（１）主な使用材料
①超高強度繊維補強コンクリートパネル

パネルの基本寸法は，2m × 1m × 50mm と
して割りつける。

パネルの基本性能については，次章で述べる。

②�グラウト材
グラウト材は水中不分離性無収縮グラウト材

を使用した。
使用したグラウト材の物性例は次表の通りで

あり，「農業水利施設の補修・補強工事に関す

るマニュアル【開水路補修編】」（案）における
グラウト材の品質規格である耐圧縮性（21.0N/
mm2 以上），水中不分離性（圧縮強度の水中気
中強度比（80％以上））ともに十分満足するも
のである。

（２）工事諸元
土砂吐の修繕は右岸と左岸に分け２期にわた

り施工したものであり主な工事諸元は次表の通
りである。

図－３　土砂吐底版のパネル割付平面図（左岸の例）

表－１　圧縮強度の例

環境温度
気中採取（N/mm2） 水中採取（N/mm2）（＊）

3日 7日 28日 3日 7日 28日
5℃ 11.3 32.0 50.0 10.5（93％） 30.4（95％） 47.9（96％）
20℃ 38.8 52.0 65.1 34.6（89％） 44.2（85％） 58.4（90％）
30℃ 46.6 56.0 72.9 40.2（86％） 49.3（88％） 66.3（91％）

（＊）：型枠を水中に残置し、型枠上面 10cm から漏斗にてモルタルを流し込み、供試体を成型
　　　（　）内の％表示は、気中採取に対する強度比
　　　「水中不分離性無収縮グラウト材（プレタスコン TYPE・AP）のカタログ」より

表２　工事諸元
工種 仕様 左岸（1期） 右岸（2期）

サクセムパネル 左岸　2000× 995× 50：82枚　他
右岸　2000× 985× 50：48枚　他 178.11m2 122.8m2

アンカー工 金属拡張アンカー（M16） 672本 504本

グラウト工 水中不分離性無収縮 8.0m3

（平均厚4.5cm）
6.1m3

（平均厚5.0cm）
高強度コンクリート 50-18-25（高炉B） 8.23m3 7.74m3

JAGREE100.indb   105JAGREE100.indb   105 2021/07/06   11:21:222021/07/06   11:21:22



106 JAGREE 100．2021・7

（３）施工手順及び工事状況
施工手順は，図－４に示す通りである。

図－４　施工手順フロー

土砂吐の底版修繕には，まずパネル厚および
グラウト空隙を踏まえた深さで既設コンクリー
トをはつり，完了後は，はつりガラが残らない
ように丁寧に洗浄する。

その後，大型クレーンにて超高強度繊維補強コ
ンクリートパネルを１枚ずつ設置位置まで運搬し，
パネル設置位置付近で一度パネルを止め，高さ調
整用のボルトを専用インサートに取り付ける。

ゆっくりと据え付けた後，横位置の微調整お
よび高さ調整用のボルトを用いて，高さ調整を
行う。高さ調整を終えた後，電動ドリルを用い
てアンカー孔の削孔を行い，削孔終了後，エア
ブローにて孔内の清掃を行う。

その後，アンカーを挿入し，専用打ち込み棒
とハンマーを用いて打ち込みを行い，取付け
ナットを取り付ける。（アンカーは金属拡張ア
ンカー（M16）で，埋込長さ 60mm で施工）

すべてのパネルとアンカーを設置し終えた
ら，パネルと既設コンクリートの間に水中不分
離性無収縮モルタルにより充填を行う。
（図－５，６参照）

図－５　パネル構造図

図－６　アンカー孔部詳細図

パネル固定用アンカー
高さ調整ボルト

以下に工事状況の写真を示す。

写真－３　土砂吐測量

写真－４　　クレーン設置
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４．超高強度繊維補強コンクリートパネル（サ
クセム）
サクセムは，日本国内の材料と技術で構築し

た超高強度繊維補強コンクリートで，セメント
と特殊混和材を含むプレミックス粉体，細骨材，

特殊鋼繊維，特殊減水剤で構成されている。
水結合材比 16%�程度で水和反応によって化

学的に緻密化された硬化体を形成，通常のコン
クリートに比べて格段に高い圧縮強度及び耐久
性を実現している。

写真－５　パネル設置

写真－７　アンカー孔削孔

写真－９　仕上げ材充填

写真－６　端部コンクリート打設のための型枠設置

写真－８　グラウト状況

写真－ 10　完成後（左岸側）
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（１）基本性能
サクセムの標準配合は以下の通り。
土木学会「超高強度繊維補強コンクリートの

設計・施工指針（案）」に準拠して設計・施工
が可能である。土木学会指針との比較を次表に
示す。

また，コンクリートが劣化する環境下におい
ても構造物の高耐久化・長寿命化を実現し，ラ
イフサイクルコストの低減が期待できる。
①耐凍結融解性

JIS�A�1148「コンクリート凍結融解性試験」
（水中凍結融解試験方法）で 2,000 サイクルで

も劣化しないことを確認している。
②耐中性化

JIS�A�1153「中性化促進試験」（20℃，湿度
60％，CO2 ガス濃度 5％，113 週）の結果，まっ

たく中性化しないことを確認している。

（２）耐摩耗性能
電力中央研究所奥田式スリヘリ試験で，普通コ

ンクリート（圧縮強度30N/mm2）と比較して，３
倍以上の耐摩耗性を有することを確認している。

また，水砂噴流摩耗試験においても，標準モ
ルタルに対して３倍以上の耐摩耗性を有してい
ることを確認している。

５．おわりに
今回頭首工の土砂吐底版の摩耗対策のため

に，高強度繊維補強コンクリートパネルによる
補修を行ったが，今後モニタリング調査を実施
することにより，今後の同種の施設に関する設
計のための資料となることが期待できる。その
ためには，初期の状況を把握しておくことが重
要であり，本報告が，その一助となれば幸いで
ある。

謝辞：今回の論文作成にあたり，ご指導及び資
料の提供にご協力いただいた東北農政局会津南
部農業水利事業所様，五十嵐建設株式会社様，
アルス株式会社様にあらためて，御礼申し上げ
ます。
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表－３　サクセムの標準配合

フロー値
(mm)

空気量
（％）

単位量（kg/m3）

水 プレミックス
結合材 骨材 高性能

減水剤
補強用

特殊鋼繊維

250 2.0 195 1287 905 32.2 137.4
（1.75vol％）

表－４　サクセムの特性と土木学会指針との比較
項目 サクセムの特性値 土木学会指針の基準値

材料特性

圧縮強度 180N/mm2 150N/mm2

ひび割れ発生強度 8N/mm2 4N/mm2

引張強度（直接引張試験） 8.8N/mm2 5N/mm2

ヤング係数 4.6 × 104N/mm2 ―
死荷重の算出に用いる単位重量 24.5kN/m3 25.5kN/m3

施工性
フロー値（モルタルフロー） 230～ 270mm 230～ 270mm

養生方法 熱養生
（蒸気85℃で20～ 24時間）

熱養生
（蒸気90℃で48時間）
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