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企業紹介　魅力発見　業界は今

１．はじめに―趣旨説明
【座長：丸谷】　本日は，農業土木事業協会セメ
ント製品部門会員企業の技術者の皆さんにお集
まりいただきました。現在皆さんには事業協会
セメント製品部門の活動として，プレキャス
ト製品における目地材の品質規格や施工方法等
の規定に関する検討（以下「目地材WG」とい
う。）に参画いただいています。
　われわれセメント製品部門では，プレキャス
ト製品の採用促進を各発注者に向けて要望し続
けてきました。昨今，建設業界において技術者
の不足や現場作業に従事する担い手の不足が顕
著になってきており，加えて働き方改革が建設

業においても本格的に適
用されることになり，建
設現場に対し労働時間の
短縮，作業効率の向上が
より求められるように
なってきています。これ
らの問題を解決する観点
からも，プレキャストの

活用がより有効だとの認識が出てきていること
をより実感しています。
国土交通省では，本年３月，「コンクリート

構造物の設計・施工段階における生産性向上の
取組について」を発出し，特殊車両による運搬

魅力発見　業界は今
　　セメント製品部門技術者座談会

「プレキャスト製品の利用促進に向けた
技術的な課題と展望」

本誌では，本協会に所属する会員企業に対する理解の促進とイメージ向上を図る観点から，部門
別に技術者座談会やキーパーソンへのインタビューを行ってきました。
今回はセメント製品部門，「プレキャスト製品の利用促進に向けた技術的な課題と展望」として，
会員企業の各社におけるプレキャスト化への取組状況や今後の課題と展望について話し合いました。
この座談会を通じて，コンクリート構造物の生産性の向上に向けて，会員企業が努力する姿勢を
ご理解いただき，併せてプレキャスト製品の採用が促進されることを期待するものです。

（一社）農業土木事業協会事務局
【座談会概要】
日　時　令和３年９月７日（火）14：00 ～ 16：00　WEB会議にて実施
出席者（敬称略）
（１）座長
丸谷　法彦　（株）北陽　代表取締役社長

（２）各社技術者 （会社 五十音順）
秋田　耕治　インフラテック（株）
大野　　剛　共和コンクリート工業（株）
清水　健夫　昭和コンクリート工業（株）
高島　卓也　ベルテクス（株）
多田　林平　（株）北陽
高宮　武彦　前田製管（株）
渡部　　健　丸栄コンクリート工業（株）

丸谷法彦 座長

企業紹介
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可能な規格のコンクリート構造物については原
則プレキャスト製品を使用することを定めま
した。
一方，農業農村整備の分野では，現状として
現場打コンクリートのコスト比較の問題が依然
として課題となっています。今までは単に出来
上がり完成品の構造物についての経済比較にと
どまっていましたが，ここに来てようやくプレ
キャスト化による作業効率の改善，さらには工
期の短縮とそれに伴うさまざまな経費の削減な
どが評価の対象となってきました。しかし，詳
細の検討はまだまだこれからという状況です。
そして，この評価基準作成のため，われわれプ
レキャストメーカーとしましては，さまざまな
検討課題の提案，そして，そのための資料の提
供など，できる限りのことをお手伝いしていく
必要があります。
また，プレキャストが既に導入された分野で
も，より信頼性を高めるため改善の必要があれ
ば積極的に提案し，断面や部材の規格化，標準
化を進めていくべきだと思っています。例えば，
現在協会でプレキャストを使った水路構造物の
接合部の処理について，その構造，継手，止水
に関して，漏水などの問題点を改善するべく，
目地材に関する考え方の整理を進めているのは
この一例です。われわれセメント製品部門の会
社としましては，こうした検討を推し進め，プ
レキャスト製品の採用およびその導入にふさわ
しい工種などの検討がコスト削減，労働時間の
短縮，建設労働環境の改善に貢献できるよう，
今後も積極的に提案活動をしていきます。
本日は各プレキャストメーカーの技術の方に
お集まりいただき，プレキャスト化の取組事例
や取組の考え方などについて生の声を聞かせて
いただき，プレキャスト採用の促進につなげて
いければと思います。

２．自己紹介
【秋田】　インフラテック東日本設計技術課の秋
田と申します。当社は昭和 31 年に鹿児島県の

鹿屋で創業しました。その後本社を鹿児島市に
移し，九州全域と本州には関西，東京の他に仙
台まで営業所・工場を配置しています。その中
で主として九州で営業していますが，ここ１，
２年，関東にも力を入れています。
【大野】　共和コンクリート工業農業推進部の大
野剛と申します。私は東京の技術部からスター
トし，北海道の技術研究所を経て，北海道営業
部で樋門工事を担当し，後にご紹介する石狩川
頭首工にも携わりました。東日本大震災後は仙
台の東北営業部に移り，防潮堤と門型カルバー
ト建設に携わりました。現在は農業推進部に所
属しています。
【清水】　昭和コンクリート工業技術営業課の清
水と申します。昭和コンクリート工業は，北海
道と沖縄に事務所を置いていないのですが，そ
れ以外の地区は全国的なネットワークで製品
を納入しています。当社は PCの上部工の橋梁
工事を多く行っているので，地域的にはそのイ
メージが先行している所もありますが，当社の
農業土木との関わりは古く，東北，中部，関西
など全国各地域で頑張ってきたことを先輩から
聞いています。
【高島】　ベルテクスの高島卓也です。私は長ら
く設計に携わっており，営業担当から設計依
頼を受けて，製品図や配筋図，配列を描いた
り，それの構造計算書を作成したりということ
をやっています。勤務地が福井で，北陸地方の
製品の設計をすることが多く，農業用水路のフ
リュームなどの設計の他にもいろいろな事業分
野の設計をしています。
【多田】　北陽の多田です。現在北陽の工場は北
海道の三笠工場の１工場ですが，私が入った
20 数年前は関西・北海道を中心に５工場あり
ました。数年前までは，特に北海道では現場打
コンクリートが使われることが多く，大きいプ
レキャスト製品についての需要というのはほと
んどありませんでした。一方，コンクリート構
造物の診断や補修工事が行われてきたので，私
もコンクリート診断士の資格を取得して，北海
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道を中心に診断や補修に携わってきました。
【高宮】　前田製管の高宮と申します。昭和 63 年
入社で，入社から 10 年間ほど設計業務に携わっ
ておりましたが，それ以降は営業として活動し
ています。弊社のエリアとしては，関東，東北
に工場を構えて製造販売を展開しており，東北
では国営土地改良事業にも力を入れて対応して
います。
【渡部】　丸栄コンクリート工業の渡部です。技
術開発部環境課に所属しています。入社してか
らコンクリートの設計に少し携わった後，護岸
ブロックや高潮堤防護岸工法などの開発を進め
てきました。最近ではコンクリートには直接関
係ないのですが，粗度係数の計測器について三
重大学さんと共同研究しており，メンテナンス
事業にも関わっています。
当社は大正 14 年に創業し，社会基盤を支え
るものづくりの企業として 96 年歩んできた会
社です。昭和 30 年代からは農業用水路，いわ
ゆるＵ型プレハブ水路の開発をはじめとして，
数多くの農業土木事業に役立つ製品を開発する
とともに施工機械の開発も進め，クレーン施工
が困難な現場で活躍する製品搬送据付装置「リ
フトローラー工法」など，施工技術の開発，効
率化も追求してきました。
【座長：丸谷】　本日座長を務めます，株式会社
北陽の丸谷と申します。私自身は長年営業とし
て農業用のプレキャスト製品に関わってきまし
た。現場での体験から，現場打コンクリートと
プレキャストのそれぞれ良い面・悪い面を知る
ことができたわけですが，本日は各社の技術の
方々とプレキャスト採用促進のためにより有益
な話しができることを楽しみにしています。

３．各社におけるプレキャスト化の取組とその
考え方

〈事務局：注〉
以下，取組事例や参加者の考えを含む各社か
らの報告については，分量のバランスからここ
では概要のみとし，詳細は文末に掲げています。

議論の内容に応じて随時参考として下さい。

【インフラテック：秋田】（p.19）
〇水路補修の講習や軽量コンクリート製品によ
る地域活動の支援

〇法面ステップや LSスラブの開発
〇既存の製品を活用した工期短縮等の事例
　・ 耐震継手式BOXと U型擁壁による地下連
絡道の整備

　・ 分割部材による大型桝状構造物の構築
　・ Ｌ形ブロックと頂版スラブでボックスカル
バートを建設

【共和コンクリート工業：大野】（p.20）
〇大規模なプレキャスト樋門の整備：石狩川頭
首工導水路（樋門）

〇門型カルバートによる小規模橋梁の整備
〇東日本大震災で被災した仙台湾南部海岸の防
潮堤復旧工事

〇長スパンプレキャスト水路
【昭和コンクリート工業：清水】（p.20）
〇既存製品を利用拡大するための課題
　・ 既存プレキャスト製品規格のブラッシュ
アップ

　・ 現場条件の確認の重要性
　・ 現場条件を考慮した目地構造の採用
　・ 平面曲線，断面変化，縦断勾配変化，段差
など特殊部分の構造対応

〇プレキャスト適用拡大のための３つの提案
　・ 現場打コンクリート構造のプレキャスト化
　・ 大型構造物のプレキャスト化
　・ ユーザーが求める性能の追加
【ベルテクス：高島】（p.21）
〇柔構造耐震性プレキャスト底樋の開発
〇維持管理用階段ブロックの開発
【北陽：多田】（p.22）
〇北海道における大型フリューム改修工事の課題
〇技術的課題の検討と解決策
　・ 目地数を軽減するために可能な限り長尺化
　・ 氷点下でも施工できる目地構造
　・ 試験施工，基礎構造の検討，施工管理目標
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値の設定
【前田製管：高宮】（p.23）
〇東北地方の状況
　・ 大型フリュームが大変普及
　・ 復興需要が終わり，プレキャスト化減少
〇大型構造物プレキャスト化の課題
　・ コンクリート同士の接合による信頼ある接
合部の構築

【丸栄コンクリート工業：渡部】（p.24）
〇防災・減災，国土強靭化への対応
　・ 震災復興で海岸堤防基礎工のプレキャスト
化，岸壁腹付工の構築に役立つ残置型枠工
法を開発

　・ 河川堤防，河川の特殊堤に使用できるプレ
キャストパラペットなどを開発

　・ BCP 対策で浸水被害から施設を守る浸水
防止プレキャスト壁を開発

〇武蔵水路改築事業
　・ ４割の区間でプレキャスト水路＋底板現場
打の構造を採用

　・ 搬送据付にはリフトローラー工法，リフト
台車による施工を採用

　・ 止水板ダウエルバーをあらかじめ工場で
セットした伸縮目地を採用

〇目地に関するマニュアルの確立が急務
〇コンクリート構造物の比較方法の具体化が
必要

【座長：丸谷】　各社の発表に対して質問などご
ざいますか。
【昭和コンクリート工業：清水】　ベルテクスさ

んの維持管理用階段の施
工事例はありますか。

【ベルテクス：高島】　施工事例は，件数として
片手で数えるぐらいです。あると便利なのです
が，最初から付けるということになかなか踏み
切っていただけないのが現状です。
【昭和コンクリート工業：清水】　魚の生態系に
も配慮されている製品で，御社の取組は素晴ら
しいと思いました。
【座長：丸谷】　農業の従事者の高齢化に伴う提
案だと思います。
それから，東日本大震災の復旧工事における

プレキャスト化の話がありました。震災復興の
仕事の中で最初に材料不足を起こしたのが生コ
ンだったとの話を聞いています。そのためにプ
レキャストが大活躍したということを共和コン
クリートさんのお話から思い出しました。災害
復興事業の中でプレキャストがよりクローズ
アップされた時期であったと思いますが，今現
在，前田製管さんのお話の中ではちょっと逆戻
りしたように感じたのですが，それは予算上の
話から出てきているのでしょうか。
【前田製管：高宮】　当時，決められた期間の中
で工事を終わらせるという中で，積極的なプレ
キャスト化が促進されました。それが今，震災
前の状態に戻っていると感じております。

４．目地材の性能確保
【座長：丸谷】　各社からご紹介いただいたプレ
キャスト化の最新事例・課題の中から何点か
テーマをピックアップして今後の取組方向など
について話を進めていきます。
まず目地材の性能確保ついて，これからどの

ように進めていくべきかご意見を伺います。
【インフラテック：秋田】　目地材の性能につい
て，目地メーカーではなくセメント製品企業側
で規定するのは厳しいと思います。目地形状も
いろいろあるので，かなり難しい面もあります
が，現場施工のことを考えて検討を進める必要
があります。
【共和コンクリート工業：大野】　目地材の性能
も重要ですが，もう一つ施工技術者の技能の問

（昭和コンクリート工業
（株）清水 健夫　氏）
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題も重要であり，その辺の基準なり資格なりの
整備ができるといい。性能の規定に関しては，
今まで目地材WGでもいろいろ話が出ていた
ように，補修のマニュアルが基本としてあるの
で，それを強化するような形になるのでは。
【昭和コンクリート工業：清水】　現場条件に合っ
た目地材の選定，その基準化と普及が重要です。
それから施工に関する規定の整備，シーリング材
ならそれを施工する条件，施工方法，施工工程な
どを規格化し普及していけたらと思います。
【ベルテクス：高島】　地域性とか施工時期を考
慮した目地材の選定についても考慮されるべき
です。北陸や東北では施工時期が冬場となり，
ドライ状態を確保できない場合が多い。そういっ
た状況でも施工可能な仕様や材料を盛り込むこ
と。例えば北陽さんから，北海道の事例でエポ
キシからMMA樹脂に変えたという話がありま
したが，そういうものも含められたらいいですね。
大型のフリュームや水路用Ｌ型はそれなりの
大きさの製品になりますので，連結仕様によっ
ても目地の考え方が変わります。縦方向に連結
するのか，ただ置くだけなのか，それぞれに適
した目地材が変わってくるのではないか。そう
いった連結仕様について併せて考慮できたらい
いのではないでしょうか。
【北陽：多田】　大体皆さんと同じ意見ですが，

現場打コンクリート構造
物と同等以上の性能を目
標とするということを大
前提として，コストの面
も考慮しながら，目地材
やコーキング材，また施
工方法などをその製品規
模に合わせて選定する方
法についてしっかりした

基準ができていくとよりプレキャストの採用が
進むでしょう。
【前田製管：高宮】　これまでの取組への反省を
話します。今までは幹線用水路を構築する農業
水利事務所とか，それを設計するコンサルさん

の方ばかりに顔を向けていて，完成した幹線用
水路を維持管理する土地改良区さんをあまり意
識していませんでした。
事業のスタート時に，プレキャスト化する方

向で進めても，土地改良区さんからあまりプレ
キャスト化は好かれていないという話を耳にし
たことがあります。目地補修を実際にやってい
るのは改良区さんで，プレキャスト化すると消
耗品みたいな目地の補修が大変多くなるから賛
成したくないということです。このような現状
も踏まえて，目地WGにおいては，土地改良
区さんからも愛されるようなものを提案できれ
ばと考えています。
【丸栄コンクリート工業：渡部】　『農業水利施設

の補修・補強に関するマ
ニュアル【開水路補修編】
（案）』では，目地補修に
関する耐用年数が記載さ
れています。また事業協
会から出されている『農
業水利施設保全補修ガイ
ドブック』にもさまざま
な製品，工法，性能につ

いて記載があります。しかしこの２冊中ではプ
レキャストならではのメリットが見出せないよ
うです。やはりプレキャスト独自のマニュアル
を作成する必要があると認識しています。
農業土木事業協会から平成 14 年に発行され

た『鉄筋コンクリートフリューム規格』におけ
る目地形状の項では，排水の場合は処理が不要
であることしか記載されていない。それで発注
者の方々はどのような目地を選んでいいか分か
らず，採用に至らないのが現状ではないか。で
すから，そういった目地形状も含めて，目地の
工法，プレキャストならではの止水方法などを
取りまとめることができればと思います。
あと，補修・補強マニュアルにおける耐水性

の基準について若干疑問を持っています。例
えば，目地充填工法では 0.1MPa 以上必要で
あると記載されていますが，下水道指針では

（（株）北陽 
多田 林平　氏）

（丸栄コンクリート工業
（株）渡部　健　氏）
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0.06MPa，３分間保持する内容で水密試験を実
施することとされています。開水路において
0.1MPa とか 0.06Mpa という水圧がかかるよう
な場所というのが果たしてあるのかどうか，も
う少し見直して，低い値を基準にしてもよいの
ではないか。できるかどうか分かりませんが，
目地材WGの中で耐水性能についても議論し
たいです。
【座長：丸谷】　目地材の性能確保が重要である
との話を各社からいただきました。ご指摘いた
だいた点については，今後の目地材WG中で
さらに検討を進めていきます。

５．施工性，経済性，耐久性の向上
【座長：丸谷】　次に，施工性，経済性，耐久性
向上に関して，長尺化などさまざまな取組につ
いての意見がありました。現在，目地材の性能
確保について検討していただいていますが，目
地材以外についての技術的な課題についてもご
意見をお願いします。
【インフラテック：秋田】　長尺化について，これ
まで４mものなどを手掛けてきましたが，管理，
輸送面，施工性を考えると，あまり長くするのも
どうかと個人的には思います。大きなフリュー
ムになってくると難しい面が出てきますが，先
ほど話のあった目地の問題や施工性も考えて取
り組めたら製品としてはいいのではないか。
それからなるべく目地の開きを大きくならな

いように製品を考えていく必要があります。ど
うしてもソケット付きの目地のイメージがある
ので，新しい考えで取り組んで解決していくこ
とが必要です。
【共和コンクリート工業：大野】　長尺化するこ
とによって製品の重量も増えていきます。農地
における施工では地盤が弱い所が多く，クレー
ンの配置が問題となります。そういう場合には
横引き工法の導入などの工夫が必要になりま
す。長い水路もあれば幅の広い水路もあります。
目地を減らすこととは逆行しますが，幅の広い
水路に対しては２連，３連と並べて水量を確保

するとか，そういうことも考えられます。
【昭和コンクリート工業：清水】　大型にすると，
部材に分割しどう一体化するかというのが課題
になります。部材を吊れるような形にして，所
定の場所に置いておけるようなことを考えなけ
ればならない。プレキャスト化を進めるために
は，そういう分割組立と据付が非常に重要な課
題だと思います。
【ベルテクス：高島】　長尺化については，それ

がスタンダードになるよ
うに各社が一斉に取り組
む必要があります。それ
から先ほど述べたような
連結仕様について，目地
材と併せて検討できると
いいですね。
 

【北陽：多田】　繰り返しになりますが，運搬車
両と施工機械，施工用地幅などの問題がありま
す。製品が大きくなると一日の施工延長も延び
るし，なおかつ目地が少なくなるので維持管理
費が削減されるメリットが出てきます。
【前田製管：高宮】　先ほど大野さんが北海道で
の長尺スパンの水路のお話をされましたが，私
も北海道勤務がありまして，１本が 10mぐら
いのものをどんと並べた現場がけっこうありま
した。目地の数も減らせるので，運搬車両や施
工機械の条件が整った現場では 10mの製品が
あってもいい。一方，東北ではそういった施工
環境が整う現場は少ないと思われるので，オプ
ションとしてこういったものもできますよとい
うような検討をしていくのが良いのではないで
しょうか。
【丸栄コンクリート工業：渡部】　長尺化につい
ては，弊社も護岸基礎工のベースブロックと
いう製品でＬ＝５mのものを生産しています。
工場では非常に大きく感じたのに，現場に行く
と小さく見えてしまい，さらなる長尺化が必要
と感じた記憶があります。水路の長尺化は弊社

（ベルテクス（株） 
高島 卓也　氏）
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の今の生産ラインでは難しく，まだ取組はして
いませんが，製品の大型化については，最近非
常に要望が多くなってきています。
今年，プレキャストコンクリートに関する機
械式継手のガイドラインが発刊されました。こ
れは道路プレキャストコンクリート製品技術協
会（RPCA）が国交省から要望を受ける形で土
木研究所と共同研究して発刊されたものです。
そういった指針があれば使いやすくなるという
こともありますので，大型化以外でもさまざま
な課題については業界全体で取り組むことに
よって解決していくことが必要です。
【座長：丸谷】　目地材ともに製品の大型化が課
題として挙がってきました。また，大型化の限
界や分割組立の際の課題も含まれていました。
これらの課題については，今後機会があればま
た意見をお伺いします。

６．農業農村整備分野における活用促進
【座長：丸谷】　先ほど共同活動支援（インフラ
テック）やため池整備における技術開発（ベル
テクス）についてお話をいただきました。農業
農村整備の分野において，さらに取り組むべき
課題について説明願います。
【インフラテック：秋田】　施設の施工が終わっ

て実際に管理をするのは
農家の方であり，農家の
方々から目地のことなど
いろいろな要望が出され
ています。道路について
は国土交通省などが管理
しますが，農業用水路で
は農家が維持管理をされ
ていて，それを国や自治

体が支援する形になっています。経年劣化によ
る目地の破損が進む一方で，自治体などによる
支援の必要性についての認識が薄いのではない
かと思います。共同活動の支援を通じて感じた
ことは，ただ現場に納めればいいということで
はなくて，農家さんにも製品についてよく説明

する必要があるということを改めて認識したと
ころです。
【ベルテクス：高島】　ため池というのが非常に
多い，しかもほとんどが江戸時代以前に造られ
たというので驚きなのですが，老朽化して大雨
とか地震の時に崩れて下流の災害の源になるの
で，各都道府県で改修工事が進められている。
弊社はこれまでため池底樋のプレキャスト化を
進めてきましたが，それ以外にも取水部などい
ろいろコンクリートの部分のプレキャスト化の
ニーズがあるだろう，可能な所はプレキャスト
化ができればと思っています。
【共和コンクリート工業：大野】　ため池整備の
プレキャスト化については，現在，官民研究開
発投資拡大プログラム（PRISM）のスキーム
で進められており，ベルテクスさん，丸栄コン
クリートさんとわが共和コンクリートの３社が
共同開発に参加しています。ベルテクスさんは
底樋管の改良でしたが，丸栄コンクリートさん
と共和コンクリートは，余水吐や取水部などの
プレキャスト化に取り組んでいるところです。
ただ，大量にため池を修復していくとなると，
製品の製造が追いつかない場合も考えられま
す。このため，ため池専用のプレキャスト製品
を規格化して，プレキャストありきの設計をコ
ンサルさんにしていただくことが必要ではない
でしょうか。
東日本大震災当時，震災復旧工事とは別に樋

門工事の計画が 100 件程度ありました。当時は
防潮堤のコンクリート製品を作るので工場が手
一杯な状況で，樋門工事については函体を規格
化したい，そうしたら同一規格のものは大量に，
迅速に製造が進むと考え，コンサルさんに提案
しました。しかしこの考えは理解を得られず，
現場打コンクリートで設計が行われ，最終的に
はそれをプレキャストで設計し直すような状況
になってしまいました。今後，ため池整備のよ
うに急務な課題には，プレキャストありきの設
計をコンサルさんにしていただくようにしない
とプレキャスト化は促進されない。コンサルさ

（インフラテック（株） 
秋田 耕治　氏）
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んにもこのことをよく認識していただきたいで
すね。
【座長：丸谷】　共同開発のお話には丸栄コンク
リートさんのお名前も挙がっていましたが，ひ
と言いただけないでしょうか。
【丸栄コンクリート工業：渡部】　共同開発のキッ
クオフから１カ月も経たないうちに周りはどん
どん進んでいくという状況の中で，コンクリー
ト二次製品メーカーが参加したから工事費が２
割削減できた，となるような目標が設定されて
いるのですが，まだゴール地点は見えていない
のが現状です。
昔ながらのため池の洪水吐の仕様では，現地
に合わせた設計で部材厚に無駄が多くなってい
ました。規格化することによって工事も速くな
る，コストも下がる，設計もしやすくなると，
すべてがウィンウィンの状態になるということ
を目ざして，今必死に取り組んでいます。

７．現場での積極的な提案
【座長：丸谷】　昭和コンクリートの清水さんか
ら，発注者に対して現場条件に応じた搬入計画
や施工計画について積極的に提案すべきとの意
見をいただきました。これまで積極的な提案に
よりプレキャスト製品の採用が図られた事例に
ついて，発注者側の受け止め方も含めてご紹介
下さい。
【昭和コンクリート工業：清水】　今後さらにプ
レキャスト化を進めようとすると，現場条件の
非常に悪い所が対象になってくるでしょう。大
型化ということも含めて，やはり注意すべきこ
とは，いかに現場に持って行って組み立てて，
安全に竣工するかというところになります。
当社が積極的に提案して採用されたことは正
直あまりないのですが，例えば搬入路の確保に
ついては運送会社などとタイアップして提案し
ていますし，施工のステップや施工機械につい
ても発注者と打ち合わせしながら提案しており
ます。
【座長：丸谷】　各社においても取組事例をご紹

介下さい。
【共和コンクリート工業：大野】　先ほど石狩川頭
首工導水路のお話をしましたが，これは実は担
当者が基本設計の段階から６年間プレキャスト
化を提案し続けてきたものです。コンサルさん
にも発注者にもプレキャスト化の必要性を早く
から理解していただいた案件と考えています。
【丸栄コンクリート工業：渡部】　周辺地域への
配慮ということで，交通量の多い隣接道路があ
る現場で，製品が大型化するとトレーラーでの
搬入など，通常の施工だとどうしても通行規制，
車道を通行止めにしないとできなくなってきま
す。武蔵水路改築工事で，そういうケースでも
片側通行でできるようにするという提案をして
採用いただきました。
もう一つは，東日本大震災で被災した海岸堤

防の基礎工事です。建設資材の供給不足によっ
て生コンの供給が難しく工事が進まないケース
に対して，基礎をプレキャスト化し，なおかつ
中詰めコンクリートを打設しなくても盛土堤体
成形ができるような提案をして採用された事例
があります。
【座長：丸谷】　施工場所や搬入計画，周辺の状
況に配慮した施工計画を立てることがいかに重
要かというお話でした。

８．発注者に対する要望
【座長：丸谷】　さらに，発注者に対してのご要
望としてはいかがでしょうか。
冒頭，国土交通省におけるコンクリート構造

物の生産性向上に向けた取組の話をしました。
農業農村整備の分野では未だ現場打コンクリー
トとの経済比較が求められている状況ですが，
農林水産省でも国交省に準じた対応を期待した
いと思います。経済比較の取扱いなどについて
今後どのように考えていけばよいのか，期待も
含めてご意見をお願いします。
【インフラテック：秋田】　現場打コンクリート
と二次製品のメーター当たり単価を単純に比較
すると，現場打コンクリートの方が安くなりま
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す。国土交通省では，管理費や仮設費の節減効
果，また工期の短縮効果などを総合的に評価す
ることを求めています。こういう総合的な評価
というのがなかなか理解されていません。
営業に行っても，工期に余裕があるから単純
にメーター単価の比較でよいとか，税金を使っ
ている仕事だからコストは上げられないという
意見が聞かれます。一方，施工業者の方では，
現場に早く入って早く現場を終わらせて出る方
がいいという認識でプレキャストを使用する業
者さんもいらっしゃいます。総合的にはどちら
が安いのか，この点の意識が となります。
【共和コンクリート工業：大野】　樋門構造物で

は以前から総合的な比較
は検討されていました。
仮設費から含めてトータ
ルのコストで比較されて
いるのですが，それでも
金額的にはやっとトント
ンになるような状況で
す。大規模なものになる
と，施工期間や現場条件

の制約がプレキャストの採用を左右することが
多くなります。結局，現場打コンクリートとの
経済比較をしているうちはプレキャスト化は進
まないのではないか。ぜひプレキャスト設計で
の発注をしてほしいと思います。
【昭和コンクリート工業：清水】　国交省では，こ
こ数年継続的に，環境負荷の軽減など一般の方
にも評価してもらえる項目を検討に加えてプレ
キャスト化の推進を進めています。農業分野に
おいては，土地改良区さんの話もありましたが，
ユーザーの声がすごくダイレクトに発注者に伝
わるのではと感じています。土地改良区の理
解も得つつ，もっと強気でプレキャストを最
初からという，そういう PR もしていくべき
です。
【ベルテクス：高島】　建設業界の人手不足や働
き方改革，週休二日制の完全な導入などで作業
時間が短くなって工期が延びてしまわないよ

う，プレキャストのさらなる活用が望まれます。
また，工事期間が冬場になる場合，過酷な現場
条件の中でコンクリートを打設することによる
品質の低下もあると思います。この点からもプ
レキャストの採用を進めるべきではと思ってい
ます。
【北陽：多田】　フリュームなどでは製品に占め
る型枠費の割合が相当高いので，型枠の共通化
や製作時期を早めて，少ない型枠数で製造・納
入できるような体制を作っていただくと，大幅
なコスト削減が期待できると考えます。
工場でも人手不足に直面しています。発注時

期を早期化，あるいは前年から物品購入により
製品を確保していただくなどの対応がないと，
二次製品メーカーにおいても生産性の向上だと
か，労働条件の改善とかということにはなかな
かつながっていきません。
【前田製管：高宮】　弊社が事業展開させていた

だいている東北地方で
は，幹線用水路やそれに
付随する横断部のボック
スカルバートは既にほぼ
プレキャスト化されてい
ます。さらにこれから望
むとすれば，それを上回
る大きさのもの。一体物
で運びづらいような大き

さにはなると思いますが，大型構造物のプレ
キャスト化をやっていければと思っています。
【丸栄コンクリート工業：渡部】　働き方改革に
おける休日確保の取組として，一部の発注者で
は週休二日を確保すると労務単価の補正係数を
1.05 にすることができ，守れなかったら返すと
いうことを行っています。こうした取組を推進
する意味からも，発注者側でも現場打ちありき
ではなくてプレキャストありきの設計を進めて
いただければと思います。そのためにも，目地
の規格化を進めながら，プレキャスト製品の
認知度と信頼度を確保していかなければなり
ません。

（共和コンクリート工業
（株）大野　剛　氏）

（前田製管（株）
 高宮　武彦 氏）
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国交省のNETIS については，現場で施工業
者が活用・提案すると加点の対象になるという
制度があります。農業農村整備情報総合セン
ター（ARIC）でも農業農村整備民間技術情報
データベース（NNTD）が整備されており，ホー
ムページを見ると，発注・設計・施工の段階に
おいて積極的に技術比較で参照して下さいと記
載されています。せっかくあるデータベースで
すので，国土交通省のようなメリット措置に
より積極的に使用を促すような措置を要望し
ます。
【座長：丸谷】　国交省では，中型の構造物，運
べるものなら全部プレキャスト化するという通
知が出されています。一方，農業農村整備では
農家負担があるということが常に念頭にあり，
少しでも安く工事を行うという考えが大きいの
ではと思います。しかしながら，建設現場にお
いても働き方改革に取り組んでいかなければな
りません。そのためにもプレキャスト化により
大きな貢献ができるということを私たちはもっ
と PRする必要があります。皆さんからいろい
ろとお聞きしたことを参考に，今後の活動につ

なげていきたいと思います。

９．おわりに
【座長：丸谷】　プレキャストの利用促進に向け
て，皆さんからいただいたご意見はほぼ共通し
ているようです。現在目地材WGを組織して
目地材の規格化を進めていますが，当然のこと
ながらプレキャスト水路構造物についての信頼
性を確保するために，皆さん高い意識をもって
取り組んでおられます。この座談会を通じて，
WGの検討方向が正しいことを改めて確認でき
ました。また，このチームは非常にモチベーショ
ンが高いことを改めて感じました。
これから目地の規格化や大型化のための技術

課題についてさらに検討を進めていくわけです
が，皆さんの協力を得て，検討を通じて開発さ
れた製品が農業農村整備に関わる方々，そして
農家さんから喜ばれ，この製品を作っておいて
よかった，と言えるような仕事になればと思っ
ています。本日は貴重なご意見をありがとうご
ざいました。今後の検討に活かして参ります。
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資料 　各社におけるプレキャスト化の取組とその考え方

各社の取組事例や参加者の考えなどについては，分量のバランスから本編には概要（項目）のみ
を記載しました。当日なされた発表は以下のとおりです。本編の行論に随時参考として下さい。

 （（一社）農業土木事業協会事務局）

１．インフラテック株式会社【秋田】
（１）水路補修の講習や軽量コンクリート製品による地域活動の支援
本社のある鹿児島県では，地域の活動組織の方々を対象に，ポリマーセメントモルタルを使用し
た目地の補修や，断面修復を説明し実際に試していただく活動をしている。また，土地改良区主催
のシンポジウムなどへ参画し，地域の方々との意見交換を通して，プレキャスト製品への理解や認
知度を深めるための活動も行っている。このような活動を通じて，農村の多面的機能を支える共同
活動に協力できているのではないかと考えている。
また，当社では，地域の方々が行う水路などの維持管理作業の負担を軽減するため，法面ステッ
プや LSスラブという製品を開発した。これらの製品は軽量なため人力施工が可能であり，簡易な
農業器具置き場にも活用ができる。当社はGRC（ガラス繊維補強セメント）による軽量なコンクリー
トの製品を製造しており，この技術を生かして地域に貢献したい。
（２）既存の製品を活用した工期短縮等の事例
実際の建設現場において熟練工不足や工期短縮を図る目的で製作したプレキャスト製品の施工事
例を紹介する。
　①耐震継手式BOXとU型擁壁による地下連絡道の整備

高速道路料金所設置工事において，地下通路及び階段を耐震継手式BOXと U型擁壁にてプレ
キャスト化したもので，工期短縮と外部から漏水防止効果を発揮する製品となっている。
　②分割部材による大型桝状構造物の構築
工期短縮を目的として，大型桝状構造物をセグメントに分けて工場製作し現場で組み立てる手
法でプレキャスト化した。
　③Ｌ形ブロックと頂版スラブでボックスカルバートを建設
ボックスカルバートのウイング工のハーフプレキャスト化の事例。一般的に大型のカルバート
に取り付けるウイング工は現場打ちにて製作することが多いが，プレキャスト化することで，現
場で行う複雑な配筋作業や型枠設置等の工程を省略することができ，工期短縮を目的に開発した。
現場への搬入が可能なようにブロック毎に分割したパーツを PC鋼棒にて緊張一体化する構造と
している。初めに，L型擁壁のブロックを横倒しした形状のウイングブロックをカルバート前面
に設置し，積み上げる。それぞれのブロックはカルバートと PC鋼棒で一体化し，さらに上下方
向にも PC鋼棒を用いて一体化を行う。ウイングブロックを積み終えたのちに，左右のブロック
にまたがるように頂版スラブを載せ掛け暗渠化する。また，底板部は配筋を行い，コンクリート
を打設して一体化を行う。
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２．共和コンクリート工業株式会社【大野】
（１）大規模なプレキャスト樋門の整備：石狩川頭首工導水路（樋門）
代表的なプレキャスト製品としてプレキャスト樋門を 1998 年から納入しており，約 300 件以上

の実績を持つ。大規模な例としては，2009 年に施工された石狩川頭首工導水路（樋門）がある。
この函体は上下２分割の三連ボックスとなっており，それぞれ内空高 3.4m，幅 2.5m，延長方向 1.5m
で，上下合わせると約 50t の製品になる。これを導水路部に 98 函，樋門部に 83 函を設置した。こ
れは発注側において他工法と施工性，経済性，耐久性を比較検討がなされ，採用されたものである。
この現場では目地に無収縮モルタルを使用した剛接合方式を採用した。
この他の樋門では，製品同士の接合部に構造用のFBゴムをプレキャストに介在させ，プレスト
レスを導入した弾性接合方式の樋門もあり，現場打コンクリートでは対応が難しい現場で活用され
ている。
（２）門型カルバートによる小規模橋梁の整備
橋長 10m以下の小規模橋梁をプレキャスト門型カルバートで整備するもので，「斜角門型形カル

バート」という製品を提供している。農業分野では農業用排水路を跨いで使用する例が多く，基礎
工が設置されていれば，基本は函体を並べるだけで施工できる。現在は現場打ちの基礎を標準とし
ているが，プレキャスト基礎を使用すれば施工期間がさらに短縮できる。同一幅の水路で複数個所
の現場があれば，同じサイズの製品を使用でき，コストダウンを図ることもできる。
（３）東日本大震災で被災した仙台湾南部海岸の防潮堤復旧工事
東日本大震災で被災した仙台湾南部海岸の防潮堤復旧工事では，仙台空港を中心とした最優先区
間 5㎞を約１年半工期（平成 24 年度末まで）で完了することが必要であった。このため，当初設
計の現場打ちの防潮堤をプレキャストブロックに替えることに加え，東北地方をはじめとするプレ
キャストコンクリートメーカー各社が協力してブロックの製作に当たり，工期どおり防潮堤を完成
することができた。
（４）長スパンプレキャスト水路
農業土木事業協会では目地材WGにおいてプレキャスト水路目地に関する考え方の整理をして
いるが，メンテナンスを考えると，目地の数を減らすことも重要である。北海道ではすでに 10m
プレキャスト水路（製品名：スーパーＵトラフ）の実績があり，これを北海道外でも導入できれば
と考えている。発注側の意向や現場条件など，クリアすべき課題は多々あるが，各社協力して実現
したい。

３．昭和コンクリート工業株式会社【清水】
（１）既存製品を利用拡大するための課題
まず，既存のプレキャスト製品規格のブラッシュアップが課題である。製品は時間の経過ととも
に用途や適用条件が広範囲になり，これにつれて，製品に対する要求性能も変わってくる。基本的
に要求性能が変われば規格をさらにブラッシュアップしなければならない。
また，規格製品の利用を広げていく場合，あらためて現場条件の確認が重要である。規格化され
ているからという理由で使用しても，その製品が現場条件に合致していないと，不具合の発生につ
ながってしまう。製品が使用される現場の条件，基礎や環境などはもちろん，搬入計画や施工計画
についても十分な確認が必要である。
目地材WGでも検討している，現場条件を考慮した目地構造の採用も重要な課題である。現状
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では目地構造の明確な使い分けはなく，工事ごとで目地性能に差が生じやすい。現場によっては目
地に対する要求はさまざまなので，オーバークオリティの場合も考慮し，使い分けの明確化が必要
である。
さらに，特殊部分の構造対応が重要である。特殊部分としては，平面曲線，断面変化，縦断勾配
変化，段差などがあるが，特殊部分は現場条件と要求性能を同時に満足する構造として提供すると
いうことが非常に大事である。プレキャスト製品は加工範囲が限られているので，各社における充
分な設計検討が必要である。
（２）プレキャスト適用拡大のための３つの提案
　①現場打コンクリート構造のプレキャスト化
現場打コンクリート構造をプレキャスト化するために，採用に向けていかに提案するかが重要
である。プレキャスト製品のメリット，価値，そういうものをいかにうまく形づけて提案してい
くかということが課題になっている。また，特殊なものになればなるほど，通常の施工ができな
い所も多く，施工現場条件に応じた製品の搬入計画や施工計画の提案も重要である。
また，プレキャスト化の拡大とは少し異なるが，製品生産の効率化やコスト削減にもつながる
ということで，部材形状の単純化や部材寸法の統一化も一つのファクターに入ってくる。
　②大型構造物のプレキャスト化
大型構造物のプレキャスト化では，どうしても運搬できる部材を工場で作って現場で組み立て
る，分割構造製品を納入することになるが，その場合の部材の連結構造をどのように標準化して
いくかということが課題である。現場条件に応じた製品の搬入計画や施工計画の提案，目地部の
性能確保も課題である。
　③ユーザーが求める性能の追加
ユーザーが求める性能の追加ということも今後の課題である。ユーザーさんがどういう所で
困っているかに注意していかないと，プレキャストの利用は拡大しない。
その中で，プレキャスト部材の耐久性の向上について各社研究されていると思うが，長期的に
安定した性能の確保もユーザーとして求めている部分である。
ICTなどを活用したスマート農業への対応も視野に入れておく必要がある。スマート農業の
支援というところでもプレキャスト製品の出番があるだろう。

４．ベルテクス株式会社【高島】　
（１）柔構造耐震性プレキャスト底樋の開発
ため池の堤体の底部に設け，池からの取水を堤外に導水するための底樋について，柔構造プレキャ

スト底樋を開発した。これは断面形状が馬蹄形のプレキャストコンクリート管で，継手がゴムリン
グを埋め込んだソケット型になっており，この継手を篏合することで高い止水性と可とう性を有す
る継手構造となる。
全国におよそ 18 万カ所存在するため池の多くは江戸時代以前に築造されているため，老朽化が
深刻で，底樋周辺部分からの漏水や堤体の浸食が生じており，各地でため池の改修工事が計画実施
されている。近年では中越地震，東日本大震災によるため池被害が多数報告されている。平成 27
年に発刊された『ため池整備の指針』でも柔構造と耐震性能についての内容が追加され，ため池の
改修に伴う底樋の耐震性向上ニーズが高まっている。
従来の底樋は，古くは木材とか石材を使って造られていたが，コンクリートが発明されてからは
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コンクリート製となっている。コンクリート製の従来型の底樋としては，既成のヒューム管を現場
打コンクリートで巻き立てたものが一般的である。
現場打底樋では，施工が天候に左右されること，コンクリート養生のために工期が長くなること，
型組などのために熟練工が必要となること，耐震性能が分からない，などがデメリットとして挙げ
られる。現場打コンクリートで巻き立てを行わないでダクタイルの鋳鉄管だけを接合して造る底樋
もあるが，形状が円形のため下側の埋め戻しが難しく，かなりの熟練工でないと上手に施工できな
いという課題がある。
弊社でもこれまでため池底樋のプレキャスト製品を保有していたが，耐震性と可とう性を考慮し
た仕様ではなく，PC鋼材での連結または端面がフラット形状のものの付け合わせという仕様であっ
た。現場打ち・プレキャストの従来型は堤体の変形，地盤の沈下に追従することができず，そのた
めに損傷が生じやすい構造となっていた。
これに対して，柔構造耐震性プレキャスト底樋は継手にゴムリングを埋め込んだ構造のため，周

囲の挙動に追従することができる。また，基礎構造は基礎コンクリートではなく，基礎板を設置す
る仕様にしており，基礎板と基礎板の間にはベントナイトを敷き均すことで，仮に基礎部で水みち
が発生したとしてもベントナイトの膨潤・硬化の特性により水みちを塞ぐ構造としている。施工の
順番としては，まず基礎板を設置して，その後ベントナイトを敷き均し，ブロックを置いて完了と
なる。30m程度であれば，基礎板の設置に１日，ブロックの据え付けに１日～２日程度である。
（２）維持管理用階段ブロックの開発
階段工は水路へ上り下りするための構造物である。昭和 30 年代後半に開水路が整備され，耐用

年数を迎えるものがこの先急増した時に，点検・補修，水路清掃や除草，排泥など，維持管理のた
めの水路への上り下りが必要となるが，管理する方々は高齢化されており，水路への上り下りがし
づらくなっている。はしごやタラップ，ステップもあるが，垂直に上り下りしなければならない点
が危険であり，水路へ降りる際に水路の高さと人間の目までの高さが加わって思いのほか恐怖感を
生じる。また，ステップやタラップには，流れてきたごみが引っ掛かることも多い。
階段の場合は，安全に上り下りでき，水路へ誤って転落した場合でも簡単に上ることができると

いうメリットがある。しかし，現場打コンクリートで階段を造る場合は型枠構造が複雑となるため，
熟練工の不足により現場打ちで造るのはなかなか難しい。
開発した製品は，上り下りしやすい階段形状であること，熟練工の不要なオールプレキャストで
あること，もともとの水路断面を侵さないような配置であること，上り下りが恐怖感なく安心安全
に行えること，生き物について配慮すること，をコンセプトとして開発を行った。パーツに分かれ
ており，４つのブロックを組み合わせて階段を造る仕様となっている。なお，下部には開口部を設
けて，ここに魚巣を設け魚が逃げ込めるスペースを造ることもできる。

５．株式会社北陽【多田】
（１）北海道における大型フリューム改修工事の課題
ここ５年ぐらいでようやくプレキャスト化の動きが出てきた。今まで現場打コンクリートにより
整備されてきたものでも，鉄筋工や型枠工の熟練工の不足により施工体制の確保が困難な状況にな
りつつあり，また北海道の場合は冬期施工による防寒養生費が非常に大きくなることから，その時
期を避けて施工しようとすると二次製品を使用，さらに敷設個数と延長を稼げる大型プレキャス
ト製品の採用が求められるようになった。また，一般的な２mの規格で検討したものであっても，
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新規型枠を用意して大型製品を使用することが増えている。
北海道における農業用水路の改修工事は，９月の落水後から根雪になる 11 月下旬までの短期間
で行われるため，大型プレキャスト製品の導入が求められる。しかし，大型プレキャスト製品は現
場打コンクリートに比べスパン長が短く目地数が多くなるため，施設管理者にとっては維持管理費
の増加が懸念される。このため，弱部となる目地数の軽減に併せて，止水性と耐久性に優れる目地
構造を構築する必要があった。また，大型プレキャスト製品の施工実績が少ないため，施工方法の
確認と施工手順を含めた施工マニュアルの作成が必要であった。
（２）技術的課題の検討と解決策
長尺化について…フリュームの一般的なスパン長は２mである。目地数を軽減するためには可
能な限り長尺化することが望ましいが，水路幅や製品重量，運搬車両や施工機械，施工用地幅など
の各種制約を受ける。最も制約を受けるのが運搬車両で，一般的な大型トラックの荷台幅が 2.4m
程度であるので，水路外幅が 2.4m 以下の場合はＬ＝ 5.0m，2.5m 以上の場合はＬ＝ 2.4m の新規格
を設定した。５mの製品は大体 10t を超えるような製品になる。
目地構造について…丸栄コンクリート（株）の協力を得て，TSKJ 目地を採用した。北海道の場合，
11 月下旬には氷点下近くになることがあり，エポキシ樹脂が硬化不良にならないために，低温で
も短時間で硬化するMMA樹脂を新たに採用し氷点下でも施工できる体制をとった。
試験施工について…北海道では施工実績がほとんどなかったので，あらかじめ検討した施工手順
に問題がないかを確認するために，工場敷地内で試験施工を行った。当初設計では基礎は砕石となっ
ていたが，据付高さの調整が非常に困難であったため，均しコンクリートに変更して，その際の敷
モルタルの敷均し方法についても確認した。そこで得られたデータをもとに施工管理の目標値も設
定した。
（３）解決策の評価
今のところ，長尺化と大型化の採用事例としては５工区，５幹線である。その中で水路外幅 4.6m
のフリュームの事例では，Ｌ＝ 2.4mの長尺化を図ることにより目地数を 20％軽減した。また，１
日当たり施工量が増加するので，限られた工期内での改修工事が可能となり，併せて５％のコスト
縮減も図ることができた。目地については，比較的施工が容易で，止水性と耐久性が優れ，維持管
理費の削減が期待できるものになったと考えている。
施工時の評価として，運搬・納入については，特殊車両を使わないため運搬車両の確保に苦労す
ることなく，施行者の要望に応えることができた。施工に当たっては±３mmの高さ管理と，±２
mmの目地間隔管理について重点的に行った。この数字には驚かれるかもしれないが，土地改良区，
発注者，業者の協力によって概ねこの精度で大型製品であっても施工でき，目地の止水性も確保さ
れている。
（４）今後の展望
北海道では，改修ではなく補修・補強対策をとる水路もあるが，凍害を受けた施設では全面改築
が求められるので，凍害対策を踏まえたフリュームの開発普及に取り組みたい。

６．前田製管株式会社【高宮】
（１）東北地方の状況
東北地方では農業土木事業協会規格の大型フリュームが大変普及しており，農業土木分野につ
いては，ここ数年目新しいものをプレキャスト化して現場へ送り出すというような事例がほとんど
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ない。
東北地方では，２年前までは 3.11 の復興需要が旺盛で，工期短縮を目的にして現場打コンクリー
トのプレキャスト化が盛んに行われていたが，復興需要が終わり震災前のレベルまで公共需要は減
退してきたため，現場打コンクリートのプレキャスト化も，復興の時より減る傾向にある。
（２）大型構造物プレキャスト化の課題
今後，大型構造物のプレキャスト化で最終的に課題となるのがコンクリート同士の接合である。
信頼ある接合部を構築することができれば，今後も大型の構造物のプレキャスト化が進む。昔から
セメント使用量の全体の中で 15％程度が二次製品業界の使用量の比率であったが，これを 20％，
25％と広げていけるキーになるのではないかと考えている。

７．丸栄コンクリート工業株式会社【渡部】
（１）防災・減災，国土強靭化への対応
昨今の情勢から製品化を進めるに当たってのキーワードとして，減災・防災，国土強靭化が挙げ
られる。特に 2011 年に発生した東日本大震災をはじめとして，昨今の気象状況により各地で甚大
な浸水被害が発生していることから，防災・減災への関心が高まっている。治水の考え方が総合治
水から流域治水へ変化するとともに，浸水被害時でも重要施設の事業継続が可能となるよう，BCP
対策としてのインフラ整備も急務になってきている。
弊社では，震災復興では海岸堤防に使用できる基礎工のプレキャスト化や，岸壁腹付工の構築に

役立つ残置型枠工法，また河川堤防，河川の特殊堤に使用できるプレキャストパラペットなどの開
発を進めるとともに，BCP 対策関連では，浸水被害から施設を守ることを可能とした浸水防止プ
レキャスト壁など，防災・減災，国土強靭化に貢献する製品開発に努めている。
（２）武蔵水路改築事業（水資源機構）
埼玉県下での武蔵水路改築事業の事例を紹介する。運用から 50 年近くが経過し老朽化した武蔵
水路において，安定通水機能の回復，水路周辺地区の内水排除機能の向上，荒川水系の水質改善を
目的として改築が進められた。水路幅７m，水路高４mの二連構造で，通水を確保しながらの工事
であった。
工事を進めるに当たって，周辺の市街地化が進んで交通量も多い道路なども隣接していることか
ら，周辺への影響を最小限に防ぐことが課題となっていた。このため，全体工区 12kmの約４割の
区間を対象として，Ｌ型構造と逆Ｔ構造のプレキャスト水路を組み合わせるとともに底板を現場打
ちとした構造が採用され，さらに搬送据付にはリフトローラー工法，リフト台車による施工が採用
された。
また目地構造についても技術的な課題があり，さまざまな検討を行い，最終的には，伸縮目地部
は現場打ちと同等の止水板ダウエルバーをあらかじめ工場でセットして可とう性と止水性を確保
し，その他の製品接合部についてはボルト連結により対応した。
この事例を通じた製品採用に向けての課題として，第一に目地構造や大型製品の分割方法などの
現地に合った製品の提案，二つ目に周辺環境に配慮した施工方法の選定，そして現場打ちと同等の
機能を確保するなど現地の要求性能に応じた製品工法の提案が必要であると感じた。
（３）目地に関するマニュアル
プレキャスト製品の構造仕様の信頼度が高まっている一方，目地の信頼度はまた低いと感じてい
る。安心してプレキャスト製品を採用していただくためには，現在，協会で取り組んでいる目地に
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関するマニュアルの確立は急務である。
（４）コンクリート構造物の比較方法の具体化が必要
少子高齢化による技能労働者不足や，働き方改革による休日確保などの時代の流れを受けて，プ
レキャスト製品のニーズというのは非常に高まっている。しかし，プレキャスト製品のメリットで
ある工期短縮の効果が金額面に反映されていないので，設計段階では現場打構造物として発注され，
現地でのVE提案によりプレキャストが採用されている事例が多いのではないか。
本体工事費，プレキャストの費用に加えて，仮設費や維持管理費など勘案する項目のコストの積
み上げを行うことで工期短縮というプレキャストのメリットが工事費に反映されることから，今後，
比較・提案方法を具体化する必要がある。
「プレキャスト製品＝高い」というイメージは正直あると思う。このようなイメージを払拭する
とともに，バリュー・フォー・マネーの考え方を踏まえて比較方法の具体化を進めるなど，プレ
キャスト製品の活用を通じた工事の省人化及び効率化を促す仕組みづくりを今後とも進める必要が
ある。
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