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要旨：本報告は，貯水容量の確保と耐震性向上のために更新される，約 90 年間供用された東京都水道局和田

堀給水所 2 号配水池において，各種調査を行い，鉄筋コンクリートの長期の耐久性について評価したもので

ある。撤去前に外観目視，コア採取による中性化深さ，塩化物イオン量，圧縮強度，弾性係数の測定，配合

推定，成分分析を行った。鉄筋に関しては，腐食状況，かぶり，鉄筋径などを確認した後，引張強度等の物

性試験および成分分析を行った。これらの結果から，90 年経った現在でもコンクリートおよび鉄筋に顕著な

劣化は見られず，現代のコンクリート構造物と遜色のない耐久性を有していることが分かった。 

キーワード：実構造物，水道施設，成分分析，長期の耐久性，配合推定 

 

1. はじめに 

一般に，コンクリート構造物の供用期間は 50 年から

100 年の長期に渡るため，高い耐久性が要求される。し

かし，これまでのコンクリート構造物の耐久性に関する

研究において，長期に渡り供用された構造物の詳細な調

査を行った事例は少なく 1)，2)，3)，4)，このような長期の耐

久性を評価することは，今後のコンクリート構造物の建

設や維持管理のための有用な資料になると考えられる。

ここでは，東京都水道局和田堀給水所の更新工事に伴い，

約90年間供用された水道施設2号配水池において各種調

査を行い，建設当時の材料や耐久性の評価を行った結果

を報告する。 

 
図- 1構造物概要 

 

 

2.  調査概要 

調査対象とした構造物は，1913 年（大正 2 年）に水道

拡張事業の一環で建設された配水池であり，1924 年（大

正 13 年）に供用開始し，2014 年に 90 年間の供用を終え

て更新のための撤去工事が行われた。構造物の概要を図- 

1および表- 1に示す。本構造物は矩形状の地上構造であ

り，全体が覆土されていた。 

調査項目および試験方法を表- 2 に示す。試料採取は

底版，側壁，頂版の各部位毎に行い，側壁に関しては供

用中の水位を境界として水中部および気中部に分けて行

った。また，側壁および頂版に関しては，構造物の内部

および外部にて調査を行った。試料採取位置を図- 2 に

示す。 
 

 

 

表- 1 構造物概要 

名称 和田堀給水所 2 号配水池 

構造寸法 78.9×66.7×10.6 (m) 

構造形式 鉄筋コンクリートラーメン構造 

基礎形式 杭基礎(コンクリート) 

*1 清水建設(株) 土木技術本部 基盤技術部 コンクリートグループ（正会員） 

*2 東京都 水道局 西部建設事務所 

*3 東京都 水道局 西部建設事務所 
*4 清水建設(株) 土木東京支店 土木 3 部 

表- 2 調査項目および試験方法 

 調査項目 試験方法 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

外観変状 目視 

中性化深さ JIS A 1152 (コア割裂) 

塩化物イオン量 JIS A 1154 (コアスライス) 

圧縮強度・弾性係数 JIS A 1107，JIS A 1107 

配合 セメント協会 F-18 

成分 粉末 X 線回折 

鉄

筋 

腐食度 

目視およびノギス測定 かぶり 

径 

引張強度・弾性係数 JIS G3112，JIS Z 2241 

成分 
赤外線吸収法，ICP 分析法 

発光分光分析法，熱伝導度法 
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3.  調査結果および考察 

3. 1 コンクリート 

(1) 外観変状 

目視調査の結果，底版上面および側壁内面には，顕著

なひび割れは見られず健全な状態であった。一方，頂版

および梁下面には，幅止め筋と考えられるものを含め，

錆汁や鉄筋の露出および腐食に起因すると考えられる

表層コンクリートの剥離，剥落が確認された。 
頂版および梁下面の劣化状況の一例および変状図を

写真- 1，図- 3に示す。全体の面積に対して錆が見られ

た範囲は 13%であった。当時の基準 5)によれば，モルタ

ル塊などのスペーサ―は既に使用されていたと考えられ

るが，個数や間隔などの規定はなく，かぶり確保対策が

不十分なために鉄筋が沈下し，かぶりが不足したことが

原因と考えられる。しかしながら，設計かぶりが 45mm

であるのに対し，実際に測定したかぶりが 8mm や 29mm

の箇所もあったが，これらの箇所で斫り出した鉄筋はほ

とんど腐食しておらず，中性化や塩化物イオンの浸透も

それほど進行していなかった。また，錆汁が生じている

位置は梁の近傍が多く，図面から，梁近傍には比較的密

に鉄筋が配置されている。これらのことから，かぶりが

小さいため鉄筋が腐食していたというわけではなく，鉄

筋下へのコンクリートの充塡が不十分であったために，

局所的に鉄筋が腐食したものと考えられる。 

一方，頂版に登る階段の裏面の一部で豆板や鉄筋露出

が見られたが，側壁外面に目立った変状は見られなかっ

た。写真- 2に階段裏面の豆板を，写真- 3に側壁外面の

状況を示す。 

 

 

   

 

 

図- 2 試料採取位置 
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図- 3 頂版および梁下面の変状図 

写真- 2 階段裏の豆板 

写真- 1 頂版および梁下面に見られた劣化状況の一例 

(a) 梁下面の鉄筋露出 (b) 頂版および梁下面の錆 

(c) 鉄筋発錆に伴う梁下面の剥離 (d) 梁下面の錆 

写真- 3 側壁外観写真  
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(2)中性化深さ 

中性化深さの測定結果および予測値を表- 3 に示す。

表には，平均実測かぶりも併記する。中性化深さは構造

物の内側および外側で測定を行った。これより，中性化

深さは最大 10.0mm，箇所毎の平均値の最大は 6.6mm で

あった。 
当該構造物の置かれている環境は，外側は土で覆われ

ているため常に湿潤状態であり，内側も常に貯水されて

いたことから気中でも湿度が高い状態が保たれていたと

考えられる。一般に中性化速度は湿度 50～60％において

最も大きくなるとされているが 6)，当該構造物は湿度が

高い状態にあったため中性化の進行が緩やかであったと

考えられる。また，土木学会の中性化予測式 7)（式(1)）

に，セメントを普通ポルトランドセメントとし，後述す

る配合推定により得られた配合を適用して算出した予測

値と比較しても気中部においては概ね下回っており，使

用されたコンクリートの中性化に対する抵抗性は現代の

ものと同等以上を有していたと考えられる。なお，水中

部の中性化深さが気中部に比べて大きい原因として，水

道水中に含まれる塩素による中性化の進行が考えられる。 
 

       𝑦𝑑 = 𝛽𝑒 ∙ 𝛾𝑐(−3.57 + 9.0W/B)√𝑡     (1) 
 

ここに， 
𝑦𝑑 : 中性化深さ(mm) 

t : 中性化期間(年) 
W : 単位水量(kg/m3) 
B : 単位結合材量(kg/m3) 
𝛽𝑒 : 環境作用の程度を表す係数(=1.0) 
𝛾𝑐 : コンクリートの材料係数(=1.0) 

 

(3)塩化物イオン量 

塩化物イオン量の測定結果を図- 4に示す。これより，

全体的に塩化物イオン量は低く，一般的な腐食発生限界

である 1.2kg/m3 以下であった。なお，底版の 0～20mm

区間で塩化物イオン量が低いのは，水流による洗掘や，

水道水に含まれていた次亜塩素酸ナトリウムの影響でコ

ンクリートが浸食されたこと等が原因と考えられる。 

ここで，底版において 0～20mm のデータを除いた測

定結果に Fick の拡散方程式を適用し，塩化物イオンの拡

散係数および表面塩化物イオン量を同定した結果と，配

合推定の結果から土木学会の式 7)を用いてセメントを普

通ポルトランドセメントとして算定した結果を図- 5，表

- 4 に示す。これらの結果から，当時のコンクリートは

現代とほぼ同程度の拡散係数であり，現代のコンクリー

トと同等の塩害に対する抵抗性を有していたものと考え

られる。 

表- 3 中性化深さ測定結果および予測値 

試験体名 
内 

外 

中性化深さ(mm) 平均実測 

かぶり 

(mm) 最大 最小 平均 予測 

頂版① 
内 5.5 0.0 2.5 

8.8 

― 

外 3.5 0.0 1.1 125※ 

頂版② 
内 9.0 4.0 6.3 29 

外 2.0 0.0 1.2 ― 

側壁 

気中① 

内 0.0 0.0 0.0 

7.4 

― 

外 2.5 0.0 0.9 50 

側壁 

水中① 

内 9.5 4.5 6.6 175※ 

外 9.0 3.5 5.7 ― 

底版① 内 10.0 2.0 5.9 
4.8 ― 

底版② 内 5.0 0.0 2.3 

※保護コンクリートを含めており 100mm 以上であった 

 

 

 図- 4 塩化物イオン量の測定結果 

 

 

 図- 5 塩化物イオン量の近似 

 

表- 4拡散係数の算定結果 

試験体名 

塩化物イオン拡散係数(cm2/year) 

調査結果からの 

回帰 

現行基準からの 

算定 

底版①内 0.47  
0.54  

底版②内 0.69  
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(4)圧縮強度 

 圧縮強度，弾性係数の試験結果を表- 5 に示す。表に

は配合推定より求めた水セメント比より，土木学会の式 

(式(2)，(3))7)から材齢 90 年における普通ポルトランド

セメントを用いた場合の圧縮強度と弾性係数を算定した

結果も併記する。いずれの部位においても圧縮強度は

30N/mm2 以上を示しており，平均値としては，頂版が

44.6N/mm2，側壁が 34.7N/mm2，底版が 50.0N/mm2 であ

った。頂版，底版では計算値と実測値は近い結果となっ

たが，側壁では実測値は計算値よりも低かった。原因と

して施工による品質のばらつきの可能性があり，当時は

現在のような機械を使用した打設ではなく全て人力によ

る打設であったため，施工による品質のばらつきは現在

よりも大きかったものと考えられる。 

    𝑓𝑐′(𝑡′) = 𝑡′−𝑆𝑓
𝑎+𝑏�𝑡′−𝑆𝑓�

𝑓𝑐′(𝑖)         (2) 

𝐸𝐶 = �3.1 + 𝑓𝑐′−40
50

�× 104        (3) 

( 40 𝑁/𝑚𝑚2 ≤ 𝑓𝑐′ < 70 𝑁/𝑚𝑚2)  
ここに， 

𝑓𝑐′(𝑡′) : 有効材齢 t’日のコンクリート圧縮強度(N/mm2) 

𝑓𝑐′(𝑖) : 基準材齢 i 日のコンクリート圧縮強度(N/mm2) 

𝑖 : 設計基準強度の基準材齢(＝28 日) 

𝑎, 𝑏 : セメントの種類，基準材齢に応じた定数 

(頂版：𝑎=3.6,𝑏=0.87 側壁：𝑎=3.5,𝑏=0.87 底版：𝑎=3.3,𝑏=0.88) 
𝑆𝑓 : セメントの種類に応じた硬化原点に対応する

有効材齢(日) 

𝐸𝑐 : 弾性係数(N/mm2) 

𝑓𝑐′ : コンクリートの圧縮強度(N/mm2) 

 

(5)配合推定 

配合推定結果を表- 6 に示す。推定において，セメン

トおよび骨材の化学分析値は，（社)セメント協会 F-18

「硬化コンクリート専門委員会報告」に示された仮定値

を使用した。当時の配合は，セメント，細骨材，粗骨材

の容積比で表されており，使用最低セメント量を 300kg

とした場合，セメント：細骨材：粗骨材=1：2：4(セメン

ト：骨材=1：6)とする配合が基本であった 5)。ここで，

単位容積質量(かさ比重)を，セメント 1,500kg/m3，骨材

1,650kg/m3 とすると表- 7 の容積比率となる。昭和 6 年

12 月に竣工した隣接する配水池の施工記録 8)によれば， 

使用した配合は 1：1.5：3，1：2：4，1：3：6，1：4：8

であり，これより先に建設された当該配水池も部材によ

って配合比を使い分け，頂版は 1：3：6(セメント：骨材

=1：9)，側壁と底版は 1：2：4(セメント：骨材=1：6)

の配合であったものと推定される。また，水結合材比も

50％以下と低く、中性化や塩害に対する抵抗性有する一 

 

  

表- 7 容積比率 

試験体名 
容積比率 

セメント 骨材 

頂版③ 1 8.5  

側壁水中② 1 6.9  

底版③ 1 5.9  

 

因になっていると考えられる。 

(6)成分分析 

成分分析結果を表- 8 に示す。表には，比較のため現

代の普通セメントペーストの分析結果を併記する。 
 ここで，ポルトランダイト（Ca(OH)2）は，セメント

の水和により生成する物質である。また石英（SiO2）も

セメントの主要成分であるが，セメントペーストでは検

出されていないことから，今回検出されたものは骨材由

来であると考えられる。これら以外の成分は，いずれも

土石中によく見られる物質であり，試料に含まれる骨材

に由来するものと考えられる。なお，ポルトランダイト

のピークは，底版③では明確に認められたが，頂版③で

は小さく，さらに側壁水中②では認められなかった。ポ

表- 5 圧縮試験結果および計算値 

試験 

体名 

実測値 計算値 

圧縮 

強度 

弾性 

係数 

圧縮 

強度 

弾性 

係数 

(N/mm2) (kN/mm2) (N/mm2) (kN/mm2) 

頂版① 46.3 41.2 
47.9 32.6 

頂版② 42.8 33.7 

側壁 

気中② 
38.8 39.4 

50.0 33.0 
側壁 

水中① 
30.6 39.0 

底版① 53.8 39.1 
54.0 33.8 

底版② 46.1 38.4 

表- 6 配合推定結果 

試験体名 

単位 

容積 

質量 

材料単位量(kg/m3) W/B 

(kg/m3) ｾﾒﾝﾄ量 水量 骨材量 (%) 

頂版③ 2,438 224 112 2,101 50.0 

側壁水中② 2,395 265 128 2,001 48.3 

底版③ 2,370 300 136 1,934 45.3 
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ルトランダイト以外の物質については，いずれも 3 つの

試料で大きな違いは認められなかった。施工当時は，火

山灰やケイ酸白土のようなポゾラン活性を持つ物質がコ

ンクリートの増量材や増強材として用いられていた 4)。

ポルトランダイトはセメントの水和により生成される物

質であるが，火山灰などのポゾラン活性物質と反応し，

カルシウムシリケート水和物（C-S-H）等を生成するこ

とにより減少する。ポルトランダイトの減少は，大気中

の二酸化炭素の作用によりカルサイト（炭酸カルシウム）

に変化することでも進行するが，試料は炭酸化していな

い部材内部から採取しており，今回の分析ではいずれも

カルサイトは認められていない。したがって，ポルトラ

ンダイトがほとんど，あるいは全く検出されなかった頂

版③および側壁水中②では，ポゾラン活性物質が使用さ

れていた可能性がある。一方ポルトランダイトが検出さ

れた底版③については，これらの混和材料が少量であっ

たものと考えられる。 

3. 2 鉄筋 

(1)配筋および腐食状況 

鉄筋は全て丸鋼であり，錆汁は認められたものの全く

腐食していないか軽微な腐食であり，断面の欠損は見ら

れなかった。また，鉄筋間隔が偏っている箇所もなく，

配筋状態は良好であった。 

側壁の内面は保護コンクリートがあるため，かぶりが

100mm 以上であった。なお，かぶりはいずれも中性化深

さ以上であり，腐食に対して緩やかな環境であったもの

と考えられる。また，採取した鉄筋の径は，幅止め筋を

除いて 16mm および 19mm であった。 

(2)引張強度 

鉄筋物性確認試験結果を表- 9 に示す。また，表- 10

に，施工時より後の，1925 年(大正 14 年)に制定された日

本標準規格第 20 号 G9 の「構造(橋梁，建築其ノ他)用圧

延鋼材」を示す 9)。今回の試験結果と比較すると，頂版

①を除いて引張強度および伸び率ともに基準を上回って

いることから，鉄筋は現在においても当時の標準的な品

質を維持しており，強度低下を生じていないものと考え

られる。頂版①の引張強さが規格値を下回っていたが，

外観上は健全であったことから，製造時の品質のばらつ

きによるものと考えられる。また，現行の JIS 規格の  

 

 

             
頂版 
③ 

側壁 
水中 
② 

底版 
③ 

ｾﾒﾝﾄ 
ﾍﾟｰｽﾄ 

ポルトランダイト 
Ca(OH)2 

△ － ○ ○ 

石英 
SiO2 

◎ ◎ ◎ - 

曹長石 
NaAkSi3O8 

△ ○ ○ - 

白雲母 
KAl2Si3AlO10(OH)2 

△ △ ○ - 

緑泥石 
(Mg5Al)(Si,Al)4O10(OH)8 

－ △ △ - 

注：◎，○，△は確認された各物質の最強回折線のバッ

クグラウンドを除く強度を表す。 

◎:20,000counts 以上 

○:20,000～5,000counts 

△:5,000counts 以下 

－:同定されなかったことを示す 

  

種類 引張強さ 標準引張試験片 伸び(%) 

鉄筋コンクリート用棒鋼 
39～52kg/mm2 第二号 21 以上 

(382～510N/mm2) 第三号(φ25 以上) 25 以上 

 

試験体名 
鉄筋径 

(mm) 
降伏荷重 

(kN) 
降伏点 

(N/mm2) 
最大荷重 

(kN) 
引張強さ 

(N/mm2) 
弾性係数 

(kN/mm2) 
破断伸び 

(%) 
絞り 

(%) 

頂版①外 18.8 74.1 266 101 363 205 39.5 68.1 

頂版②内 16.2 66.9 326 94.7 462 210 26.0 52.9 

側壁気中①内 15.9 72.8 365 106 532 206 27.7 53.0 

側壁水中①内 19.2 87.7 301 126 433 209 35.5 59.0 

側壁水中②外 19.2 91.7 311 138 468 211 28.5 60.7 

底版①内 19.3 87.5 299 129 441 207 27.2 50.1 

SR 235 - - 235 以上 - 380~520 - 20 以上 - 

 

表- 9 鉄筋物性確認試験結果 

 

表- 8 成分分析結果 

 

表- 10 日本標準規格第 20号 G9「構造(橋梁，建築其ノ他)用圧延鋼材」の規格 
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SR235 と比較しても，規格をほぼ満足しており，現在で

も十分な性能を有していると考えられる。 

(3)成分分析 
鉄筋成分分析結果を表- 11 に示す。JIS 規格における

SR235 はリン(P)を 0.05%以下に，硫黄(S)を 0.05%以下

に抑えるように規定されているが，これらの元素が比較

的多く含まれていることが分かる。また酸素(O)の量も，

現代の鋼において通常 10μg程度含まれていることから，

比較的多いといえる。これらの元素の含有量が多いのは

大正時代に使用された他の丸鋼でも見られる特徴である
2) 。硫黄や酸素が多いことで延性が低下するが，引張試

験結果から規定以上の品質は有しており，問題ないと判

断できる。また，リンが多いと靱性が低下するが，耐腐

食性に効果があるとされており 2)，鉄筋の腐食がほとん

ど生じていなかった原因の一つである可能性もある。 

 

4.  まとめ 

今回の調査から得られた主な結果を以下に示す。 
①外観上は頂版，梁の下面で鉄筋露出，コンクリートの

剥離等が見られたものの，全体的には顕著なひび割れ

や鉄筋腐食などは見られず健全な状態であった。 
②コンクリートは中性化，塩化物イオンの浸透がそれほ

ど進行しておらず，圧縮強度も 30N/mm2 以上であり，

高い耐久性を有していた。 
③コンクリートの配合は当時の一般的な配合が用いられ

ていたと推定され，火山灰などのポゾラン物質を含有

していた可能性がある。 
④鉄筋はコンクリートの充塡が不十分であったために腐

食および露出したものを除き，ほとんど腐食していな

かった。 
⑤鉄筋の物性は当時の標準的な品質を有しており，強度

低下は生じていなかった。また，現行の JIS 規格と比

較しても基準値を満足しており，現状でも十分な性能 

 

を有していることが分かった。 
以上の結果から，当該構造物は建設から 90 年を経た

現在でも十分な耐久性を有しており，一部の鉄筋腐食を

除けば，経年による劣化はほとんど生じておらず，健全

な状態を保っていたと考えられる。 
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表- 11  (a) 鉄筋成分分析結果 

元素名 C Si Mn P S Cu Ni Cr As Sn 

部位 質量分率(%) 

側壁気中② 0.13 0.17 0.68 0.056 0.051 0.24 0.21 0.059 0.15 0.025 

頂版③ 0.19 0.17 0.64 0.064 0.05 0.25 0.14 0.041 0.15 0.023 

底版② 0.19 0.007 0.52 0.026 0.047 0.66 0.1 0.014 0.012 0.012 

表- 11 （b）鉄筋成分分析結果 

元素名 Nb V Ti Mo Ca Al Co Sb N O 

部位 質量分率(%) μg/g 

側壁気中② 0.001 0.002 0.003 <0.005 <5 0.004 0.012 0.005 39 160 

頂版③ <0.001 0.002 0.003 <0.005 <5 0.004 0.01 0.004 38 145 

底版② <0.001 0.001 0.001 <0.005 <5 <0.001 0.027 0.002 23 82 
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