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2) ダム用水門設備 

1. 適用範囲 

この基準は，ダム用水門設備の製作，据付に適用する。 

1-1 区分及び構成 

水門設備の区分及び構成は表-2・27 のとおりとする。 

 表-2・27 区分及び構成 

区分 構成 

放流設備 扉体，戸当り，開閉装置，基礎材，空気管，充水装置，操作制御設備等 

制水設備 扉体，戸当り，開閉装置，基礎材，空気管，充水装置，操作制御設備等 

取水設備 扉体，戸当り，開閉装置，整流装置，スクリーン，取水塔，操作制御設備等 

放

流

管 

大容量放流管 フード，ベルマウス，管胴，整流板等 

小容量放流管 ベルマウス，直管，曲管，漸縮管，異径管，分岐管等 

小容量放流設備用

ゲート・バルブ 

扉体又は弁体，ボンネット，ケーシング又は弁胴，ボンネットカバー，開閉装置，空

気管，充水装置，操作制御設備等 

付属設備 操作橋，管理橋，階段，手摺等 

（注）1．制水設備とは，予備水門扉又は修理用水門扉に使用されるプレートガーダ構造のローラゲート，

スライドゲート（サーニットゲートを含む）をいう。 

2．取水設備とは，円形多段及び直線多段ゲートをいう。 

3．大容量放流管とは，ダムの放流設備の上流部に設けられる矩形断面を有する管路及び下流部に

設けられる整流板等をいう。 

4．小容量放流管とは，円形断面を有する取水設備，小容量放流設備用水圧鉄管及び発電用水圧鉄

管をいう。 

5．水門設備に付随する，管理橋，階段，防護柵等の付属設備の製作据付は「第 18 章鋼製付属設備」

によるものとする。 
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1-2 区分の解説 

表-2・27 における，区分に該当する設備は以下のとおりとする。 

 

河川用水門設備   中・大型水門，堰   プレートガーダ構造ローラゲート ←     
        

      シェル構造ローラゲート      

準
用
で
き
る 

         
      プレートガーダ構造角落しゲート      

         
   小形水門   プレートガーダ構造ローラゲート（10m2 未満）   

      
      プレートガーダ構造スライドゲート（10m2 未満）   

      
   起伏堰   起伏ゲート      

         
      ゴム引布製起伏ゲート      

         
   特殊ゲート   マイタゲート，スイングゲート      

         
      横引きゲート      

         
ダム用水門設備   放流設備   三方水密ラジアルゲート（クレストラジアルゲート）   

      

 
  

 
  四方水密ラジアルゲート 

（オリフィスゲート，コンジットゲート） 

 

     

      三方水密ローラゲート（クレストローラゲート）    
       

   制水設備   四方水密ローラゲート（予備ゲート，修理用ゲート）    
       

 
  

 
  四方水密スライドゲート：サーニットゲート含む 

（予備ゲート，修理用ゲート） 

   

       

   取水設備   直線多段ゲート   整流装置    
         

         リフティング装置    
         

         スクリーン（受桁を含む）    
         

      円形多段ゲート   整流装置    
         

         リフティング装置    
         

         スクリーン（受桁を含まない）    
         

   
小容量放流設備用

ゲート・バルブ 

  半円形多段ゲートは，別途積上げによる    
       

     ジェットフローゲート       
           
     高圧スライドゲート       
           
      スルールバルブ       
           
      ホロージェットバルブ       
           
      フィクストコーンバルブ       
       準用できる    
      整流管         
              
      整流板        

準
用
で
き
る 

 
             
   放流管   大容量放流管   部分管路形   管胴   
           
            ベルマウス部   
           
            フード   
           
            整流板 ←    
            
         全管路形       
        準用できる    
                   
                     
                     
       ↓ ↓           

      小容量放流管   直管・曲管・分岐管    
           
         漸縮管 ←      
          準用できる    
         異径管      
               
         ベルマウス部     
             

 

①河川用水門設備とダム用水門設備に区分されているが，構造が同じであれば，相互に準用できる。 

②ダム用水門設備の制水設備は，「水圧バランス操作方式の水門」「流水遮断が可能な水門」のどちらにも適用可

能である。 

③ダム用水門設備の放流設備において，クレストゲート等に三方水密ローラゲートを使用する場合は，河川用水門

のプレートガーダ構造ローラゲートを準用できるものとする。 

④ダム用水門設備の放流設備において四方水密ローラゲートを使用する場合は，制水設備の四方水密ローラゲート

を準用できるものとする。 

⑤小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流管は，小容量放流管を準用できるものとする。 

⑥小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流板は，大容量放流管の整流板を準用できるものとする。 

⑦大容量放流管に円形断面の全管路形を使用する場合は，「小容量放流管」を準用できるものとする。 

⑧小容量放流設備用ゲート・バルブ等に設置する「異径管（円形断面から矩形断面等の径の断面が異なる管）」は，

漸縮管を準用できるものとする。 

⑨側壁付円形多段ゲートの扉体，整流装置，開閉装置は円形多段ゲートを準用できるものとする。 

注)上記について，構造上特に異なるものには別途積算するものとする。 
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2. 直接製作費 

2-1 材料費 

（1） 材料費の構成は，次のとおりとする。 

材料費＝主要部材費＋副部材費＋部品費＋補助材料費 

（2） 主要部材費 

 主要部材費の積算は，次式による。なお，各区分毎の主要部材の範囲は，表-2・28 のとおりとする。 1) 

主要部材費＝主要部材所要量×主要部材単価 

 主要部材の所要量の算定及び主要部材単価は「第 1章 一般共通 5) 11-1（1）1）」直接材料費に準ず2) 

る。 

 鋼材単価に関するエキストラは，必要に応じて計上するものとする。 3) 

 主要部材には水密ゴム押え金物，クサビは含まれない（副部材に含まれる）。 4) 

 円形多段ゲートの主要部材には，シーブブラケットが含まれるが，その他のゲートについては含まれる。 5) 

（3） 副部材費 

 副部材費の積算は，次式による。なお，各区分毎の副部材の範囲は，表-2・28 のとおりとする。 1) 

なお，副部材費率は表-2・29 によるものとする。 

副部材費＝主要部材費×副部材費率（％） 

 プレートガーダ構造のゲートのカバープレートは，副部材費率に含まれないため，所要量を副部材費と2) 

して別途積上げるものとする。 

 四方水密ラジアルゲートの開閉機は油圧シリンダ式開閉装置であり，副部材費率には油圧配管は含まれ3) 

ていないため，所要量を副部材費として別途積上げるものとする。 

 

 表-2・28 主要部材・副部材範囲 

区分 
主要・副部材の範囲 

主要部材（所要量を積上げる部材） 副部材（副部材費率に含まれる部材） 

放

流

設

備 

三方水密

ラジアル

ゲート 

扉体 

スキンプレート，主桁（F，W），補助桁

（F，W），端縦桁（F，W），シーブ部（シ

ーブ），脚柱（F，W），脚柱間トラス（F，

W），トラニオンハブ（F，W，トラニオンボ

ス），トラニオンピン（主軸） 

扉体を構成する主要部材以外の部材（シー

ブ軸，サイドローラ，点検用梯子，手摺，

歩廊滑り止め，開度計取付金物，非常上限

検出金物取付材等を含む） 

戸当り 
敷金物（敷金物桁，敷金物ゴム当り）側部

戸当り金物（側部戸当りゴム当り，裏桁） 
戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 

ドラム（シェル，フランジ，ボス），各ギ

ヤ，ピニオン，シーブ部（シーブ，ブラケ

ット，軸），軸類（ドラム軸，ギヤ軸，ピ

ニオン軸，トルク軸），開閉装置フレーム

（主桁 F・W） 

開閉装置を構成する主要部材以外の部材

（オイル受け，ギヤ等のカバー，大形開閉

装置等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む） 

基礎材 

ペデスタル部（トラニオンブラケット，ベ

ースプレート），トラニオンガーダ部（ト

ラニオンガーダ，ガーダ補助桁，ガーダダ

イヤフラム），テンションビーム部（F，

W，支圧板），コンプレッションビーム部

（F，W，支圧板），スラスト受台（スラス

ト受板） 

基礎材を構成する主要部材以外の部材（マ

ンホール等を含む） 

四方水密

ラジアル

ゲート 

扉体 

スキンプレート，主桁（F，W），補助桁

（F，W），端縦桁（F，W），脚注（F，

W），脚間補剛材（F，W），脚ブレース

（F，W），トラニオンハブ（F，W，トラニ

オンボス），トラニオンピン（主軸） 

扉体を構成する主要部材以外の部材（サイ

ドローラ，点検用梯子，手摺，歩廊滑り止

め，開度計取付金物，非常上限検出金物取

付材，セクトヒータ取付座等を含む） 
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区分 
主要・副部材の範囲 

主要部材（所要量を積上げる部材） 副部材（副部材費率に含まれる部材） 

放

流

設

備 

四方水密

ラジアル

ゲート 

戸当り 

敷金物（桁,受台），空気箱（ボックス,端

面板），側部戸当り金物（ゴム当り,裏

桁），上部戸当り金物（取付部，噴流防止

ゴム取付座） 

戸当りを構成する主要部材以外の部材（空

気箱部のスティフナ，ドレンパイプ等を含

む） 

開閉装置 軸受部ブラケット，休止装置 開度計架台等 

基礎材 

ペデスタル部（トラニオンブラケット），

トラニオンガーダ部（トラニオンガーダ，

補助桁，ダイヤフラム），テンションビー

ム（F，W），テンションビーム支圧板（F，

W），PC 部（シース管，アンカプレート） 

基礎材を構成する主要部材以外の部材（マ

ンホール等を含む） 

制

水

設

備 

四方水密

ローラゲ

ート 

扉体 

スキンプレート，主桁（F，W），補助桁

（F，W），端縦桁（F，W），主ローラ部

（主ローラ，軸），シーブ部（シーブ） 

扉体を構成する主要部材以外の部材（シー

ブ軸，サイドローラ，扉体付点検用梯子，

手摺等を含む） 

戸当り 

敷金物（桁，水密板），側部戸当り金物

（主ローラレール，ローラ踏面，水密部，

ガイドプレート，ガイドローラレール，膜

板），上部戸当り金物（水密部，ガイドプ

レート） 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 

ドラム（シェル，フランジ，ボス），各ギ

ヤ，ピニオン，シーブ部（シーブ，ブラケ

ット，軸），軸類（ドラム軸，ギヤ軸，ピ

ニオン軸，トルク軸），開閉装置フレーム

（主桁 F・W） 

開閉装置を構成する主要部材以外の部材

（オイル受け，ギヤ等のカバー，大形開閉

装置等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む） 

四方水密

スライド

ゲート 

扉体 

スキンプレート，主桁（F，W），補助桁

（F，W，ダイヤフラム F，W），端縦桁（F，

W，ガイドシュー，支圧板），シーブ部（シ

ーブ） 

扉体を構成する主要部材以外の部材（シー

ブ軸，扉体付点検用梯子，手摺等を含む） 

戸当り 

敷金物（桁，水密板），側部戸当り金物

（レール，支圧板，水密板，ガイドプレー

ト，ガイドローラレール，膜板），上部戸

当り金物（水密部，ガイドプレート） 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 

ドラム（シェル，フランジ，ボス），各ギ

ヤ，ピニオン，シーブ部（シーブ，ブラケ

ット，軸），軸類（ドラム軸，ギヤ軸，ピ

ニオン軸，トルク軸），開閉装置フレーム

（主桁 F・W） 

開閉装置を構成する主要部材以外の部材

（オイル受け，ギヤ等のカバー，大形開閉

装置等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む） 

取

水

設

備 

直線多段

ゲート 

扉体 

スキンプレート，主桁（F，W），補助桁

（F，W），端縦桁（F，W），吊桁部（吊桁

F，W），主ローラ部（主ローラ，軸），シ

ーブ部（シーブ） 

扉体を構成する主要部材以外の部材（シー

ブ軸，扉体付点検用梯子，手摺等を含む） 

戸当り 

敷金物（敷金物桁，敷金物ゴム当り），戸

当り金物（主ローラレール F・W，ゴム当

り，膜板，基礎金物） 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

整流装置 整流板（上面板・側面板・下面板各 F，W） 
整流板（補助桁，継ぎ手材，裏当て材），

手摺等 

リフティング

装置 

主桁（F，W），補助桁（F，W），シーブ部

（ブラケット F，W，シーブ），テンション

ロッド 

リフティング装置を構成する主要部材以外

の部材（取水深変更装置，戸当りガイド・

取付材，手摺等を含む） 

開閉装置 

ドラム（シェル，フランジ，ボス），各ギ

ヤ，ピニオン，シーブ部（シーブ，ブラケ

ット，軸），軸類（ドラム軸，ギヤ軸，ピ

ニオン軸，トルク軸），開閉装置フレーム

（主桁 F・W） 

開閉装置を構成する主要部材以外の部材

（オイル受け，ギヤ等のカバー，大形開閉

装置等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む） 

スクリーン 
パネル部（スクリーンバー，綴りバー，デ

ィスタンスピース）受桁（F，W） 

パネル部（止め金具，ヒンジ，取付板），

スクリーン受け台等 
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区分 
主要・副部材の範囲 

主要部材（所要量を積上げる部材） 副部材（副部材費率に含まれる部材） 

取

水

設

備 

円形多段

ゲート 

扉体 

管胴部（管胴呑口部，管胴，リングガー

タ）ハンガー掛金物部（掛金物，ブラケッ

ト），ガイドローラ部（ガイドアーム F，

W，ブラケット，ローラ，軸）シーブ部（シ

ーブ，ブラケット） 

扉体（管胴）を構成する主要部材以外の部

材 

（シーブ軸，ハンガー掛金物部のキープレ

ート等を含む） 

戸当り 取水塔に含まれる  

開閉装置 

ドラム（シェル，フランジ，ボス），各ギ

ヤ，ピニオン，シーブ部（シーブ，ブラケ

ット，軸），軸類（ドラム軸，ギヤ軸，ピ

ニオン軸，トルク軸），開閉装置フレーム

（主桁 F，W） 

開閉装置を構成する主要部材以外の部材

（オイル受け，ギヤ等のカバー，大形開閉

装置等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む） 

整流装置 
整流板（コーン，上面板・側面板・下面板

各 F，W） 

整流板（補助桁，継ぎ手材，裏当て材），

手摺等 

リフティング

装置 

主桁（F，W），補助桁（F，W），シーブ部

（ブラケット F，W，シーブ），テンション

ロッド 

リフティング装置を構成する主要部材以外

の部材（取水深変更装置，戸当りガイド・

取付材，手摺等を含む） 

取水塔 
支柱（F，W），水平桁（F，W），補助桁

（F，W），床板部（床板，床桁） 

取水塔を構成する主要部材以外の部材（ス

クリーン受け台を含む） 

スクリーン 
パネル部（スクリーンバー，綴りバー，デ

ィスタンスピース） 
パネル部（止め金具，ヒンジ，取付板）等 

放

流

管 

大容量放

流管 

管胴ベルマウ

ス 

管胴部（管胴板，フランジ，リングガー

ダ，スティフナ） 

管胴部（吊フック，ジベル，ガセットプレ

ート，裏当て金，止水板）内部支保工等 

フード 上面板，底面板，側面板 吊フック，スティフナ等 

整流板 底面板，側面板，フランジ，リングガーダ 
ジベル，スティフナ，エンドプレート，内

部支保工等 

小容量放流管 
管胴部（管胴板，フランジ，リングガー

ダ，スティフナ） 

管胴部（吊フック，ジベル，ガセットプレ

ート，止水板）等 

小

容

量

放

流

設

備

用

ゲ

ー

ト

・

バ

ル

ブ 

ジェット

フローゲ

ート 

扉

体

部 

板構造 ゲートリーフ，摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 

桁構造 

スキンプレート，主桁（F，W），端縦桁

（F，W），縦桁（F，W），ステムボス，摺

動板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ケーシング部 

漸拡管，漸拡管フランジ，ケーシング胴

板，ケーシング F，ケーシング水平桁（F，

W），コニカルノズル，シールリング，シー

ルリング押え，支圧板 

ケーシングスティフナ等 

ボンネット部 
ボンネット胴板，ボンネットフランジ，ボ

ンネット水平桁（F，W），支圧板 

ボンネットスティフナ，縦桁，吊り金物，

脚等 

ボンネットカ

バー部 
ボンネットカバー（F，W） 

ボンネットカバースティフナ，パッキン押

え等 

高圧スラ

イドゲー

ト 

扉

体

部 

板構造 ゲートリーフ，摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 

桁構造 

スキンプレート，側板（F，W），主桁（F，

W），端縦桁（F，W），縦桁（F，W），ステ

ムボス，摺動板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ケーシング部 
ケーシング胴板，ケーシング F，ケーシング

水平桁（F，W），支圧板 
ケーシングスティフナ等 

ボンネット部 
ボンネット胴板，ボンネット F，ボンネット

水平桁（F，W），支圧板 

ボンネットスティフナ，縦桁，吊り金物，

脚等 
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区分 
主要・副部材の範囲 

主要部材（所要量を積上げる部材） 副部材（副部材費率に含まれる部材） 

小

容

量

放

流

設

備

用

ゲ

ー

ト

・

バ

ル

ブ 

高圧スラ

イドゲー

ト 

ボンネットカ

バー部 
ボンネットカバー（F，W） 

ボンネットカバースティフナ，エア抜き

管，パッキン押え，空気管 F，空気管座板等 

スルース

バルブ 

扉

体

部 

板構造 ゲートリーフ，摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 

桁構造 

スキンプレート，側板（F，W），主桁（F，

W），端縦桁（F，W），縦桁（F，W），ステ

ムボス，摺動板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ケーシング部 
ケーシング胴板，ケーシング F，ケーシング

水平桁（F，W），支圧板 
ケーシングスティフナ等 

ボンネット部 
ボンネット胴板，ボンネットフランジ，ボ

ンネット水平桁（F，W），支圧板 

ボンネットスティフナ，縦桁，吊り金物，

脚等 

ボンネットカ

バー部 
ボンネットカバー（F，W） 

ボンネットカバースティフナ，エア抜き

管，パッキン押え等 

ホロージ

ェットバ

ルブ 

スピンドル式 

上・下流側本体，ニードル，プランジャ

ー，グランド，スピンドルカバー，本体サ

ポート主桁，本体内筒 

スプリッタ，スクリュー軸，中間軸，駆動

軸，コントロールナット，吊金物，スティ

フナ，ブラケット，パッキン押え等 

油圧式 

上・下流側本体，ニードルプランジャー，

グランド（上下流），シート，ブッシュ

（上下流），シリンダカバー，本体サポー

ト主桁，シリンダ 

スプリッタ，油圧配管，吊金具，スティフ

ナ，パッキン押え等 

フィクストコーンバル

ブ 

弁胴，弁胴フランジ，コーン，整流板，水

切板，サポート，サポートリング，シート

リング，ステムナット 

つぎ軸，駆動軸，吊金物，ステム，ステム

カバー，ブラケット，フランジカップリン

グ，スティフナ，パッキン押え等 

（注）1．表中「F」はフランジ，「W」はウェブを示す。 

2．開閉装置にラック式・スピンドル式開閉機を使用する場合は，機器単体費として計上し，副部

材費，部品費の計上は行わないものとする。 

3．ダム用水門設備の，充水装置，空気管については，別途積算するものとする。 

4．油圧シリンダ式開閉装置の油圧配管の材料費は，副部材費率に含まれないため，所要量を副部

材費として別途積上げるものとする。 

5．付属設備については，別途積算するものとする。 
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（4） 部品費 

部品費の積算は，次式による。なお，部品費率は，表-2・29 によるものとする。 

部品費＝主要部材費×部品費率（％） 

なお，部品費率に含まれる部品の品目は，次のとおりとする。 

・各種軸受（オイルレスベアリング，ピローユニット），水密ゴム，オイルシール，各種スイッチ，各種リ

レー，軸継手，チェン，スプロケット，ボルト，ナット等。 

 表-2・29 扉体・戸当り・基礎材副部材費率及び部品費率 （％） 

区分 副部材費率 部品費率 備考 

放
流
設
備 

三方水密ラジアルゲート 

扉体 11.5 30.0  

戸当り 3.5 5.0  

開閉装置 26.0 38.0 表-2・30 補正係数を乗ずる 

基礎材 19.0 31.0  

四方水密ラジアルゲート 

扉体 14.5 42.5  

戸当り 14.0 27.5  

開閉装置 5.0 17.0  

基礎材 23.0 23.5  

制
水
設
備 

四方水密ローラゲート 

扉体 20.0 24.0  

戸当り 9.0 1.0  

開閉装置 22.0 24.0 表-2・30 補正係数を乗ずる 

四方水密スライドゲート 

扉体 24.0 39.5  

戸当り 9.0 1.0  

開閉装置 22.0 24.0 表-2・30 補正係数を乗ずる 

取
水
設
備 

直線多段ゲート 

扉体 12.5 21.5  

戸当り 14.5 0.5  

開閉装置 22.0 24.0 表-2・30 補正係数を乗ずる 

スクリーン 1.5 0.5  

円形多段ゲート 

扉体 11.5 15.5  

戸当り 取水塔に含む  

開閉装置 22.0 24.0 表-2・30 補正係数を乗ずる 

取水塔 12.0 1.0  

スクリーン 4.0 1.0  

整流装置 5.5 18.0  

リフティング装置 16.0 23.0  

放
流
管 

大容量放流管 2.0 0.5  

大容量放流管（整流板） 8.0 0.5  

小容量放流管 3.5 0.5  

ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

ジェットフローゲート 5.0 11.5  

高圧スライドゲート 5.0 12.5  

スルースバルブ 5.0 11.5  

ホロージェットバルブ 3.5 13.5  

フィクストコーンバルブ 15.1 9.2  

（注）1．ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲートの開閉装置は，油圧シリンダ式であり，他はワイヤ

ロープウインチ式である。 

2．油圧シリンダ式開閉装置において，シリンダ軸受（ころがり軸受，すべり軸受）については，

部品費率に含まれないため，部品費として所要量を積上げるものとする。また，油圧配管の材料

費は，副部材費率，部品費率に含まれないため，所要量を副部材として別途積上げるものとする。 

3．開閉装置にラック式・スピンドル式開閉機を使用する場合は機器単体品とし，副部材費，部品

費は計上しないものとする。 
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4．四方水密ラジアルゲート以外の開閉装置（ワイヤロープウインチ式）は，次式により開閉装置

の副部材費率，部品費率の補正を行うものとする。 

副部材費率＝副部材費率×F1×F2 

部品費率＝部品費率×F1×F2 

F1：休止装置の有無による補正係数 

F2：ドラム直結式（オープンギヤ無し）補正係数 

なお，補正係数は，表-2・30 による。 

 表-2・30 ワイヤロープウィンチ式開閉装置補正係数 

補正の種別 補正係数 

休止の有無による補正係数 

F1 

休止装置有り 

1.00 

休止装置無し 

0.75 

ドラム直結式の補正係数 

F2 

ドラム直結式 

1.25 

その他 

1.00 

（注）「ドラム直結式」とは，オープンギヤ等による減速を行わず，減速機のみにより減速し，カウンタ

シャフト等を介し，ドラムを直接駆動する構造とする。 

 

5．円形多段ゲートの取水塔は，独立塔形式及び堤体支持形式を標準とする。 

6．扉体の全主要部材にステンレス鋼及びステンレスクラッド鋼を使用する場合は，扉体の副部材

及び部品所要量は別途積上げるものとする（ただし，円形多段ゲートは除く）。 

 

（5） 補助材料費 

補助材料費の積算は次式による。なお，補助材料費率は，表-2・31 によるものとする。 

補助材料費＝（主要部材費＋副部材費）×補助材料費率（％） 

 表-2・31 補助材料費率 （％） 

区分 補助材料費率 

放流設備 
三方水密ラジアルゲート 

10.0 

四方水密ラジアルゲート 

制水設備 
四方水密ローラゲート 

四方水密スライドゲート 

取水設備 
直線多段ゲート 

円形多段ゲート 

放流管 
大容量放流管 

小容量放流管 

小容量放流設備用ゲート・バルブ 全て 
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（6） 据付架台の材料費の算出 

据付架台（設備据付に際し工場製作されコンクリート等に埋設されるもの）のうちダム用放流設備に設置さ

れる「大容量放流管」「小容量放流管」「四方水密ラジアルゲート基礎材架台」の直接材料費は，次式による。 

直接材料費＝据付架台質量（kg）×構成する代表単価 

据付架台質量及び構成する代表単価は表-2・32 を標準とする。 

 表-2・32 据付架台質量及び構成する代表単価 

区分 据付架台標準質量算定式 
構成する代表単価 

（円/kg） 
摘要 

大容量放流管 y＝63.8x＋17,185 SSH200×200 単価 

y：質量（kg） 

x：容量（m3）＝（下流端高＋上流端高）

/2×長さ×幅 

小容量放流管 y＝30.5x＋3,688 SSL75×75×9 単価 

y：質量（kg） 

x：容量（m3）＝（下流端高＋上流端高）

/2×長さ×幅 

四方水密ラジア

ルゲート基礎材 
y＝6.24x SSH200×200 単価 

y：質量（kg） 

x：扉体面積（m2）×設計水深（m） 
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2-2 機器単体費 

（1） 機器単体費として計上する品目は，次のとおりとする。 

・電動機，原動機，減速機，クラッチ，制動機，油圧シリンダ，油圧ユニット，油圧ポンプ，油圧モータ，

自動濾過装置，パワーシリンダ，スピンドル式開閉機，ラック式開閉機，バルブ駆動装置，集中給油装置，

ワイヤロープ，ワイヤ弛み過負荷検出装置，開度計，電気防食用流電陽極，自家発電装置，始動用抵抗器，

速度制御用抵抗器，自動制御機器，監視操作盤類，接続端子盤，凍結防止装置，計装機器，水位測定装置，

流量測定装置，天井走行クレーン，ホイスト，チェンブロック，弁及び管継手等 

 

（2） 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事，シャッター工事，PC 鋼棒・鋼線工事 

 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事 1) 

凍結防止装置（鋼管発熱式）の製作費は，見積によるものとし，材料費，労務費，間接労務費工場管理

費，一般管理費を含む一式を機器単体費として計上する。 

なお，設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は，機器単体費と同様とする。 

 シャッター工事 2) 

積雪寒冷地域等で，小容量放流設備用ゲート・バルブ下流側にシャッターを設置する場合，製作費は，

見積によるものとし，材料費，労務費，間接労務費，工場管理費，一般管理費を含む一式を機器単体費と

して計上する。 

なお，設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は，機器単体費と同様とする。 

 PC 鋼棒・鋼線工事 3) 

PC 鋼棒・鋼線工事の製作費は，見積によるものとし，材料費，労務費，間接労務費，工場管理費，一

般管理費を含む一式を機器単体費として計上する。 

なお，設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は，機器単体費と同様とする。 
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2-3 製作工数 

（1） 製作工数は次式による。 

Y＝y×Km×Ks×Kh×Kn 

Y：製作区分毎 1門当りの製作工数（人/門） 

y：製作区分毎 1門当りの標準製作工数（人/門） 

Km：使用材料による補正係数 

Ks：構造による補正係数 

Kh：水深による補正係数 

Kn：製作数による補正係数 

（2） 標準製作工数 

 水門 1) 

水門の標準製作工数は表-2・33 とする。 

 表-2・33 標準製作工数 

  区分 扉体 戸当り 開閉装置 基礎材 

ダ
ム
用
水
門
設
備 

放
流
設
備 

三方水密ラジ

アルゲート 
y＝8.33x＋10 y＝0.83x＋18 

（1M1D） 

y＝6.64 x^0.6388 

（1M2D） 

y＝2.74 x^0.8016 

（2M2D） 

y＝34.8 x^0.4368 

y＝3.35x－75 

四方水密ラジ

アルゲート 
y＝40.6x－80 y＝3.38x＋134 y＝0.01x＋113 y＝7.39x＋82 

制
水
設
備 

四方水密ロー

ラゲート 
y＝15.0x＋62 y＝6.77x－21 

（1M1D） 

y＝26.6 x^0.5094 

（1M2D） 

y＝2.74 x^0.8016 
 

四方水密スラ

イドゲート 
y＝12.0x＋49 y＝6.77x－21 

（1M1D） 

y＝26.6 x^0.5094 

（1M2D） 

y＝2.74 x^0.8016 

摘要範囲 三方水密 

ラジアルゲート 

x：扉体面積 

(60～200m2) 

(純径間(m)×扉高(m)) 

 

 

四方水密 

ラジアルゲート 

x：扉体面積 

(6～50m2) 

(m2) 

表-2・44 補正係数を乗

ずる。 

 

 

四方水密 

ローラゲート 

四方水密 

スライドゲート 

x：扉体面積(m2) 

(7～75m2) 

表-2・44 補正係数を乗

ずる。 

三方水密 

ラジアルゲート 

x：戸当り延長 

(20～60m) 

(片側扉体円弧長(m)×2

＋純径間(m)) 

 

四方水密 

ラジアルゲート 

x：戸当り延長 

(20～50m) 

(片側扉体円弧長(m)×4

＋純径間（m）×2） 

表-2・44 補正係数を乗

ずる。 

 

四方水密 

ローラゲート 

四方水密 

スライドゲート 

x：戸当り延長 

（15～140m） 

（片側側部戸当り高さ

（m）×2＋純径間（m）

×2） 

表-2・40 及び 44 補正係

数を乗ずる。 

三方水密 

ラジアルゲート 

x：開閉荷重(KN) 

 

 

 

 

四方水密 

ラジアルゲート 

x：開閉荷重（KN）×

シリンダストローク

長（m） 

(490～26,000KNm) 

 

 

 

四方水密 

ローラゲート 

四方水密 

スライドゲート 

x：開閉荷重（KN） 

表-2・41 及び 42 補正

係数を乗ずる。 

三方水密 

ラジアルゲート 

x：扉体面積 

(60～200m2) 

(純径間(m)×扉高(m)) 

 

 

四方水密 

ラジアルゲート 

x：扉体面積 

(6～50m2) 

 

表-2・44 補正係数を乗

ずる。 

（注）1．ｙは標準製作工数（人/門，門分，基），χは摘要に記載している 1門当りの各々の要素であ
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る。 

2．標準製作工数に含む内容は，次のとおりである。 

なお，標準製作工数は，材料費に示す「主要部材」，「副部材」の範囲が全て含まれる。 

ゲート形式毎の構成（扉体，戸当り，基礎材，開閉装置）の製作工数 

(1)扉体 扉体及び扉体付点検梯子・手摺・歩廊等。 

(2)戸当り 戸当り及び戸当りに設置される空気箱等。 

(3)開閉装置 9 項による。 

(4)基礎材 基礎材及びトラニオンピン等の硬質クロムメッキ加工等。 

3．標準製作工数の算出にあたっての各要素の「χ」の定義を別表-2「標準製作工数算定要領」に

示す。 

4．製作工数算出にあたっては，別表-3「製作工数算出区分」によるものとする。なお，標準製作

工数は，材料費に示す「主要部材」「副部材」の範囲は，全て含まれる。 

5．四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当りは，構造補正を行うものとし，補正

係数は表-2・40 による。 

6．ダム用水門の放流設備及び制水設備は，水深による補正を行うものとし，補正係数は表-2・44

による。 

7．ダムのクレストゲートにローラゲートを使用する場合は，河川用水門設備の中・大形水門（プ

レートガーダ構造ローラゲート）を適用する。 

8．特殊ゲートの工数は下記のとおりとする。 

(1)起伏ゲート付の場合は起伏ゲートの工数を，下段扉はその形式のゲートの工数を求め合算

する。 

(2)全アルミニウム製，全鋳鉄製の水門（扉体）は，別途積上げる。 

(3)「直線多段ゲート」＋「保安ゲート」の場合は，直線多段ゲート工数に保安ゲート（一般

的にフラップゲートであるが，起伏ゲートを準用する）の工数を合算する。 

(4)設備のローラゲート又はスライドゲートの扉体に取付られるリフティングビームは，別途

積算するものとする。 

9．開閉装置の標準製作工数 

(1)1M1D，1M2D，2M2D 開閉装置は，ドラムをオープンギアで減速駆動する方式で， 

休止装置が設けられるものを標準とする工数であり，標準以外のものは，補正するものと

する。 

なお，制水設備の開閉装置は揚程が 20m 以内のものを標準とする工数であり，標準以外の

ものは補正するものとする。 

(2)ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲートの開閉装置は，油圧シリンダ式の場合であり，

他はワイヤロープウインチ式の場合である。 

(3)標準製作工数に含む内容は，次のとおりである。 

開閉装置毎の製作工数 

1)ワイヤロープウインチ・・・・・・・・・・・・開閉機全体，大形開閉装置付の点検

梯子等 

2)油圧シリンダ式（起伏ゲート）・・・・・・・・トルクアーム等 

3)油圧シリンダ式（四方水密ラジアルゲート）・・軸受部ブラケット，休止装置，開度

計架台，油圧配管（ただし，異なる

ユニットを連結するためのものは別

途積算するものとする。） 

10．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算するものとする。 

(1)開閉装置の点検設備（オーバーブリッジ形の通路，転向シーブ点検架台），ロープダクト，

油圧開閉装置のシリンダフレーム等。 

(2)ガントリクレ－ン形式の開閉装置。 

(3)空気管，充水装置。 

(4)ダム堤体下流側に設置される四方水密ローラゲート基礎材。 

(5)据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で，工場製作され埋設するもの）。 

(6)組立架台（工場製作され一時的に設備を支持する架台等で埋設されないもの） 

（「33-5（4）」による）。 
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 放流管 2) 

放流管の標準製作工数は，表-2・34 とする。 

 表-2・34 標準製作工数 

製作区分 標準製作工数 摘要 

放
流
管 

大
容
量
放
流
管 

管胴 y＝4.72x＋223 x：体積（25～400m3） 

ベルマウス部 y＝5.94x＋223 x：体積（4～240m3） 

フード y＝4.72x＋223 x：体積（20～90m3） 

整流板 y＝0.82x＋129 x：表面積（25～300m2） 

小
容
量
放
流
管 

直管 y＝1.6x＋3 x：体積（30～900m3） 

曲管 y＝3.18x＋3 x：体積（1～550m3） 

漸縮管 y＝3.71x＋3 x：体積（1～160m3） 

分岐管 y＝5.74x＋3 x：体積（4～90m3） 

ベルマウス部 y＝4.33x＋3 x：体積（0.5～10m3） 

（注）1．yは標準製作工数（人/条），xは摘要に記載している 1条当りの各々の要素である。 

2．標準製作工数には補剛材の製作も含むものとする。 

3．大容量放流管の管胴及び小容量放流管は，スチフナ，リングガーダ，ジベル補剛を標準とする。 

4．整流板は，スチフナ，ジベル補剛を標準とする。 

5．輸送中の変形防止及び溶接による変形低減のために放流管内に設けられる内部支保工の製作工

数は，標準製作工数に含まれている。 

6．曲管とは曲率を構成する各節が 3m に満たないものの曲率を構成する部分をいう。 

7．曲率が大きい場合で，各節が 3m 以上となるものは，直管とする。 

8．小容量放流管の直（曲）管が複数ある場合で，管内径が同一の場合は複数の延べ延長で算出す

る。 
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 取水設備 3) 

取水設備の標準製作工数は，表-2・35 とする。 

 表-2・35 標準製作工数 

製作区分 標準製作工数 摘要 

取
水
設
備 

直
線
多
段
ゲ
ー
ト 

扉体 y＝7.75x－85 
y：標準製作工数（人/門） 

x：扉体面積（15～350m2）（純径間（m）×全伸長（m）） 

戸当り y＝7.10x＋385 

y：標準製作工数（人/門分） 

x：戸当り延長（30～550m） 

（片側戸当り高（m）×2＋純径間（m））×段数 

開閉装置 

（1M1D) 

y＝26.6x^0.5094 

（1M2D） 

y＝2.74x^0.8016 

y：製作工数（人/門分） 

x：開閉荷重（KN） 

整流装置 y＝25.9x＋182 
y：標準製作工数（人/基） 

x：整流装置投影面積（2～40m2） 

スクリーン y＝1.31x－5 
y：標準製作工数（人/基） 

x：パネル総面積（60～760m2） 

円
形
多
段
ゲ
ー
ト 

扉体 y＝2.75x＋230 

y：標準製作工数（人/門） 

x：体積（10～830m3） 

（最大口径面積（ベルマウス除く）（m2）×全伸長（m）） 

開閉装置 

（1M1D） 

y＝26.6x^0.5094 

（1M2D） 

y＝2.74x^0.8016 

y：標準製作工数（人/門分） 

x：開閉荷重（KN） 

整流装置 y＝25.9x＋182 
y：標準製作工数（人/基） 

x：整流装置投影面積（2～40m2） 

スクリーン y＝0.56x＋4 
y：標準製作工数（人/基） 

x：パネル面積（600～2,000m2） 

取水塔（架構） y＝49.7x^0.714 

y：標準製作工数（人/基） 

x：扉体体積（10～830m3） 

（最大口径面積（ベルマウス除く）（m2）×全伸長（m）） 

（注）1．y は標準製作工数（人/門，門分，基），x は摘要に記載している 1 門当りの各々の要素である。 

2．直線多段ゲートの「スクリーン」は受桁も含まれるが，円形多段ゲートのスクリーンは受桁を

含まない（取水塔に含まれる）。 

3．開閉装置の標準製作工数 

(1)取水設備の開閉装置はワイヤロープウインチ式の場合である。 

(2)1M1D，1M2D 開閉装置は，ドラムをオープンギアで減速駆動する方式で，休止装置が設けら

れるものを標準とする工数であり，標準以外のものは補正するものとする。 

なお，取水設備の開閉装置は揚程が 20m 以内のものを標準とする工数であり，標準以外の

ものは補正するものとする。 

(3)標準製作工数に含む内容は，次のとおりである。 

開閉装置毎の標準製作工数 

1)ワイヤロープウインチ・・・・・開閉機全体，大形開閉装置付の点検梯子等 

4．「開閉装置」は 1基当りとし，多段ゲートで上段扉，下段扉用とある場合は，各々で算出し合

算するものとする。 

5．整流装置はリフティング装置を含むものとする。 

6．円形多段ゲートの取水塔は，独立塔形式及び堤体支持方式を標準とする。 

7．円形多段ゲートの取水塔には，戸当りを含むものとする。 

8．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算するものとする。 

(1)開閉装置の点検設備（オーバーブリッジ形の通路，転向シーブ点検架台），ロープダクト

等。 

(2)据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で，工場製作され埋設するもの）。 

(3)組立架台（工場製作され一時的に設備を支持する架台等で埋設されないもの） 

（「33-5(4)」による）。 
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 小容量放流設備用ゲート・バルブ 4) 

小容量放流設備用ゲート・バルブの製作工数は，表-2・36 を標準とする。 

 表-2・36 小容量放流設備用ゲート・バルブ標準製作工数 

種別 標準製作工数 適用口径（mm） 

ジェットフローゲート y＝0.366x＋20 180～2,400 

高圧スライドゲート y＝0.424x－78 400～1,700 

スルースバルブ y＝0.293x－31 400～1,600 

ホロージェットバルブ y＝0.615x＋19 250～1,900 

フィクストコーンバルブ y＝0.370x＋20 200～2,100 

（注）1．yは標準製作工数（人/台），xは口径（mm）である。 

2．標準製作工数に含む内容は，次のとおりとする。 

(1)扉体又は弁体の製作工数 

(2)ボンネット・ケーシング又は弁胴の製作工数（なお，ボンネット又は弁胴と空気管又は充

水装置が一体となっている場合は，最寄りのフランジまでの配管を含む） 

(3)支持台の製作工数 

(4)開閉装置の製作工数については，次のとおりとする。 

1)ジェットフローゲート，高圧スライドゲート，スルースバルブについては，スピンドル，

油圧シリンダ等の機器単体品は，含まない。 

2)ホロージェットバルブ，フィクストコーンバルブについては，スピンドル，油圧シリン

ダを含むが，機器単体品は含まない。 

3)フィクストコーンバルブについては，電動式とし，スピンドルを含むが，機器単体品は，

含まない。 

4)油圧シリンダ式開閉装置の場合において，油圧ユニット以降の油圧配管の製作工数は，

標準製作工数に含まれる。 

ただし，異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の製作工数は，別途積上げす

るものとする。 

また，フィクストコーンバルブの標準製作工数はスピンドル式開閉装置のみである為，

油圧シリンダ式開閉装置のフィクストコーンバルブには適用できない為，別途積上げす

るものとする。 

3．ゲート・バルブの本体の通水路断面が矩形の場合，矩形通水路断面積を円形通水路断面積に置

き換えた場合に相当する口径とする。 

＜口径について＞ 

ジェットフローゲートの口径 xはコニカルノズル径の 1.2 倍とする。また，他のゲート・バル

ブについて，円形通水路の場合はその口径とし，矩形通水路断面積を等価な円形断面積に置き換

えた場合の等価口径とする。 

通水路断面が矩形の場合の置き換え方は，次のとおりとする。 

（例）B＝1,300mm，H＝1,000mm の場合 

D＝2×（B×H/π）1/2＝1,286.5…φ1,287mm として置き換える。 

4．高圧スライドゲートは，主ゲート，副ゲートのいずれの場合においても適用できる。 

5．ジェットフローゲート，高圧スライドゲート，スルースバルブのスピンドル，油圧シリンダは

標準製作工数に含まれていないため，機器単体品として計上するものとする。 

また，ホロージェットバルブのスピンドル，油圧シリンダは標準製作工数に含まれているもの

とする。 

フィクストコーンバルブのスピンドルは標準製作工数に含まれているが，油圧シリンダについ

ては機器単体品として計上するものとする。 
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 表-2・37 標準製作工数範囲区分 

ゲート区分 
標準製作工数範囲区分  

スピンドル 油圧シリンダ  

ジェットフローゲート × × 機器単体品計上 

高圧スライドゲート × × 機器単体品計上 

スルースバルブ × × 機器単体品計上 

ホロージェットバルブ ○ ○  

フィクストコーンバルブ ○ × 機器単体品計上 

 

6．フィクストコーンバルブ油圧シリンダ式の工場製作工数，クレーン運転日数，溶接機運転日数，

据付工数はフィクストコーンバルブスピンドル式を準用するものとする。工場製作材料費，塗装

費，輸送費，据付材料費については別途積算するものとする。 

なお，油圧シリンダの積算方法は，標準製作工数には含まれていないものとし，機器単体品と

して計上するものとする。 

7．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算とするものとする。 

(1)設計水深が 150m を超える場合。 

(2)主ゲート・バルブ，副ゲート・バルブ間の接続管，空気管，充水装置（弁胴の製作工数に

含まれないもの） 

(3)開閉装置が油圧式であるフィクストコーンバルブ。 

(4)フィクストコーンバルブの下流に設けられる整流装置用フードの製作。 

(5)据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で，工場製作され埋設されるもの） 

 

 付属設備 5) 

ダム用水門設備に付帯する管理橋，階段，防護柵等の付属設備の製作工数は，「第 18 章鋼製付属設備」

によるものとする。 

ダム用水門設備に付帯する付属設備の標準製作工数は，表-2・38 とする。 

 表-2・38 鋼製付属設備の適用区分 

製作区分 適用区分 摘要 

操作橋 区分 A H 形鋼，溝形鋼，鋼板を主体として製作するもの 

転向シーブ点検架台 区分 A  

ロープダクト 区分 D  

空気管及び充水管 
区分 A 鋼板を巻いて製作するもの 

区分 D 既製管を加工製作するもの 

油圧シリンダフレーム 区分 A  

据付架台 
区分 A 大容量放流管用（鋼板のビルドアップを伴うもの） 

区分 D 小容量放流管用（形鋼のみにより製作するもの） 

油圧配管 区分 D 既製管による 

（注）1．間接労務費率，工場管理費率，補助材料費率は鋼製付属設備の率とする。 

2．上記区分において，主体となる設備と一体で主設備の機能の一部となる場合は，間接製作費は，

主設備本体の率とする。 

3．ステンレス及びステンレスクラッド鋼を使用した場合は，鋼製付属設備に準じて補正を行うも

のとする。 

4．基礎材の据付架台は，鋼製付属設備区分 Dを準用するものとする。 
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（3） 工数補正 

 使用材料による補正 1) 

主要部材にステンレス鋼，ステンレスクラッド鋼を使用した場合の補正係数（Km）は表-2・39 による。 

 表-2・39 ステンレス鋼及びステンレスクラッド鋼の補正係数 Km 

設備区分 区分 係数 Km0 係数 Km100 補正係数算定式 

三方水密ラジアルゲート 扉体 0.91 1.18 Km＝（Km100－Km0)×W1/W2＋Km0 

Km ：使用材料による補正係数 

Km100 ：設備区分毎の係数 

Km0 ：設備区分毎の係数 

W1 ：主要部材におけるステンレス 

  鋼及びステンレスクラッド鋼

  の質量(kg) 

W2 ：主要部材質量(kg) 

Km は小数点第 3位を四捨五入し 2位止

めとする 

四方水密ラジアルゲート 扉体 0.91 1.18 

四方水密ローラゲート 扉体 0.91 1.18 

四方水密スライドゲート 扉体 1.00 1.30 

多段ローラゲート 扉体 0.91 1.18 

多段シリンダゲート 扉体 0.77 1.00 

小容量放流設備用ゲート・バルブ 全て Km＝1.00 

（注）1．各設備の「扉体」のみ補正を行うものとし，「戸当り」，「開閉装置」，「基礎材」について

は，材質による補正を行わないものとする。 

2．取水設備の「スクリーン」，「取水塔」はステンレス鋼を使用した場合の標準工数であり，ス

テンレス鋼，ステンレスクラッド鋼以外の部材を使用する場合の補正係数は，「0.77」とする。 

3．大容量及び小容量放流管はステンレス鋼，ステンレスクラッド鋼を使用した場合の標準工数で

あり，他の部材を使用した場合の補正係数は「0.77」とする。 

4．小容量放流設備用ゲート・バルブの標準工数は接水部にステンレス鋼，ステンレスクラツド鋼

を使用した場合（オールステンレスの場合を含む）を標準としており，使用材料による補正は行

わないものとし，他の材料を使用する場合は別途考慮するものとする。 

 

 構造による補正 2) 

(イ)四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当りは，重構造戸当り延長による補正を行う

ものとし，補正係数（Ks）は表-2・40 による。 

 表-2・40 四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当り補正係数 Ks 

製作区分 区分 重構造戸当り延長比率λ 補正係数 Ks 

四方水密ローラゲート 

四方水密スライドゲート 
戸当り λ Ks＝0.0109λ＋0.36 

（注）重構造戸当り延長比率λは 

｛（片側重構造戸当り高さ×2＋純径間×2）/（片側側部戸当り高さ×2＋純径間×2）｝×100

とする。 

 

(ロ)ワイヤロープウインチ式開閉装置は，構造による補正を行うものとし，補正係数（Ks）は次式によ

る。 

また，ダム用水門設備の制水設備及び取水設備用ワイヤロープウインチ式開閉装置は，上記に加え

揚程による補正を行うものとする。 

Ks＝F1×F2×F3 

なお，F1，F2 は表-2・41，F3 は表-2・42 による。 

 表-2・41 ワイヤロープウインチ式開閉装置補正係数 Ks 

F1 

休止装置の有無による補正 

F2 

ドラム駆動方式による補正 

休止装置あり 1.0 ドラム直結式 0.9 

休止装置なし 0.9 オープンギア式 1.0 
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 表-2・42 ワイヤロープウインチ式開閉装置揚程補正 F3 

設備区分 開閉装置型式 揚程による補正係数 F3 

四方水密ローラゲート開閉装置 

四方水密スライドゲート開閉装置 

取水設備開閉装置 

1 モータ 1ドラム 

1 モータ 2ドラム 

F3＝0.006×揚程（m）＋0.88 

（ただし，20m 以内では 1とする） 

 

(ハ)大容量放流管ベルマウス部は構造により補正を行うものとし補正係数（Ks）は表-2・43 による。 

 表-2・43 大容量放流管ベルマウス形式による補正係数 Ks 

構造 4 面ベルマウス 1 面ベルマウス 円形ベルマウス 

補正係数 1.00 0.74 0.92 

 

 (ニ)小容量放流管に既製管を使用する場合は標準工数に「0.8」を乗じるものとする。 

 

 水深による補正 3) 

ダム用放流設備の放流設備及び制水設備のうち，下記の製作区分については，水深による補正を行うも

のとし，補正係数（Kh）は表-2・44 による。 

 

 表-2・44 水深による補正係数 Kh 

  製作区分 扉体 戸当り 基礎材 摘要 

ダ
ム
用
水
門
設
備 

放流

設備 

四方水密 

ラジアルゲート 
Kh＝0.0295h＋0.41 Kh＝0.0382h＋0.236 Kh＝0.0212h＋0.576 

h：設計水深 

制水

設備 

四方水密 

ローラゲート 

四方水密 

スライドゲート 

Kh＝0.0402h＋0.197 Kh＝0.0165h＋0.670 － 

 

 製作数による補正 4) 

同形状・規格のものを複数（門，条）同時発注する場合の補正係数（Kn）は表-2・45 による。 

 表-2・45 製作数による補正係数 Kn 

製作数（門，条，基） 2 3 4 5 以上 

補正率（1門，条，基当り） 0.95 0.93 0.92 0.91 
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2-4 工場塗装費 

標準塗装面積は，積上げによるものとする。 

なお，扉体，戸当り，放流管等のステンレス鋼表面の防錆等のための養生費は，別途積上げるものとする。 

標準的な構造の水門設備についての標準塗装面積は，表-2・46，表-2・47 とする。 

 表-2・46 標準塗装面積 

構成 

区分 
扉体 摘要 

ダム

用水

門設

備 

三方水密ラジアルゲート Y＝6.7X＋111 

Y：標準塗装面積（m2） 

x：扉体面積（m2） 

（純径間×扉高） 

四方水密ラジアルゲート Y＝15.5X＋36 

四方水密ローラゲート Y＝7.1X＋71 

四方水密スライドゲート Y＝4.8X＋101 

 

 表-2・47 標準塗装面積 

ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

形式 設置方法 
標準塗装面積：y

（m2） 

適用口径

（mm） 
摘要 

ジェットフローゲート 

高圧スライドゲート 

露出 y＝0.03x－2.5 
180～2,400 

y：塗装面積（m2） 

X：口径（mm） 

（ジェットフローゲートの xは

コニカルノズル径×1.2 倍とす

る。） 

埋設 y＝0.004x＋2.1 

スルースバルブ 
露出 y＝0.004x＋0.2 

400～1,600 
埋設 y＝0.005x＋0.9 

（注）1．戸当り，開閉装置，基礎材等の面積については，別途積上げるものとする。 

2．上表における標準塗装面積は，大気露出部での塗装面積であり，据付までの防錆を目的とした

コンクリート埋設部等のプライマ塗装及びステンレス材の酸洗いが必要な場合は，その面積を別

途積上げるものとする。 

 

2-5 ステンレス鋼表面処理費 

ステンレス鋼表面処理費の積算は，次式による。 

ステンレス鋼表面処理費＝製作労務費×ステンレス鋼表面処理率（％） 

なお，製作労務費とは，Km（使用材料による補正係数），Ks（構造による補正係数），Kh（水深による補正

係数），Kn（製作数による補正係数）を加味されたものであり，ステンレス鋼表面処理率は表-2・48 による

ものとする。 

 表-2・48 ステンレス鋼表面処理率 （単位：％） 

構成 

区分 
扉体 戸当り その他 適用範囲 

ダ
ム
用
水
門
設
備 

三方水密ラジアルゲート 

y＝0.84x＋1.43 4.0 －  
四方水密ラジアルゲート 

四方水密ローラゲート 

四方水密スライドゲート 

放流管：大容量放流管 
－ － y＝27.78x－11.71 x＞0.5 

放流管：小容量放流管 

取水設備：直線多段ゲート 
別途積上による 別途積上 別途積上による  

取水設備：円形多段ゲート 

小容量放流設備用ゲート・バルブ － － y＝3.68x－0.39 x＞0.5 

（注）yはステンレス鋼表面処理工率（％），xは，1門（基）当りのステンレス使用率である。 

ステンレス使用率＝ 

W1 

＝ 

主要部材におけるステンレス鋼及び

ステンレスクラッド鋼の質量（kg） 

W2 主要部材質量（kg） 
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2-6 直接経費 

（1） 木型費は，鋳放し単価に含めるものとし，積算の対象としない。 

（2） 特許又は特殊技術にかかわる製作で，専門業者により行われるものは直接経費の項で計上するものとする。 

  




