
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三協Ｍｉｒａｉからお届けする、技術情報ニュースです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年春号 Ｎｏ．１３ 

・シリーズ「歴史」 鉄筋（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

・特集 コンクリートの収縮 

・技術ニュース ＪＡＳＳ ５-2015 改定の要点 

・日本のコンクリート構造物 

http://photo.v-colors.com/285.html
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■鉄筋の歴史 

近代的な鉄の生産は、1713 年にイギリスの

ダービーが発明したコークス製鉄法に遡りま

す。その後、1766年に反射炉が 1784年には

パドル法の発明と進化を続け、1855年にベッ

セマー製鋼法が発明され鋼鉄時代が始まりま

す。鉄の丸棒は、17世紀には圧延した帯筋を

細切り機で切って造られていましたが、1766

年に丸棒などの圧延機の特許が出され、その

後パドル圧延法や蒸気機関による圧延法など

が開発され、1800 年代には鉄の丸棒（丸鋼）

の近代的製造が始まりました。 

日本では 1901年（明治 34年）に官営の八

幡製鉄所が造られ、丸鋼の生産が開始されま

した。八幡製鉄所が造られたのは西欧に遅れ

ること約 1世紀経っており、すでに鋼の時代

に入っていました。そのため八幡製鉄所では、

当初から丸鋼が生産されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902年の八幡製鉄の鋼材の生産量は約

24,000ｔで、そのうち丸鋼は 620ｔでした。

当時は輸入鋼材のほうが安く、国産の 5倍近

い鋼材が輸入されていました。そのため、当 

 

 

 

初は鉄筋コンクリート構造物に用いる丸鋼も 

輸入品が用いられていました。国産の丸鋼が

使われ始めたのは、1910年頃からといわれて

います。 

丸鋼が鉄筋コンクリートに用いられるよう

になると、コンクリートと鉄筋の付着力を大

きくするために、鉄筋の表面に「リブ」や「節」

と呼ばれる凹凸の突起を設けた異形鉄筋が考

案されました。最初に異形鉄筋が市販された

のは 1880年代後半で、考案者の名前をとって

サッチャーバーとよばれました。その後いろ

いろな形状の異形鉄筋が考案、製造されるよ

うになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本では 1900年代からアメリカから輸入

した異形鉄筋を用いていました。しかし 1923

年 9月に関東大震災が発生し、建設途中で完

成目前の内外ビルディングが全壊し、作業員

300人以上が犠牲となりました。この内外ビ

ルディングでは異形鉄筋を用いていたことか

ら異形鉄筋に疑問がもたれ、鉄筋コンクリー

トに使われる鉄筋は丸鋼に逆戻りし、第二次

世界大戦の終了まで異形鉄筋は用いられませ

シリーズ「歴史」 

鉄筋（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

丸鋼 

 

 

異形鉄筋 
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んでした。異形鉄筋を用いたビルが崩壊した

のは、鉄筋の定着不足、柱・はり接合部の不

適切な設計、使用した異形鉄筋の伸び能力が

丸鋼に比べて小さかったことなどが原因と考

えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二次大戦終了後は異形鉄筋が製造される

ようになり、1949年には愛知製鋼㈱が異形鉄

筋の製造を本格的に開始し、主に米軍施設や

占領下の沖縄で使用されました。1953年には

JIS G 3110「異形丸鋼」が制定され、1964年

には JIS G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」

が制定され、丸鋼と異形棒鋼が規定されまし

た。 

■鉄筋の製造 

 JIS G 3112に基づいて製造される鉄筋は高

炉鉄筋と電炉鉄筋に大別できます。 

 高炉鉄筋は鉄鉱石を原料として、高炉メー

カーによって高炉→転炉→圧延という銑鋼一

貫の工程で製造されるものです。電気炉鉄筋

は鉄くずを原料として、電気炉メーカーによ

って鉄くずを精錬→圧延して製造されるもの

です。2012年の統計では、電炉鉄筋の生産量

は、総生産量の 99％を占めています。これは

安価な鉄くずを用いて製造でき、資源の再利

用が図れることによります。ただし、鉄筋の

品質面では、切欠き靱性、ガス圧接性などは

高炉鉄筋より若干劣ります。 

■防食鉄筋 
 1970年代から、鉄筋コンクリート構造物に

おいて、塩分による鉄筋の腐食が問題となっ

てきました。これらは「塩害」とよばれ、鉄

筋コンクリート構造物の早期劣化を招くため

に対策が検討されてきました。この対策の一

つとして防食性のある鉄筋の開発が行われて

きました。それらについてご紹介します。 

・溶融亜鉛メッキ鉄筋 

 熱を加え溶融させた亜鉛に鉄筋を浸漬し、

鉄筋表面に亜鉛の被覆を形成させた鉄筋。他

の防食鉄筋に比べて安価なことから、沖縄県

などでは橋梁などで使用されている。 

・エポキシ樹脂塗装鉄筋 

 鉄筋の表面にエポキシ樹脂を静電紛体塗装

したもので、鉄筋の耐久性を大幅に改善でき

る。土木学会では「エポキシ樹脂塗装鉄筋を

使用した鉄筋コンクリートの設計施工指針

（案）」が制定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ステンレス鉄筋 

 ステンレス鋼で製造した耐食性に優れた異

形鉄筋。普通鉄筋に比べて格段に高い耐久性

を確保できるが、素材コストが高い。2008年

に「JIS G 4322 鉄筋コンクリート用ステン

レス異形棒鋼」が制定されている。 

・耐塩性鉄筋 

 鉄筋成分中にニッケルやタングステンを添

加した鉄筋。緻密なさび層を表面に形成させ

ることで、さらなる鋼材の腐食を抑制する。

指針や規定はまだ定められていない。 

関東大震災で全壊した内外ビルディング 

 

 

エポキシ樹脂塗装鉄筋 
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コンクリートの収縮とは 

乾燥収縮 

 

 

 

 

 

コンクリートの収縮には、乾燥収縮と自己

収縮があります。その他に炭酸化による収縮

もありますが、本稿ではコンクリート構造物

に影響の大きい乾燥収縮と自己収縮について

取り上げます。 

乾燥収縮は、コンクリートが乾燥を受けて

硬化体中の水分が逸散し、収縮する現象です。 

 自己収縮は、乾燥収縮のように水分の逸散

によって生じる収縮ではなく、セメントの水

和反応により水分が消費されコンクリートの

体積が減少して収縮する現象です。これらの

二つについて詳しく述べていきます。 

・乾燥収縮のメカニズム 

乾燥収縮のメカニズムとしては、以下のよ

うな理論が提案されています。 

①毛細管張力説 

乾燥によって毛細管空隙中の水が蒸発する

と、毛細管空隙を縮めようとして毛細管張力

（引張応力）が働き硬化体に体積減少を生じ

させる。 

②表面張力説 

セメントゲル中の吸着水が乾燥によって失

われることによって、ゲル粒子の表面張力が

高くなる。これによりゲル粒子の圧縮力が増

加し、体積減少が生じる。 

③膨張圧説 

ゲル粒子の吸着水の層厚は、粒子間の距離

が比較的小さい場合この粒子間距離によって

決まることがある。この時、粒子間には膨 

 

張圧が作用しゲル粒子は引き離されているが、

乾燥時にはその圧力の一部が解放されて、ゲ

ル粒子間の距離が減少し、体積減少が生じる。

④層間水移動説 

層状構造のゲル粒子間に水が出入りするこ

とにより層間隔が変化し、体積減少を生じさ

せる。 

・乾燥収縮に影響する要因 

 乾燥収縮は、コンクリートの材料、配・調

合などに影響を受けます。それらの影響につ

いて述べていきます。 

①セメントの種類 

 一般にセメント中のＣ3Ａの含有量が多い

ほど、セメントの粉末度が細かいほど、乾燥

収縮は大きくなります。セメントの種類別の

乾燥収縮（長さ変化率）を図-1に示しますが、

中庸熱ポルトランドセメントが最も小さく、

高炉セメントＢ種では大きな値となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②コンクリートの配・調合 

乾燥収縮は、単位水量が大きくなるほど、

単位セメント量が多いほど大きくなります。 

③骨材の性質 

 図-1に示すように、骨材の弾性係数が小さ 

特集 

表-１セメントの種類と収縮 
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自己収縮 

いほど、コンクリートの乾燥収縮は大きくな

ります。また、骨材の表面性状、吸水特性、

なども乾燥収縮に影響します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③混和材料 

 粉末状の混和材料は、材料の品質によって

は単位水量が大きくなるため、乾燥収縮が大

きくなることがあります。凝結遅延剤の多く

は乾燥収縮を減少させます。また塩化カルシ

ウムなどの硬化促進剤は乾燥収縮を増大させ

ます。 

 自己収縮は、前述のようにセメントの水和

反応により生じる体積減少です。そのメカニ

ズムは、乾燥収縮における水の移動や逸散と

は異なりますが、乾燥収縮における毛細管張

力による収縮と基本的に同じであるといわれ

ています。 

日本コンクリート工学会の自己収縮研究委

員会では、自己収縮を次のように定義してい

ます。 

 「セメント系材料において、セメントの水

和により凝結始発以前に巨視的に生じる体積

減少を自己収縮という。自己収縮には、物質

の侵入や逸散、温度変化、外力や外部拘束に

起因する体積変化は含まれない。」 

 自己収縮は、1940年に Davisにより報告さ

れた現象ですが、普通のコンクリートでは自

己収縮の大きさは、乾燥収縮の 1/10程度の値

であり、実用上は乾燥収縮と区別する必要は

ないとされ、その後ほとんど研究されること

はありませんでした。 

しかし、高性能減水剤やシリカフュームな

どを用いて、水結合材比が極めて小さい高強

度コンクリートが実用化されたことにより、

自己収縮が注目されるようになりました。 

図-2は普通コンクリートと高強度コンク

リートの乾燥収縮と自己収縮の関係を模式的

に示したものです。普通コンクリートでは収

縮の大部分は乾燥収縮が占めており、全収縮

＝乾燥収縮としても実用上大きな問題がない

ことが分かります。一方、高強度コンクリー

トでは硬化体の組織が緻密になることにより、

自己収縮の割合が大きくなります。自己収縮

は、水結合材比が小さくなるにしたがって大

きくなり、水結合材比が 17％のコンクリート

では、収縮の大部分が自己収縮によって占め

られるという研究結果も報告されています。 

自己収縮を低減する方法としては、乾燥収

縮の場合と同様に、Ｃ3Ａの含有量の少ないセ

メントの使用や、収縮低減剤、膨張材の使用

が有効です。 

 

 

 

 

 

 

測定状況 

カルシウム濃度の面分析結果※１） 

図-1 骨材の弾性係数と乾燥収縮最終値 

図-２普通・高強度コンクリートの収縮 
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「ＪＡＳＳ５ 鉄筋コンクリート工事」改定の要点 

 

前号に引き続いて、2015 年 7 月に改定された日本建築学会、「建築工事標準仕様書ＪＡＳＳ５

鉄筋コンクリート工事」の５節から１１節の主要な改定点をお知らせします。 

 

（５）５節 調合 

・単位水量および単位粗骨材かさ容積の標準値がそれぞれ３kg/ｍ３、0.02ｍ３/ｍ３小さい値に

修正された。 

・計画調合の表し方で普通骨材の質量を、表乾状態で表示することに変更された。 

（６）６節 コンクリートの発注・製造および受入れ 

・使用するコンクリートは JIS A 5308に適合するレディーミクストコンクリートで、①適合性

認証済み（JIS マーク表示製品）または②認証を取得していないが適合性が客観的に認められ

るものとなった。 

・計量誤差が、計量値の許容差に変更された。 

（７）７節 コンクリートの運搬・打込みおよび締固め 

・従来先送りモルタルの品質変化した部分は型枠内に打ち込まないとしていたものを、先送り

モルタルは、原則として型枠内に打ち込まず廃棄することに変更された。 

・打継ぎにおける「計画供用期間の級が長期および超長期の場合の打継ぎ部の処置方法は、特

記または設計図書による」との本文の規定が削除された。 

（８）８節 養生 

 ・土木学会コンクリート標準示方書の年号を最新版（2012）にし、また ISO 22966:2009 が追

加された。 

（９）９節 型枠工事 

・部材それぞれの許容変形量が３ｍｍ程度から２ｍｍ程度に修正され、また総変形量は５ｍｍ

以下が望ましいことが解説に追記された。 

（１０）１０節 鉄筋工事 

・エポキシ樹脂塗装鉄筋の圧接の記述が削除された。 

・不良圧接部および溶接不良個所の「添え筋による補強」が削除された。 

（１１）１１節 品質管理および検査 

 ・試験・検査を依頼する機関として「外部の試験機関」の呼び方を「第三者試験機関」に変更 

し、１節に定義が示された。 

 ・従来の JASS 5 の方法以外で構造体コンクリート強度の検査を行う場合については「コンク

リートの品質管理指針・同解説」を参考にすることが追記された。 
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日本最古の重力式コンクリートダム ―布引五本松ダム― 

新神戸駅の北側に位置する布引五本松ダムは、1900年（明治 33年）に完成した日本最

古の重力式コンクリートダムです。ダムの原案はイギリス人技師のＷ．Ｋ．バルトンによ

りアースダムとして設計されましたが、日本人技師吉村長策、佐野藤次郎らによって現在

のコンクリートダムに設計が変更されました。1995年（平成７年）の阪神淡路大震災で一

時漏水が増加しましたが大きな損傷はなく、100年以上を経た今日まで神戸市の貴重な水

源として使用されています。布引五本松ダムを含む、布引水源地の９施設が国の重要文化

財（建造物）に指定されています。 

 

日本のコンクリート構造物 
 

散策路 

全景 

取水設備 

 

 
非常用洪水吐 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

  本 社    〒105-0013  東京都港区浜松町 1-9-10（DaiwaA浜松町ビル） 

                       Tel. 03(3431)8266／Fax. 03(3434)5422 

 

  大阪支店   〒541-0059  大阪市中央区博労町 3-3-7(ＯＲＥ本町南ビル) 

                         Tel. 06(6252)7075／Fax. 06(6252)7076 

 

  仙台営業所  〒980-0023  仙台市青葉区北目町 2-39(東北中心ビル) 

                            Tel. 022(266)4662／Fax. 022(266)4663 

 

  福岡営業所  〒812-0013  福岡市博多区博多駅東 2-4-17(第六岡部ビル) 

                              Tel. 092(481)3265／Fax. 092(481)3266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 三協Ｍｉｒａｉ株式会社 

               東京都港区浜松町 1-9-10（DaiwaA浜松町ビル） 

              ＵＲＬ：http://www.sankyomirai.co.jp 

 三協Ｍｉｒａｉ株式会社 


