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1．はじめに

基幹水利施設ストックマネジメント事業は，既
存の農業用水利施設の長寿命化と有効利用を図る
ため，施設の劣化状況の把握と最適な対策工事の
実施を旨として実施されている。ストックマネジ
メントにおける対策工事は，経年劣化した施設の
補修・補強が主体であり，劣化原因を特定し，排
除することが長寿命化への手段として重要である
と位置づけられている。
農業用水利施設のうち，農業用水管路（＝パイ
プライン）では，施設の劣化によりさまざまな変
状が発生するが，これら変状の多くは，耐用年数
の全期間に渡って徐々に進行することが通常であ
る。
しかしながら，土壌中の鉄製・鋼製の管体が，
コンクリート構造物等に接触する箇所で発生する
C/S（コンクリート /ソイル）マクロセル腐食は，
短期間で管体に貫通孔を生じ，漏水を引き起こす
現象である。施設の設置環境によっては，5mm
の厚さの管に 4年で貫通孔を生じることが確認さ
れており，パイプラインの機能保全，長寿命化を
考える場合，このマクロセル腐食対策が適切に行
われる必要がある。
本稿では，静岡県が基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業「須部機場地区」により浜名湖北部
用水で実施している，農業用水管の C/S マクロ
セル腐食対策について，これまでの経緯と対策工
事等の事例を紹介する。
　

マクロセル腐食による漏水

2．浜名湖北部用水の概要

静岡県の西部地方のみかん栽培は，浜名湖の北
岸に位置する浜松市北区三ヶ日町の丘陵地を中心
に行われており，気象，地形，土壌などの条件に
恵まれ，「三ケ日みかん」のブランドで全国的に
知られている。
この地域では，昭和 40 年以降，みかん栽培規

模・面積の拡大に伴い，用水の確保が課題となっ
た。地域内にはまとまった水源が得られなかった
ため，地域の東側を流れる都田川を水源とし，浜
名湖北岸の 2,427ha のみかん樹園地に灌漑用水を
供給する「国営浜名湖北部農業水利事業」が昭和
50 年度に着工した。

管水路におけるストックマネジメントの取り組み

（農業用水管のC/Sマクロセル腐食対策）
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この事業で整備された主要施設は，下記の通り
である。
① 都田川ダム
　　（農地防災・農業用水・上水の 3者共同）
総貯水量：12,020 千 m3

　（内農水有効貯水量：3,460 千 m3）
形式：中心コア型ロックフィルダム
堤高：55.0m，堤長：170.0m

② 須部頭首工
取水量：最大 1.481m3/s
形式：フローティングタイプ
堤長：40.5m

③ 湖北用水揚水機場
揚水量：最大 1.481m3/s
形式：横軸両吸込渦巻ポンプ
規模：φ 300mm×φ 200mm

× 11.1m3/min × 400kw× 2台
φ 500mm×φ 300mm

× 33.33m3/min × 1,100kw× 2台
揚程：150.3m

④ 送水路
規模：総延長 30,629.5m
口径：φ 1,100 ～ 300
管種：鋼管（主にφ 600 以上），
　　　ダクタイル鋳鉄管（主にφ 500 以下）

上記事業が総事業費 21,549,179 千円をもって完
成し，平成元年度から供用された。供用開始後
は，浜名湖北部用水土地改良区が管理を受託して
いる。
なお，本事業の関連事業として，県営畑地帯総
合整備事業 10 地区を順次実施し，末端用水施設
等の整備を推進している。

3．浜名湖北部用水でのマクロセル腐食発
生の経緯

鋼管・ダクタイル鋳鉄管は高い耐内外圧性能を
有するため，山間丘陵地における高低差が大きい
パイプラインに適しており，高低差の大きい浜名
湖北部用水では，前述の通り，幹線・支線のほぼ
全線に鋼管・ダクタイル鋳鉄管が採用された。

鋼管は原則的に溶接継手であるため，継手から
の漏水の恐れがなく，腐食に対しても，通常は塗
覆装で十分防止できるものと考えられていた。
このため，本地区では比較的長期間にわたり少

ない労力で送水管路が管理できるものと期待され
ていた。
しかしながら，供用開始から間もない平成 2年

７月，用水管路の支線から分岐した排泥工付近
で，埋設された鋼管の腐食による漏水が発生した。
この箇所は昭和 61 年度に施工された箇所であり，
管の設置後 4年しか経過していなかった。
当時，漏水の原因は不明で，現地においては漏

水箇所を開削し，漏水孔の開いた鋼管外面に鋼板
を溶接する補修と，溶接箇所への防食塗覆装が行
われた。
その後も，排泥工を中心に同様の漏水が頻発し，

平成 15 年度までの 13 年間に 33 件の漏水が発生
した。なお，33 件中 4 件は補修箇所が再度腐食
して漏水を起こしたものである。
浜名湖北部用水で，供用初期に発生した漏水の

状況は以下の通りである。
① 本管から分岐したφ 100 ～ 150 の排泥工の
鋼管に多く発生している。

② 鋼管が弁渠などのコンクリート構造物を貫
通する箇所の土壌側で発生している。

③ 管の設置後 5～ 10 年程度の短期間で腐食
が進行し，漏水に至っている。

これらの特徴から，漏水の原因が当時問題に
なりつつあった C/S マクロセル腐食であること
が判明し，平成 5年以降，漏水箇所の補修時に電
気防食が実施されるようになった。

4．C/S マクロセル腐食とは

鉄製の埋設管における腐食の種類は下図の通り
である。（土地改良事業計画設計基準及び運用・
解説より）
通常，鋼管では，性能低下を引き起こす変状の

主原因は腐食であるが，通常の自然腐食（ミクロ
セル腐食）は塗覆装で防止でき，進行も一般的な
土壌中では非常に緩やかである。
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一方，自然腐食の中でもマクロセル腐食では，
埋設管の特定の箇所に集中的に腐食が生じ，進行
速度は 0.1 ～ 2.0mm/ 年と大きく，数年で漏水事
故につながる恐れがある。
コンクリートはアルカリ性であるため，コン
クリート中の鋼管の自然電位は土壌に比べ 0.2 ～
0.3V 高い。このため，鋼管が土壌中からコンク
リート内へ貫入する箇所では，土壌とコンクリー
トの境界部で土壌側がアノード，コンクリート側
がカソードとなり，土壌中の鋼管材が金属イオン
となって土壌へ溶け出す。この現象が C/S マク
ロセル腐食である。
さらに，コンクリート構造物中の配筋もコンク
リート中の鋼管と同じ電位であり，この鋼管と配
筋が接触していると，カソード側の面積が大きく
なり，土壌中の鋼管（アノード部）の腐食が一層
促進される。
一般に C/S マクロセル腐食に対する防食方法
は，以下の 3つである。

① 塗覆装（鋼表面と土壌の接触を遮断し，腐食
電流の流入が出来ないようにする）

② 絶縁（埋設管への絶縁継手の挿入，コンクリ
ートと配管との絶縁により，腐食電流の経路
を遮断する方法）

③ 電気防食（埋設管へ防食電流を流入させ，ア
ノード反応を阻止する）

なお，浜名湖北部用水が造成された昭和 50 年
代には，C/S マクロセル腐食は一般には認識され
ておらず，昭和 63 年 3 月改訂の「土地改良事業
計画設計基準（農林水産省構造改善局）」におい
ても，マクロセル腐食について未記載となってい
る。このため，管路の施工時に，鋼管とコンクリ
ート構造物との絶縁は考慮されておらず，施工箇
所によっては，鋼管とコンクリート構造物を堅固
に固定するため，配筋と鋼管を溶接した箇所もあ
った。この結果，供用開始後時を経ずして，C/S
マクロセル腐食による漏水が発生したと考えられ
る。
また，供用初期に比較的口径の小さい鋼管部で
の漏水が多かったことについては，小口径鋼管の
管厚が 5～ 7mm程度と大口径間に比べ肉薄であ
ったことが理由に挙げられる。
供用初期の平成４年度までに発生した漏水につ
いて，管の腐食速度を表－ 1に示す。
いずれも，通常の腐食（ミクロセル腐食：平均
侵食度 0.021mm/ 年）に対し 36 ～ 54 倍と，非常
に大きな値であり，C/S マクロセル腐食に対して
早急の診断，対策が必要なことがわかる。
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表ー 1　浜名湖北部用水供用初期における管の腐食速度

№
施　設
種　別

管径
mm

管厚
mm

施工
年度

修繕年
漏水まで
の経過年

腐食速度
mm/年

1 排泥工 100 4.5 S61 H2 4 1.125
2 排泥工 150 5.0 S60 H3 6 0.833
3 排泥工 150 5.0 S61 H3 5 1.000
4 送水管 450 7.0 S61 H5 7 1.000
5 排泥工 100 4.5 S61 H4 6 0.750
6 排泥工 300 6.9 S59 H4 8 0.863
（西関東調査管理事務所：浜名湖北部予防保全基本計画H15 より）

5．C/S マクロセル腐食への対策について

前述の通り，本地区で最初に漏水が発生した平
成 2年当時，管体の補修は，鋼板を外面に溶接す
る補修と，溶接箇所への防食塗覆装が行われたの
みであった。
漏水の原因が C/S マクロセル腐食と判明後は，
漏水発生時に貫通孔の補修とあわせ，電気防食の
1工法である「流電陽極方式」による防食工の施
工を行うこととなった。
下記に本地区で検討した防食の工法を示す。

なお，塗覆装および絶縁は，施設造成時には簡
易で有効な方法である。しかしながら施設が完
成して埋設され，供用が開始された状況では，開
削やコンクリート構造物の破壊等を行う必要があ
り，経済性，確実性で課題がある。
電気防食は，上記に比べ管路に与える影響が少
なく，確実な防食が期待できるものである。
電気防食のうち，C/S マクロセル腐食に有効な
方式は流電陽極方式と外部電源方式であり，以下
に特徴を示す。
流電陽極方式は，防食する金属体（ここでは土
壌中の鋼管）に，当該金属よりも電位の卑な金属

（流電陽極）を直接または導線で接続し，電位差
を利用して電流を流す方式である。この陽極（流
電陽極）が腐食し，電流が入る金属（土壌中の鋼
管）は防食される。陽極の主材料はマグネシウム，
アルミニウム等の合金が用いられる。陽極が消耗
するため，耐用年数は概ね 30 年～ 40 年程度に設
定される。
外部電源方式は，防食する金属体（埋設管）を
直流電流のマイナスに，土壌中に設置する電極装
置をプラスに接続し，電流を流す方式である。電
流は外部から供給されるため，陽極自体が消耗す
ることはないが，付帯する電気設備等の耐用年数
は 20 年程度である。

浜名湖北部用水では，耐用年数の長さ，維持点
検の簡易さから，主に流電陽極方式を防食方式と
して採用している。

流電陽極方式の概要を下図に示す。

流電陽極方式概要

ターミナルボックス

埋
設
管
の
防
食
法

塗　　覆　　装

絶　　　　　縁

電　気　防　食

流電陽極方式

外部電源方式

選択排流方式

強制排流方式
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配管への接続

バックファイル（マグネシウム陽極）

本方式では，C/S マクロセル腐食が発生してい
る配管（鋼管）近傍にマグネシウムの陽極を埋設
して配管と電気的に接続する。この陽極のほうが
配管より電位が低くなり，配管に代って腐食し，
配管の腐食を防止する。
マグネシウム陽極は写真に示すバックフィルと
呼ばれる布袋に収められており，陽極が緩やか
に，一様に溶出するよう配慮されている。

6．ストックマネジメントの取組みへ

浜名湖北部用水地区ではH15 年度まで，漏水
発生箇所の補修に合わせ，対症療法的に補修と流
電陽極方式による防食が行われてきた。これは，
事後保全としての取組みであった。結果として，
改良区の維持管理コストは増となっている。
また，それまでは小口径管で顕在化した漏水を
対象に補修を行ってきたが，同時期の規格・基準
で施工された大口径の本管においても，C/S マク

ロセル腐食は発生しているものと予想された。
大口径管は肉厚があるため，漏水にいたるまで
の期間は小口径管にくらべ長いと考えられるが，
ひとたび漏水が発生した場合，断水等による損失
のほか，土砂流出などの 2次被害の恐れも大きく，
適切に診断し，予防保全的な対策を行う必要があ
った。
そのため，平成 15 年，国営造成水利施設保全
対策指導事業により，浜名湖北部用水の現況調
査，診断，保全基本計画の作成が実施された。（事
業実施は関東農政局西関東土地改良調査管理事務
所）
その後，静岡県では県営基幹水利施設補修事業

「須部機場地区」の事業採択を平成 17 年度に受け，
浜名湖北部用水の基幹施設である「湖北用水揚水
機場」の老朽施設の改修とあわせて当該 C/S マ
クロセル腐食対策を予防保全計画に基づき実施す
ることとなった。
なお，本事業は平成 19 年度から「基幹水利施
設ストックマネジメント事業」に移行している。

7．C/S マクロセル腐食調査・対策について

これまでは，漏水箇所に対して事後保全的に行
われてきた防食対策であったが，予防保全として
管路を調査し，計画的に対策を行うこととした。
調査方法は，初期点検調査として改良区職員に
より管理状況，漏水・補修履歴の整理が行われた
後，2次診断として土壌抵抗率の測定，管対地電
位の測定，仮通電試験が行われている。
この 2次診断のうち，特に管対地電位がコンク
リート構造物近傍で-0.4Vよりプラスである場合，
C/S マクロセル腐食の発生があると判断される。
この調査により判明したマクロセル腐食の発生箇
所を表－ 2に示す。
計画では，これらの箇所を管径の大きさ，管対
地電位等により優先順位付けし，対策工を実施す
ることとした。
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　　表－ 2　マクロセル腐食有無の判定

全調査数量
C/S マクロセル
腐食あり

C/S マクロセル
腐食なし

空 気 弁：46 箇所 8箇所 38 箇所
分 水 工：36 箇所 31 箇所 5箇所
排 泥 工：35 箇所 29 箇所 6箇所
制水弁工：12 箇所 12 箇所 0箇所
揚水機場： 4 箇所 4箇所 0箇所
  合   計　 133 箇所 84 箇所 49 箇所

8．対策工事の実施にあたって

本地区では，流電陽極方式の対策工事施工にあ
たり，以下の 2工法を採用している。

①　バックホウ等の重機で該当箇所を開削し，マ
グネシウム陽極を設置する。
② ボーリングによるマグネシウム陽極の設置
原則として，最も経済的なロータリーボーリン
グマシンによる泥水掘りとしている。なお，作業
用地が狭く，泥水ポンプ，泥水タンク等の機材搬
入設置が困難な箇所では，ビットをオーガードリ
ルに換え，泥水を使わない無水掘りを採用した。
また，斜面部のような機械の進入が困難な場合
は，トラック架装式ボーリングシステムによるブ
ームを利用した掘削方法も採用されている。
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9．最後に

以上，「須部機場地区」で実施された浜名湖北
部用水の C/S マクロセル腐食の対策においては，
基幹水利施設補修事業での採択であったため，基
幹水利施設ストックマネジメント事業で行われる
複数シナリオによるライフサイクルコストの検討
は未実施である。
しかしながら，「C/S マクロセル腐食が発生し

た全施設の更新」と「流電陽極方式による予防
保全対策」との経費を比較すると，対策が必要な
全箇所を実施した場合，60,000 千円程度の事業費
が削減されると試算されている。また，既存施設
を活かし，施設の長寿命化を図るというストック

マネジメントの観点に合致した手法であるといえ
る。
本稿は大規模な国営造成施設での事例である
が，県営造成施設等のストックマネジメントにお
いても，本地区を実施した知見を活かし，静岡県
における農業用水利施設の有効活用を図っていく
所存である。
　
　本稿は平成 22 年 1 月 28 日に開催された平成
21 年度農業土木技術研究会研修会において発
表されたものであるが，より広く普及すべき内
容であることから農業土木技術研究会及び静岡
県のご好意により掲載させていただいたもので
ある。


