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１．補修工事の概要
・石井閘門の補修工事は、以下のスケジュール及び施工会社によって実施。
【スケジュール】
平成 25 年 10 月 21 日～平成 26 年 3 月 28 日
隅石欠損部補修

階段部補修

【工事担当】
工事全体
煉瓦工事
石材工事
開閉機等機械工事
足場工事
３D レーザー測量
施工監理

（株）榮興業
（株）肥後屋商店
（有）レイブリックス
（株）寒風
日本製紙石巻テクノ(株)
（株）栄進
日野測量設計（株）

宮城県石巻市
東京都千代田区
神奈川県川崎市
秋田県男鹿市
宮城県石巻市
東京都墨田区
宮城県石巻市

（株）東京建設コンサルタント
（株）文化財保存計画協会

東京都豊島区
東京都千代田区

開閉機基礎コンクリート撤去

閘室内段差調整

・工事手順（次ページの工程表参照）

仮設足場設置

開閉機撤去

笠石取り外し

笠石欠損部補修（秋田工場にて）
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ズレ落ちた隅石補修

煉瓦積取り外し

煉瓦積再設置

煉瓦天端補修

笠石再設置

開閉機基礎コンクリート再設置

工事内容
仮設工事

浮足場設置･撤去
笠石（取り外し・補修・再設置）

石工事

1日

１２月
15 日

31 日

1日

１月
15 日

30 日

２月
15 日

1日

設置（11 月 12 日より開始）
補修（工場および現場）

試験的に一部補修

補修

煉瓦積（取り外し・再設置）

再設置

取り外し

煉瓦天端（ひび割れ等）補修

笠石設置状況を踏まえ実施

取り壊し

閘尾部側取り壊し

閘頭部取り壊し（煉瓦工との調整）

再設置
取り外し・製作・再設置

根固め工

閘頭部深掘れへの根固め設置

備考

31 日

取り外し･補修・再設置

煉瓦工事

開閉機設置工

３月
15 日

再設置

階段・段差調整
（取り外し・補修・再設置）

開閉機基礎コン
クリート工

1日

撤去

取り外しおよび補修（現場）

隅石（補修）

28 日

再設置（煉瓦工との調整）
取り外し（11 月 22～26 日実施）

設置

設計･製作

設置

埋設保存工

閘頭部左岸に設置
設置

旧開閉機展示工

閘頭部左岸に設置
設置

防護柵設置工等
現場における施
工監理指導
その他

設置

東京建設コンサルタント
＋ 文化財保存計画協会

(11/18)(11/28)
(12/6)(12/11)(12/17)

視察･見学など

検討委員等現地確認
12/6 12/11 12/16
石巻工業高校見学
12/17

(1/9)(1/14)(1/27)

12/17

(2/4)（2/18）
（2/28）
市長視察 2/5
市関係者視察 2/6

12/19

(3/6)

第 5 回検討委員会(3/12)

※
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赤線部分は今後実施予定

２．補修工事によって発見された事項
№

新たに発見された事項
№
笠石のズレ止め金具

笠石下からの鉛板

(主要なもの)
項目・写真・役割 等
長さ 900 ㎜（推測） 太さ 20 ㎜ Ｌ形部分

60 ㎜

項目・写真・役割 等
縦 35～44 ㎜×横 31～39 ㎜×厚 2～3 ㎜

(健全なものの場合)

4

K－⑥ 笠石（R26）の下にある場合は
2～４枚程度重ねて利用されている

1

K-①

健全な部位

K-②

【考察】
笠石が運河側にズレ落ちないようにするための金具
笠石のズレ止め金具

長さ 450 ㎜

太さ

20 ㎜

K－⑥ 笠石（R26）の下で利用されて
いる状況

K－⑦ 隅石に利用されている状況
(後から打ち込んだように見える)

【考察】
・笠石の下部から多数発見、特に、閘尾部の笠石、隅石に多く見られる。
・笠石設置後に笠石のぐらつき防止のために利用された可能性がある。あるいは、笠石設置時に高さ調整のた
めに利用された可能性もある。
笠石（L42）下から見つかった金物
120 ㎜×10 ㎜×5～2 ㎜

腐食が進んだ部位

(詳細は次ページ以降を参照)
Ｌ形部分 45 ㎜

（左岸側のもの）

5
K－⑧

笠石・L42 のみで発見

2

K-③

閘尾部・左岸側にあった金具

【考察】
・笠石の下に差し込み、笠石のぐらつきを調整した金物と思われる。周囲にモルタル片が付着し、笠石設置時
に利用した可能性がある
K-④

閘尾部・右岸側にある金具

（笠石取り外し中に抜け出た）

笠石に埋め込まれていた金具

【考察】
笠石が堤内地側にズレ落ちないようにするための金具
（建設当時は閘門が周囲よりも高い位置にあったためと思われる）
笠石下から見つかった釘
長さ 33 ㎜ 幅 7 ㎜

72 ㎜×径 20 ㎜

6

3
K-⑤ 和釘
（閘頭部左岸 L5 の
笠石下部より発見）

K－⑨

笠石・R30 で発見

補修工事前から笠石天端に打ち込まれている状況を確認

【考察】
閘尾部の笠石（R30）に打ち込まれていた金物

【考察】
・閘頭部左岸の笠石下部から出て来た金属は、その形状から和釘であると思われる。
石井閘門施工時に利用されたものと考えられる。

3

№
笠石下からの木片

項目・写真・役割 等
縦 80～100 ㎜×横 80～100 ㎜×厚(不明)

№

項目・写真・役割
隅石からのダボ

木製キャンバーであった場合大きさ

等

80 ㎜×50 ㎜×45 ㎜

R29 の笠石下部に設置さ
れた木製キャンバーの設
置跡

10
7
S－③

S－①

R33 の笠石下部にあった木片

閘尾部では、木製キャンバ
ーの形がそのまま残るも
のも確認

隅石からのダボとダボ穴

【考察】
・隅石を止めていたダボ(安山岩)

【考察】
・笠石の下部から見つかった木片 形や置かれている場所から笠石設置時に利用された木製キャンバーと思わ
れる。
笠石のダボ穴からの硫黄
取り外した 78 石のうち、17 石から硫黄が確認された

モルタル片

笠石（L17）周辺から採取したモルタル片

等

11
8
S－④

S－②

【考察】
・下地にあったモルタルは劣化が進んでおり､一部は周囲の土と一体化している。

R22 のダボ穴から出てきた硫黄

煉瓦

【考察】
石と石とを接続するために利用されたと考えられる。(詳細は次ページ以降を参照)
笠石からのダボ

S－④ 笠石（L17）の下地にあったモルタル
(周囲の土砂も含む)

笠石（L17）の目地モルタル

220 ㎜×112 ㎜×

57 ㎜

大判 233 ㎜×116 ㎜×59 ㎜

50～70 ㎜×60～45 ㎜×30～50 ㎜ (井内石) 長さはダボ穴から推定すると 90 ㎜程度
(外れたダボ石は割れているため実施に利用されているダボ石の半分程度の大きさ)

12

9
L1-L2 の間のダボは安山岩

半分に割れたダボ・井内石

完全に割れたダボ・井内石

S－⑤

閘頭部右岸にあった煉瓦（並）

S－⑤

閘頭部右岸にあった煉瓦（大判）

【考察】
・取り外した約 1200 本の煉瓦からは刻印は発見できなかった。なお、大判については、表面のデザインに利
用するだけでなく構造体内部の煉瓦積でも一部利用されていた。(詳細は次ページ以降を参照)

笠石では、このダボだけが安
山岩であった

【考察】
・石井閘門では、笠石が安山岩、井内石積が粘板岩である。この二種類の石の特性から見ると、粘板岩の井内
石の方が堅くダボ石に適していると思われる。
・ダボ穴の大きさは,縦 60×横 60×深 50 ㎜程度となる

4

№

項目・写真・役割 等
230 ㎜×115 ㎜×65～50 ㎜(バチ形の部分)

耐火煉瓦

№

項目・写真・役割
階段脇の石積

等

不明

横から見るとバチ形が
よく分かる

13
S－⑥

閘頭部右岸の植栽下部(地中)から見つかった耐火煉瓦

16
【考察】
・今回発見された耐火煉瓦は、バチ形で、表面には｢OY● SK３●｣(●は判読できず)と刻印されている。なお、
平成 24 年度調査においても閘室内の底部から同様の耐火煉瓦が見つかっている表面には、｢OYK SK３４｣と
書かれ、形は並形で大きさは 230 ㎜×115 ㎜×65 ㎜となっている
・これらの煉瓦は、通常の煉瓦よりも大きく､今回見つかったものがバチ形でもあり、何故この場所にあったか
が不明である。
閘頭部

門扉周辺からのアンカー頭部

50×50×100 ㎜
ベースの大きさ

閘頭部の階段補修を実施するため、階段の周囲を掘削した結果、階
段の脇から井内石積が発見された。なお、明治 35-36 年の図面には、
階段脇に石積みの絵柄があり、建設当時から石積があったことが分
かる

明治 35-36 年に測量された北上川
平面図に描かれた石井閘門周辺

【考察】
・建設当時は、北上運河側が低いため北上川（閘頭部側）を高くするために土堤(堤防)がつくられ、その護岸的
な役割として井内石の石積が設けられてと考えられる。なお、井内石積は、閘室のような控えのある積み方で
はなく、石張的な積み方のように見える。
・今回は補修する必要もないことから、手をつけずに埋め戻す。

125×125×10 ㎜（10 ㎜は上部に出ている
部分のみ）

14

S－⑦ 閘頭部の両岸から
発見された

【考察】
・昭和 41 年の鋼扉設置時に門扉のヒンジを固定するアンカーとして利用されているものと思われる。
(詳細は次ページ以降を参照)
閘尾部･左岸側のアンカーからの鉛
70×20×30 ㎜

15

S－⑧ アンカー部分の周囲に鉛の固まりが付着
（ズレ落ちた隅石設置時に外れたものを保管）

【考察】
・石と金物を接着させる方法として鉛を流し込む技法があったことから、昭和 41 年の工事でも同様の手法
用いられたものと思われる。

5

発見された場所

(閘頭部)

笠石下部から発見されたズレ止め金具の位置

笠石ダボ穴から硫黄が出て来た場所

その他

凡例
ズレ止め金具が見つかった場所（健全
ズレ止め金具が見つかった場所（腐食

凡例

凡例

K-①）

笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）

硫黄でダボが固定されたことが確認できた場所

K-②）

モルタルでダボが固定されたことが確認できた場所
和釘（K-⑤）

笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）
笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）

モルタル片（S-④）

↑

↑

旧北上川

旧北上川

↑

地中

煉瓦・大判を含む（S-⑤）
耐火煉瓦（S-⑥）

6

旧北上川

発見された場所

(閘尾部)

笠石下部から発見されたズレ止め金具の位置
凡例

笠石ダボ穴から硫黄が出て来た場所

その他

凡例
ズレ止め金具が見つかった場所（健全
ズレ止め金具が見つかった場所（腐食

凡例
硫黄でダボが固定されたことが確認できた場所

K-①）

笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）

モルタルでダボが固定されたことが確認できた場所

K-②）

笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）

笠石を取り外し再設置したもの（数字は番付番号）

金物（K-⑧）

K-③
アンカーからの鉛（S-⑧）

鉛板（K-⑦）
北北上運河→

北北上運河→

隅石ダボ（S-③）

北北上運河→
鉛板（K-⑥）
金物（K-⑨）

K-④

木片（S-①）
硫黄（S-②）

7

３．補修工事によって判明した事項

・この金具（丸鋼）は、文献（工学叢書

第六号

明治 14 年等）においても記載がなく、その素材が

どのようなものか分かっていない。そこで、金属分析を行う研究機関に依頼し、金属の組成分析等を

(１)

笠石のズレ止め金具による設置方法

行った。（文献では、煉瓦は東京･小菅産、セメントは東京･深川産と言われている）
・その結果、この金具(丸鋼)は錬鉄で作られた素材で、圧延処理を施し丸棒にしたものと考えられる。
なお、素材の中に含まれるリンが高濃度であることから、日本で産出する鉄鉱石等利用して製造され

・笠石の下から発見された金具は、形状から笠石のズレ止めであると判断できる。これと同様の金具に
ついては、昨年度（平成 25 年 2 月）に井内石の裏込め調査時にも発見されている。なお、昨年度の

たものではなく輸入材であると考えられる。
・なお、明治期に実施された奈良県・唐招提寺の補修で利用されたベルギー産と言われるボルトとよく

段階では、1 つのみが発見されたため“部分的に利用されている”あるいは“後で設けたもの”とも考え

似た成分組成であることから、この金具(丸鋼)は、ベルギーで造られた可能性がある。

られた。

(注意:

・しかし、今回は金具が規則的に配列されていたこと、煉瓦天端積の下部に金具が埋め込まれているこ

文献や成分組成からベルギー産であると推測するものであり、１つの可能性を示したものである)

となどを踏まえると建設当時から設置されていたと考えられる。
金具

長さ 90 ㎝（推定）

Ｌ形部分 6 ㎝

表-3-1

太さ 2 ㎝

金具は､笠石に開けられた穴に
差し込まれていた（モルタル等
による接着はない）

C 炭素

成分分析結果（wt％）
Si 珪素

Mn

ﾏﾝｶﾞﾝ

P ﾘﾝ

S 硫黄

試料名
石井閘門のズレ止め
金具

0.016

0.16

0.069

0.32

0.012

唐招提寺のボルト

0.009

0.12

0.063

0.38

0.034

錬鉄
（平均的な化学成分）

0.05～0.25

0.02～0.2

0.01～0.1

0.05～0.23

0.02～0.1

笠石の重さは 1 個 150～200 ㎏

※ベルギー産のボルト成分は「奈良県教育委員会

国宝唐招提寺金堂修理工事報告書

2009」

※試験は、日鉄住金テクノロジー(株)で実施。
こちら側がどのように煉瓦と接続しているかは不明
金物は煉瓦を削りモルタルで固定
されていた（笠石・L16 を取り外す
ために金物を切断した断面より）

図 3-1

※鉄は、錬鉄、銑鉄、鋼鉄などに分けられ、錬鉄は、明治期に本格的に鋼鉄が造られるようになり､その後あまり利用さ
れなくなってくる

笠石のズレ止め金具のイメージ断面

笠石に取り付けられた状態
（発見時は、違う場所から見つかった。
井内石積の背後は、過去の掘削されて
おり、その時に外れたものと思われる）

笠石（L41）に利用されていた金具を試料とした
（金具を切断しないと笠石が外れないことから切断したものを利用）

Ｈ25.2 に発見された金具
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(２)

笠石の硫黄を利用した設置方法

①硫黄について
・今回の補修工事では、181 個ある笠石のうち、78 個を取り外した。このうち、17 個の笠石のダボ穴
から硫黄臭がする黄色粉が発見された。そこで、文献（①､②）を調べた結果、石材工事において石
と石、あるいは石と他のもの（金属など）を接続する方法として鉛や硫黄を用いることが明記されて
いることが分かった。特に、硫黄は安価であり使い勝手が良いとしている。
・文献(②)によると、｢硫黄は熱すると粘性のある液体となり、それをダボ穴に流し込みダボを植え込
む｣としている。また、この文献では、縦に積み上げる石積のダボの固定に説明され、片側を硫黄で

ダボ穴から出て来た硫黄

役石（角落部分）等の一部の笠石では硫黄
があったダボ穴の位置が異なる

笠石にダボが残っている状態

ダボ穴が他とは異なる位置にある。この笠石
では他の笠石と反対側から硫黄が出て来た

固定、もう片側をトロ（モルタル）で固定する事例があり、ダボの固定に硫黄とモルタルが用いられ
ていることが分かる。
・このように石の接続に硫黄を用いることは明治期には一般であったと考えられ、今回、笠石から見つ
かった黄色粉は硫黄であると判断できる。

上部のダボ穴には、トロ(モル
タル)が流し込めないので、空
洞となりダボが遊ぶので望
ましく無いとしている

上部のダボ穴に硫黄を流し
込み、ダボを固定し、そのあ
と、下部のダボ穴にトロ（モ
ルタル）を流し込みダボを固
定するとしている。

図 3-2 ｢建築石材施工と積算｣に示されたダボの固定方法(石積例)
文献）

・このように、役石等となる２石以外は、硫黄が出てくるダボ穴の位置が一定であり、笠石を据え付け
る場合に、片側のダボはモルタルで固定し、もう一方は、粘性のある硫黄をダボ穴に入れておき、笠

①建築工事仕様見積
河津七朗 吉田全三 大正４年（改訂大正１２年）
②建築石材施工と積算 田中昌穂著 1957 年

石を押しつけながらはめ込んだものと思われる。

②硫黄を活用した笠石の設置方法について
・今回、笠石のダボ穴から硫黄が出て来ている。出て来た硫黄の場所等を整理したところ、笠石の一方
は硫黄でダボを固定、もう片側はモルタルで固定するものが複数確認された。
・このように、硫黄とモルタルの位置が一定であることから推測すると、ダボをモルタルで固定し、そ
の後、笠石を動かして硫黄のあるダボ穴に入れる施工方法が用いられたものと思われる。
・このパターンが確認できたものは、補修する笠石・78 個のうち 17 個であり、補修全体の 22％とな
る。なお、このパターンが確認できなかった残りの 61 個（78％）は、ダボがそのまま残りダボ穴の
中が確認できないもの、ダボ穴に硫黄があった形跡が判断できないなどである。
（一部役石部分は除く）
左側

右側

笠石①

井内石のダボ

モルタルでダボを固定

笠石②

笠石③

硫黄でダボを固定

図 3-3 笠石のダボ接続方法のイメージ図

施工方法（推定）
・現場では、笠石①を据え付け、笠石①
の右側ダボ穴に熱した硫黄を粘土状
にして押し込み設置
・次に、別の場所で施工(モルタルによる
ダボの接着)した笠石②を笠石①に差
し込む
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(３)

図-3.4 笠石・L41 下部の状況

笠石下部のモルタル設置方法
【閘頭部・左岸･L16 の笠石】

・笠石の下部と煉瓦との間からモルタルが発見された。このモルタルについて観察した結果、煉瓦上部
に一度モルタルを 1 ㎝程度敷ならし､その上に調整用モルタルを団子状に盛り上げ､笠石を据え付け
たものと思われる。
【閘尾部・左岸･L41 の笠石】

閘頭部左岸 L16 の笠石を取り外した瞬間
・笠石の下には土砂が 10 ㎜程度たまっていた。
・笠石の先端部分（川側）には植物が入り込んで
いる。
閘尾部左岸 L41 の笠石を取り外した瞬間
・笠石の下には土砂が 15 ㎜程度たまっていた。
植物の根も見られる

敷均モルタルの割目から植物の根が侵入し､
モルタルや煉瓦を痛めている。

土砂を取り除くと、モルタルが 12 ㎜程度、敷
均してある。

調整モルタルが 37 ㎜程度盛り上がっている
ことが確認できる。

笠石据え付けの調整としてモルタルが盛りつ
けられている。

笠石（L41）
水が流れ込むとともに土も流れ込み土砂が堆積

調整モルタル（37 ㎜厚程度）
モルタル（14 ㎜厚程度）
モルタル（12 ㎜厚程度）

調整モルタルの固まりは、下にある敷均した
モルタルとは一体化していない。

水が流れ込むとともに土も流れ込み土砂が堆積

土砂（15 ㎜厚程度）
調整用モルタル（高 57 ㎜）

笠石の先端部分（川側）に植物が入り込み、そ
の根によって敷均したモルタルが細かく砕け
ている

植物の根が入り込み敷均した
モルタルが細かく砕けている
土砂（10 ㎜厚程度）

鉛
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(４)

隅石の設置方法

図-3.5 笠石・L16 下部の状況

（５）マイターゲートのヒンジ設置方法

・煉瓦積と一体的になっている隅石は、金具等によるズレ止めはなく、自重および上部にある笠石の抑

・閘頭部の門扉周辺から見つかった金物（6 ㎝角程度の大きさ）が発見された。確認の結果、この金物

えによって構造体を形成していることが分かった。なお、隅石どうしはダボによって接続されている

は、マイターゲートの上部ヒンジを固定するためのアンカーであると考えられるた。

ことが確認された。

・マイターゲートでは、門扉が開いた場合（水流方向）の固定と、閉まった場合（合掌方向）の固定を
考え、２個所にアンカーを設けるのが一般的であり、おおよそ、扉体の寸法の１／３程度の長さのア
ンカーを埋設するといわれている。

水流方向にあるアンカー（位置＝№1）
周囲の煉瓦を補修のため取り除いた
ところ隅石がぐらつき、安全確保の
ために取り外した（閘尾部・左岸）

取り外した結果、煉瓦側との接続は
わずかなモルタルのみであった。
下部の隅石とは隅石はダボで接続さ
れていた

合掌方向にあるアンカー（位置＝№2）

隅石の一部が欠落した部分を見
ても周囲の煉瓦との接続に金具
等が利用されていない

このヒンジのアンカーは
取り外していない笠石の
下にあると思われる

閘尾部右岸の水面側ではない方の笠石
では、煉瓦の一部と笠石とが金具で接続
されていることが判明している。
このような金具で隅石は接続されてい
ないことが分かった。
写真№１

閘尾部におけるヒンジの取り付け状況
写真№2

図-3.6 閘頭部ヒンジのアンカー位置
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（隅石がズレ落ちたことにより判明）

・閘頭部左岸においては、取り外し段数が 5 段程度まであったため、煉瓦積のカーブがどのように積

（６）煉瓦の積み方

まれているかが確認された。その結果、以下の点が分かった。
・石井閘門は､イギリス十字積と言われる積み方であることから、その積み方がどのように組まれてい
るかを整理した。その結果、積み始めとなる隅に“七五”と“小口”の煉瓦を用い、4 段で 1 つのパ

◆カーブにおける積み方

ターンを造り、その組み合わせによって積み上げられていることが分かった。なお、門柱部分では、

①小口が表に出る場合は、カーブをセリ落とし(台形にする)で対応。

隅石の間が狭いためこのパターンでは処理されていない。

②長手が表に出る場合は、煉瓦をそのまま利用し、目地幅でカーブをつくる。
③図-3.7 の表に小口が出る場合（4 段目）は、半マスと呼ばれる正方形の煉瓦を利用。

【閘頭部･右岸における煉瓦積パターン】

④内部に行くほど目地幅を広くしてカーブに対応。
凡

例
①セリ落としで対応し、
カーブをつくる

小口（並煉瓦の半分）

②長手が表にでる場合は、煉瓦を加工せずに利用
（目地幅でカーブをつくる）

七五（並煉瓦の 3/4）

1～4 段目が 1 つのパタ
ーンを構成

③4 段目では、小口が表に
出る場合は、半マス煉
瓦で対応

並（普通煉瓦）
隅石周辺
の積み方

1 段目
2 段目
3 段目
4 段目
5 段目
6 段目
7 段目

小口が入る

④煉瓦積の内部の方の目地
幅が広く、目地幅でカーブ
に対応

３D 測量（H26.1.7）成果
ヨウカンと言われる半分
の煉瓦で調整
1 段目･3 段目の積み方

4 段目の積み方
（2 段目はこの断面の小口がないもの）

図-3.9 閘頭部右岸の煉瓦の各段の組み方

図-3.7 閘頭部右岸の煉瓦積みパターン

【閘尾部・左岸･門柱周辺の煉瓦積パターン】
３D 測量（H26.1.7）成果

閘頭部･左岸・煉瓦取り外し前状況
→表に小口が出る煉瓦はバチ形にセリ
落としている状況が分かる
側面 B→
←側面 A

↑正面
目地幅が広い

門柱周囲では、正面、側面 B で
は、十字になるが、側面 A では、
単純な積み方となる
側面 B

正面

側面 A
長手が表に出る場合の組み方の状況

図-3.8 閘尾部･左岸･門柱の煉瓦積みパターン
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煉瓦積の内部の方が、目地幅が広い

（７）煉瓦の目地

（８）煉瓦の大きさ･形とデザイン

・今回、足場を設置したことにより、煉瓦積の目地を間近に見ることが可能となった。その際、一見覆

①230 ㎝の大判煉瓦等の利用

輪目地のような飾り目地が見つかった。そこで、今回発見された目地が覆輪目地であるかの検討を行

・両側に隅石を備える場所で

った。その結果、覆輪目地の特徴である｢目地が強調されるようなコテ仕上げ｣と言うほどの膨らみを

230～235 ㎜の煉瓦 1 個で構
成されている。下段は 110～
115 ㎜の煉瓦 2 個で構成さ
れている

は、煉瓦の大きさを通常の

持つ目地部分は大変少なく、覆輪目地の特徴である縦目地と横目地の中央部に重なって見える形状

煉瓦とは異なる煉瓦を利用

“かえる股” が見当たらない。

し、小さな煉瓦をはめ込ま

・このことから、石井閘門では覆輪目地は利用されておらず、浅目地(平目地も含む)で仕上げられ、煉

ないでも良いようにデザイ

瓦からはみ出ているところは出目地押さえになっていると思われる。なお、この出目地押さえが覆輪

ンされている。

目地かのように見えたものと思われる。

※通常の煉瓦は、221×112×58
（製作煉瓦の大きさ）

110～115 ㎜の煉瓦 3 個で構
成。下段は 170～175 ㎜の煉
瓦 2 個で構成されている

石井閘門･閘頭部・右岸側の
煉瓦積写真
かえる股による処理がない

横目地は、櫛のような先端の
尖った道具を用い目地をは
み出した部分を取り除いた
感じも見受けられる

②曲面に利用されている煉瓦について
・石井閘門の閘頭部・閘尾部は美しい曲線を描いた煉瓦積が見られる。この曲面において役物が利用さ
れているかを把握した。その結果、測定した 57 個のうち、5 ㎜程度の曲面を持つ煉瓦は 5 個であり、

【目地に関する情報】

全体の 9％程度となっている。また、その曲面も一定の大きさではない。
・このことから曲面を作り出すために役物(異形)煉瓦を用いたものではなく、通常の煉瓦を利用して曲
面をつくり出していると思われる。

〇覆輪目地の特徴
覆輪目地は、中央部が“かまぼこ”のように盛り上がっている。
また、縦目地が横目地の中央部に重なって見える形状“かえる股”と言われる処理である。

5 ㎜程度の開きがある

資料＊鹿島建設 HP みる覆輪目に関する情報

〇目地について
浅目地の事例

平目地の事例

出目地押さえの事例

曲面ではない例

AZ れんがテクノ株式会社 HP にみる目地（http://www.az-renga.co.jp/products/meji.html）
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5 ㎜程度の曲面がある例

（９）煉瓦積から漏水要因
・煉瓦積の補修は、笠石より５段程度下までの煉瓦を積み替えている。この煉瓦の劣化原因は、煉瓦積
の背後から“水みち”ができ、その結果、凍結融解を繰り返し煉瓦や目地が劣化し破損したものと思わ
れる。
・この“水みち”になる原因は、閘頭部では、昭和 41 年に設けられた開閉機のピット部に雨水が貯まり、
その雨水がピットのひび割れから流れ込むことが考えられる。また、閘尾部では、同様に昭和 41 年
に設置された開閉機基礎コンクリートを今回撤去したところ、基礎部が充分に転圧されておらず、井
内石などが無造作に並べられていた結果、石との間に大きな空隙が出来ていたため、その空隙が“水
みち”になったものと思われる。なお、今回の補修工事では、これらの“水みち”を塞ぐ補修を実施し
ている。
閘頭部の状況
昭和 41 年に設けられたピットには排水用のドレインが設けられているが、
現在では機能せずに雨水が貯まる状態となっている。
また、ピットもひび割れ水が染みこみやすいようになっている。

雨水が溜まった開閉機ピット（閘頭部右岸）

開閉機ピットには亀裂がありそこから
煉瓦に染みこむ

閘頭部左岸の煉瓦積状況

閘尾部の状況
昭和 41 年に設けられた開閉機基
礎コンクリートの下で大きな空隙
が見つかった。また、開閉機基礎コ
ンクリートと煉瓦天端との間には
大きな隙間が発生し、雨水が入り
込みやすい状態にあった。
隙間から雨水が流れ込む（閘頭部左岸）

煉瓦積背後には空洞が多く見られた
（閘尾部左岸）

周囲の雨水が煉瓦積側に流れている
（閘尾部右岸）

閘尾部右岸の煉瓦積状況
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