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ストックマネジメント

1．はじめに

　信濃川水系土地改良調査管理事務所（以下，事
務所という）では，ストックマネジメント技術高
度化事業で，開水路の表面対策工，目地補修対策
工，鋼矢板排水路腐食対策工，矢板排水路倒伏対
策工の適合性を現地実証試験で検証してきた。
　本稿では，排水路の機能低下が顕著化している
鋼矢板排水路の腐食対策の実証試験について報告
する。

2．地域の特性及び鋼矢板の現状

　新潟の地名の由来は，信濃川と阿賀野川の河口
の中州に新しく形成された潟湖から「新しい潟」
の意味で「新潟」となったものである。新潟平野
の標高は 1 ～ 2 mという所が多く分布し，窪地
の多い低湿地で，洪水のたびに農作物は被害を受
けてきた（図－ 1）。
　このため，排水不良を改善するために，多くの
事業により排水機場や排水路の整備が進められて
きた。
排水路の整備は，地盤が軟弱であることから，鋼
矢板を用いた護岸が多く採用されてきたが，造
成されてから 40 年以上が経過した現在，所定の
腐食代が無くなってきていることが確認されてい
る。

3．施設の機能診断

　鋼矢板排水路の補修・補強を行う上で，既存施
設の機能診断を行い，現況の劣化状況を把握する
ことが必要であり，このため，事務所では，国営

造成水利施設保全対策指導事業により機能診断を
行った。
　その診断項目は農業水利施設の機能保全の手引
き「開水路」のその他開水路（矢板型水路（柵き
ょ含む））の施設状態評価表と併せ，当事務所の
独自項目として鋼矢板の板厚の残存率も機能診断
評価項目として取り入れて評価を行っている（表
－ 1，写真－ 1）。
　残存板厚率＝残存板厚／設計板厚
　設計板厚（腐食代 2 mmを除いた板厚）

表－ 1　残存板厚率による鋼矢板の健全度区分

S － 5 S － 4 S － 3 S － 2
普通鋼矢板
自立式

95％
以上

88％
以上

76％
以上

71％
以上
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図－1　施工位置図
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4. 鋼矢板腐食対策の実証試験の概要

　鋼矢板腐食対策工の実証試験は，平成 21 年度
～平成23年度にかけて6工法を実施した（表－2）。

表－ 2　対策工法の一覧

施工年度 工　法　名

H.21
① CV スプレー工法
②セラミックコーティング工法

H.22 ③ウレアウレタン吹付工法

H.23
④エコガード工法
⑤ノバルート SP 工法
⑥プレキャスト型枠残存工法

　①～⑤の工法は，被覆材を吹付又はハケ等で塗る工法
である。
　⑥の工法は，矢板全面に型枠を設置し，その間に裏込
めコンクリートを打設する工法である。

　今回は①～⑤の吹付被覆工法としてウレアウレ
タン吹付工法と⑥のブレキャスト型枠残存工法に
ついて仕様と施工の概要を述べる。

5．試験工事の特別仕様書に記載した内容

5.1　ウレアウレタン吹付工法の例

1）　鋼矢板継手部処理工及び軽量鋼矢板孔食部補
修工

　軽量鋼矢板の継手部に副資材であるシーリング
材（UTシール）を詰める。
　なお，孔食部については，欠損幅 50 mm以下
の場合にはシーリング材（UTシール）を詰め，
欠損幅 50 mm以上の場合には軽量鋼矢板にエポ
キシ板を貼付け，補修を行うものとする。

2）下塗工
　重曹ブラストで洗浄した後（写真－ 2），軽量
鋼矢板に錆止めとして，変性エポキシ樹脂塗料を
2回ローラー刷毛等で塗布する。なお，色により
識別が出来るようにし，塗布量は，0.32 ㎏ /m2（0.16
㎏ /m2/ 回）とし，規定膜厚は 2 回合わせて 80
μm以上となるよう塗装する。また，1回目と 2
回目の塗装間隔は，気温 5℃以上のときは 1日以
上 10 日以内，気温 5℃未満の場合は 2日以上 10
日以内とする。

3）プライマー塗布工
　下塗 2回塗布後，ウレタン樹脂塗料下塗を規定
の配合で調合し，ローラー刷毛で塗布する（写真
－ 3）。なお，塗布量 0. 20 ㎏ /m2（30 μ m）とし，
塗布後 1時間以上経過後，当日中に次工程のライ
ニング吹付施工を行う。

写真－ 1　板厚の測定状況

写真－ 2　重曹ブラスト洗浄状況

写真－ 3　プライマー塗布状況
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4）ライニング吹付工
　プライマーの硬化を確認後，超速硬型ウレア
ウレタン樹脂塗料を専用吹付け機により吹付ける
（写真－ 4）。塗膜厚は，マックゲージ等の膜厚計
を使用して管理し，塗布量は 3 ㎏ /m2 とし，規
定膜厚 3000 μ m以上となるよう塗装する。

5）上塗工
　ライニング吹付後 1時間以上 1日以内に，ウレ
タン樹脂塗料上塗を規定の配合で調合し，ローラ
ー刷毛で塗布する。塗布量は0. 20㎏/m2（30μm）
で塗装間隔は 1時間以上 1日以内とし，規定膜厚
30μm以上となるよう塗装する。
6）養生
　養生の温度については，エポキシ樹脂系を使用
する下塗工は 5℃以上，ウレタン系樹脂塗料を使
用するプライマー塗布工，ライニング塗布工，上
塗工については，０℃以上となるよう養生シート等
で覆い加熱養生（練炭）を行わなければならない。

5.2　プレキャスト型枠残存工法の例

1）洗浄工
　高圧洗浄機（水圧 14.7MPa）により，鋼矢板の
洗浄を行なう（写真－ 6）。

2）残存型枠の組み立て
　残存型枠を組み立てる場合は，製品専用の接続
金物を使用する。
3）溶接作業
　残存型枠を，溶接により鋼矢板に設置する（写
真－ 7）。セパレーター溶接は，打設高 1 m以下
で 20 mm以上，1 ～ 1. 5m で 30 mm以上の溶接
長を確保する。

写真－ 4　ライニング吹付状況

写真－ 5　完　　成

写真－ 6　高圧洗浄状況

写真－ 7　溶接後の状況
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4）コンクリート打設
　残存型枠を切り欠いた上部のコンクリート投入
口より，残存型枠と鋼矢板の隙間にコンクリート
を打設する（写真－ 8）。
　コンクリートの打ち継ぎ位置は，残存型枠表面
にクラックが発生することがあるため，残存型枠
のパネル継ぎ目に合わせる。

6．施工時の気象条件について

　実証試験は 12 ～ 3 月に実施されており，実際
の施工も同様の期間に集中して行われることとな
るが，統計的に見ても日平均気温 6℃以下の条件
下での施工が想定される（表－ 3）。
　鋼矢板排水路腐食対策工法はプライマー工やラ
イニング工等の主要な作業を気温 5℃以上，湿度
75％以下の環境条件下で施工する必要がある。施
工時の記録によると外気温が低い場合，仮囲いの
みでは条件を満足できない日があり，加熱養生の

併用によって条件を満たすことが確認された。従
って，品質を確保するためには，仮囲いに加え加
熱養生が必須であると考えられる。

表－ 3　新潟市における気温・湿度

気温（℃） 相対湿度（％）
平均 最高 最低 平均

12 月 5.6 8.7 2.7 72
1 月 2.8 5.5 0.2 72
2 月 2.9 6.0 0.1 71
3 月 5.8 9.7 2.3 67

統計期間　1981 ～ 2010（30 年）

7．評価基準の検討

　各工法を評価するに当って，モニタリング，資
料調査，問診調査等によって得られた結果を，3
段階で評価することを基本として境界値を設定
し，評価基準を設定した。

（1）物理性能（構造性能）

評価項目 付着性（鋼矢板排水路腐食対策工法）
評価内容 既設躯体に対する付着強度は確保されるか
評価手法 実証試験結果の付着力試験結果により評価
評価項目 変状の有無
評価内容 変状発生の頻度
評価手法 モニタリング結果よりにより評価
評価項目 変状の進展性
評価内容 変状進展性の有無
評価手法 モニタリング結果により評価

（2）施工性

評価項目 施工能力
評価内容 施工能力の優劣
評価手法 実証試験結果の日施工量により評価
評価項目 気象条件適合性
評価内容 新潟地域の気候への対応度
評価手法 実証試験結果の施工管理内容により評価
評価項目 作業性
評価内容 作業性は良好か
評価手法 実証試験結果の作業性により評価
評価項目 作業環境
評価内容 作業環境は良好か

評価手法
実証試験結果の作業環境（粉塵・臭気・騒音）
により評価

写真－ 8　コンクリート打設状況

写真－ 9　完　成
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（3）維持管理性
①保守・管理性

評価項目 維持管理性
評価内容 維持管理は容易か
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 施設管理者聞き取りにより評価
評価項目 耐火性
評価内容 可燃性材料か否か（野焼きの可否）
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 メーカー試験結果・聞き取りにより評価

②補修性

評価項目 再補修の容易さ
評価内容 次サイクル時に同工法で再補修が可能か
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 メーカー聞き取りにより評価
評価項目 部分補修の容易さ
評価内容 劣化発生部位のみの補修が可能か
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 メーカー聞き取りにより評価

（4）環境性
①環境性

評価項目 水質への影響
評価内容 水質への影響があるか
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 メーカー聞き取りにより評価

②景観性

評価項目 外観・仕上がり
評価内容 外観・仕上がりについての良否
評価区分 定性的評価・相対評価
評価手法 施設管理者聞き取りにより評価

（4）総合評価
　今回は，各工法に◎，○，×という評価を行わ
ずに，図－ 2のレーダチャートにより評価を行っ
た。
　レーダチャートにより評価を行った理由は，施
工条件（流量，母材の状態・施工年度，地下水位，
地盤条件）がいずれも異なっており，工法によっ
ては不利な条件下で施工されたと考えられるもの

もある。また，現在現れている変状は初期変状（母
材の不良，材料不良，施工不良等々）と考えられ，
いずれの変状も構造上の影響は軽微であり，モニ
タリング期間も短いことから，長期的な耐久力ま
で評価したものではない。
　この評価に当っては，北陸農政局新技術導入評
価委員会の委員からは，「このレーダチャートで
ユーザーは，工法を選定することになるのか」，「ど
のような考えで評価したかを整理すれば誰が評価
しても同じ評価になると思われる」等の意見を頂
いている。
　評価手法については，全国的に統一したものが
ないのが現状であり，早急に統一された評価手法
の確立が望まれている。
　事務所としては，今後も変状の進展性等に着目
し，継続的に監視していくとともに，併行して評
価基準，評価も見直していく考えである。

8．おわりに

　現在，新潟県農地部と新潟大学では，鋼矢板の
腐食が進み，補修ではなく補強しなければならな
いような事態の時の対策工法について以下の検討
がなされている。
　腐食が進行した既設矢板を現地から引抜き，工
場内で腐食部位を切断し，2本の矢板をプレート
で溶接し，鋼矢板の再生を図る工法である。
　今後は，新潟県と鋼矢板の補修及び補強につい
て情報交換し，よりよい対策工法を見つけ出して
行きたいと考えている。
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図－ 2　レーダチャート


