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鋼製パイプラインの最新防食技術と耐震化について
（LCC の低減に寄与する 100 年鋼管・・・JIS 規格の制定）

JFE エンジニアリング株式会社　小泉　勝，深井　大，薮口　貴啓

ストックマネジメントストックマネジメント

1. はじめに

わが国の社会基盤のほとんどは，高度経済成長
を背景に建設されてきたものであり，供用以来 4
～ 50 年を経たいま計画的な更新が喫緊の課題と
なっている。さらに，2011 年 3 月の東日本大震
災から 4 年半が経ち，これら公共インフラの耐震
対策も急速に進められている。

本稿では，農業水利システムの動脈とも言うべ
きパイプライン網の重要部分で用いられてきた鋼
管類の最新の長寿命化仕様（JIS 規格の制定）と
耐震化技術の一端について紹介する。

2.　パイプライン施設の現状と課題

2.1　農業水利施設の老朽化

農業水利ストック（約 32 兆円）のうち現状で
標準耐用年数を超過している基幹的水利施設は再
建設費で 3 兆円にも及んでいる。近年，これら施
設の老朽化による突発事故が急増しており，うち
管水路の事故が半数を占めると言われてきたが，

直近の H26 年度データでは約 7 割（全突発事故
件数：1,378 件）を占めるに至っている。

パイプラインの管種は多岐にわたり，管径によ
って使用管種の構成比率が異なるが，事故は塩ビ
管が圧倒的に多く，PC 管が劣化，FRPM 管は外
力，鋼管は腐食などと管種毎に主原因が異なり，
何よりも地中埋設物であるがゆえ機能診断の手法
やストックマネジメントの考え方を難しくしてい
るとされている。

鋼管類についてみると，管種シェアは 5％と少
ないが，事故率（件 /km/ 年）や累積事故率（件
/km）は極めて低い。

一方で，漏水事故の約 8 割を占める構造物周り
のマクロセル腐食など外面腐食によるものが特徴
的であり，以前の外面アスファルト塗覆装の仕様
や専門外業者による施工不良が主原因と考えられ
る。なお，鋼管路の更新については，一部マクロ
セル対策を除けば本格的な事業化は未着手である。

2.2　鋼製パイプラインの地震被害と耐震性 

東日本大震災における影響について，大口径の
鋼管類を多用している茨城県のＫ
用水地区では排泥工部分で一部損
傷が見られたものの , 管路本体では
被害なしと報告されており，筆者
が地震時に在籍した千葉県両総用
水地区でも鋼管路区間での損傷は
皆無であった。全国的な農業用パ
イプラインの被害状況は未公表で
あろうが，日本水道鋼管協会（WSP）
による埋設鋼管路の被害分析の報
告書（H23.8）2）によれば，概ね

技術報告

図－ 1.1　農業用用排水路の供用経過年数と延長（国営造成施設）

出典「基幹水利施設に関する実態調査（H15.3 土地改良企画課）」
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以下のとおり要約される。
①　伸縮可撓管や昭和 40 年代以前に布設された

口径 700A 以下の鋼管を除けば，溶接鋼管路
に被害は無かった。

②　古い口径 700A 以下では現地溶接部からの漏
水被害が数件散見されたが，建設当時裏波溶
接棒が未開発であり，現地内面塗装技術も未
熟であったことに起因する。

③　コンクリート構造物との接続部において離脱
防止機構を持たない伸縮可撓管の脱管被害が
多いが，地震動変位に加え常時の不同沈下の
累積や水圧などが複合的に作用した可能性が
高い。

④　1995 年兵庫県南部地震以前の耐震設計指針に
基づき設計された鋼管路では，常時の不同沈
下によって生ずる変位量が影響し，むしろ伸
縮可撓管が地震時における弱点となる可能性
がある。

被災箇所はいずれも古い設計，施工技術による
ものであり，最近の技術による埋設鋼管路の耐震
性能は極めて高いものとなっている。

  
写真－ 2.1　両総用水地区 東日本大震災時の管路損傷

2.3　鋼管類に期待される役割と技術開発

鋼製管路の新設，更新については，上水道等の
分野では耐久性や地震時の信頼度からその有効性
を認められ多用されるようになっているが，農水
分野ではこれまで特に中小口径での割高感もあっ

て，鋼管類の使用は限定的であった。その使途は
φ 1,000mm 以上の大口径で高圧送水する路線や
鉄道，道路，河川横断など不測時の影響度が大き
い重要区間を中心に採用されてきた。しかし，今
後は水管理の合理化，省力化のための水利システ
ムの再編や自然災害に対する強靭化に寄与するた
めに鋼管類に期待される役割は大きいものと考え
られる。とくに既存の管水路システムを効率的に
延命化し，かつ耐震性に優れた安心感のある構造
物に更新，更生するために，
①　更なる総合的な耐久性の増大により，構造物

のライフサイクルコストの大幅な低減に寄与
すること（長寿命化）。

②　既存施設（既設管体）を確実に補強し得る工
法の開発。

③　多様な水利施設周りを保護，補強し，管路シ
ステム全体をサポートできる管製品の開発。

などが求められるようになっている。

　

3.　水道用鋼管の最新防食技術

3.1　長寿命形仕様の JIS 規格化

近年，LCC 低減の観点から，水道用鋼管の長
寿命化に対する利水ユーザーの要請が高まってい
る。そこで，当社では，日本水道鋼管協会（WSP）
に設置された「水道鋼管長寿命化研究委員会」（委
員長：増子曻 東京大学名誉教授）に参画し，内
外面塗覆装の長寿命化（目標 100 年）について調
査・試験検討を共同で行った。また，JIS G 3443
の管理団体でもある WSP とともに，「水輸送用
塗覆装鋼管 JIS 原案作成委員会」（学識者，経産省，

写真－ 2.2　九頭竜川地区 鋼製パイプライン
( φ 3,500mm)
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農水省，水資源機構等で構成）についても継続的
に参画し，規格改正に関わってきた。

その結果，工場外面プラスチック被覆（PU，
PE），現地外面塗覆装（ジョイントコート）およ
び内面の無溶剤エポキシ樹脂塗装について，それ
ぞれ目標 100 年の期待耐用年数を有する長寿命形
仕様およびその品質管理の内容を決定した。その
成果は平成 26 年 10 月に，JIS G 3443「水輸送用塗
覆装鋼管（第 1 部～第 4 部）」として規格改正された。

本項では，長寿命化研究委員会で決定した外面
プラスチック被覆および内面無溶剤エポキシ樹脂
塗装の長寿命形仕様と，それが反映された JIS G 
3443-3：2014「水輸送用塗覆装鋼管‐第 3 部：長
寿命形外面プラスチック被覆」, ならびに JIS G 
3443-4：2014「水輸送用塗覆装鋼管‐第 4 部：内
面エポキシ樹脂塗装」の品質確保の考え方につい
て報告する。

3.2　長寿命形仕様の概要

（1）外面被覆
①　外面被覆の長寿命化仕様

現在，水道用鋼管の外面被覆には，全面的に
プラスチック被覆（ポリウレタン被覆，ポリエ
チレン被覆）が採用されている。プラスチック
被覆は，環境遮断性・電気絶縁性に優れ，長期
に渡って優れた防食性を発揮する被覆材料であ
る。プラスチック被覆の長寿命形仕様決定のた
め，想定される劣化要因毎に促進試験等によっ
て寿命推定を行った。その結果を表－ 3.1 に示
す。この結果，防食上必要とされる膜厚に耐衝
撃性を考慮して，被覆厚みを 1.5mm 以上とし
た。

表－ 3.1　劣化要因別寿命推定結果
劣化要因 検討結果

水分・酸素透過に
よる鋼面腐食

0.5mm 厚で推定寿命 100 年

酸化劣化
酸化防止剤等の添加により 50℃で
推定寿命 100 年

紫外線劣化
黒色化及び酸化防止剤の添加によ
り推定寿命 100 年

（ポリウレタンは 0.8mm 必要）
耐衝撃性 被覆厚みは 1.5mm 以上

②　長寿命形仕様の品質確保の考え方
長寿命化の検討結果は，JIS G 3443-3：2014「水

輸送用塗覆装鋼管‐第 3 部：長寿命形外面プラ
スチック被覆」に反映され，長寿命化の内容に
対応する品質規定とともに形式試験が追加され
た。長寿命形の品質規定は，従来の評価項目に
加え，表－ 3.1 に示す酸化劣化，紫外線劣化に
対応する項目を新たに追加した。

形式試験は，従来から規定されていた受渡試
験に加え，長寿命化の品質確保を目的とした試
験項目を追加し，工場および塗料毎に義務付け
ることとした。試験項目は，ISO に準じて規定
された JIS G 3477-1 にならい，規定値について
も参考にした。表－ 3.2 に，ポリウレタン被覆
の形式試験の項目を示す。

表－ 3.2　ポリウレタン被覆の形式試験
分　類 項　目

受渡試験 ①ピンホール，②付着性

形式試験
①プルオフ付着強度，②耐衝撃性，③押
込み深さ，④耐曲げ性，⑤耐陰極剥
離性，⑥耐熱水浸せき性

なお，旧規格適合品との区別を明確にするた
め，規格名称を「外面プラスチック被覆」から「長
寿命形外面プラスチック被覆」へ変更し，長期
耐久性をもつ被覆であることを明確にした。

（2）内面塗装
①　内面塗装の長寿命形仕様

現行および長寿命形の内面塗膜厚仕様を，表
－ 3.3 に示す。長寿命形の防食仕様決定にあた
っては，塗膜への水の透過促進試験（温度勾配
試験，湿潤試験）を行い，50% ブリスター発
生時を寿命とした安全側の評価を行った。また，
表－ 3.3 に示す塗膜の厚膜化に伴い残留応力や
耐屈曲性を確認したが，良好な結果であった。
なお，長寿命形仕様は，流水中の土砂や転石の
衝突による塗膜の磨耗によるすり減り欠損の影
響については考慮されていない。
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表－ 3.3　水道用鋼管の内面塗膜厚
分　類 現行 長寿命形

工 場 機 械 塗 装 0.3mm 以上 0.6mm 以上
現場手塗り塗装

（プライマー含む）
0.4mm 以上 1.0mm 以上

②　長寿命形仕様の品質確保の考え方
長寿命化の検討結果は，JIS G 3443-4：2014「水

輸送用塗覆装鋼管‐第 4 部：内面エポキシ樹脂
塗装」に反映され，品質規定および報告事項を

「附属書 B（規定）　長寿命形無溶剤エポキシ樹
脂塗料」，「附属書 D（参考）　現場溶接部の長
寿命形無溶剤エポキシ樹脂塗装」として追加さ
れた。長寿命化の品質規定は，従来の評価項目
に温度勾配試験を加え，その他の項目について
も長寿命化に適した規定値とした。さらに，表
－ 3.3 に示す塗膜の厚膜化に伴い，塗料会社か
ら提出される長寿命化の報告事項についても，
以下に示す項目を規定して，品質確保を図って
いる。

1）耐屈曲性試験，2）塗り重ね部の耐屈曲性，
3）耐湿性試験，4）温度勾配試験，5）残留応力，
6）鋼管への塗装試験（手塗り塗装用のみ）

なお，今回の JIS G 3443-4 の改正は，長寿命
形に関する事項を新たに附属書として設けたも
のであり，それ以外の事項に関する技術的な変
更は行なっていない。旧規格の附属書で運用さ
れても問題は生じていないことから，旧規格の
体裁を踏襲し，規格名称は「内面エポキシ樹脂
塗装」を維持している。

3.3　規格体系

一般に農業水利事業や上水道で用いられる鋼管
類は（公社）日本水道協会（JWWA）による規
格品質検査を経て納入されるが，前述の結果は水
道協会規格に織り込まれ，長寿命化の規格が体系
化されて，すでに運用が開始されている。
・ JIS G3443-3：2014「水輸送用塗覆装鋼管－第

3 部：長寿命形外面プラスチック被覆」
・ JIS G3443-4：2014「水輸送用塗覆装鋼管－第

4 部：内面エポキシ樹脂塗装」（浸出性なし。
上水適用不可）

・ JWWA K 151：2014「水道用ポリウレタン被
覆方法」

・ JWWA K 152：2014「水道用ポリエチレン被
覆方法」

・ JWWA K 153：2014「水道用ジョイントコート」
・ JWWA K 157：2013「水道用無溶剤形エポキ

シ樹脂塗料
塗装方法」

4. プラスチック被覆によるマクロセル腐食
の解消と適用性

4.1　マクロセル腐食のメカニズム

マクロセル腐食は，水管橋の橋台や弁室等のコ
ンクリート構造物を鋼管が貫通する箇所で発生す
る。原因は，コンクリート中の鉄筋と鋼管の接触
および埋設管の塗覆装損傷であり，コンクリート
中の鉄の電位（約 -250mV）と土中の鉄の電位（約
-450 ～ -650mV）との差による巨大電池（マクロ
セル）によって腐食が進行する（図－ 4.1 参照）。

図－ 4.1　マクロセル腐食のメカニズム

以下に，埋設管に塗覆装損傷を起す要因として，
レキ混じり土による埋戻し時の影響及び輸送，保
管時や埋め戻し時の衝撃強さについて，検討した
結果を示す。

4.2　レキ材料による埋戻しに対する適用性

一般に現場発生土等による埋戻しでレキが混じ
る場合があるため，最も厳しい条件である砕石の
みの場合のポリウレタン被覆における耐疵付き性
を検討した。5）

①　締固め試験（管半径方向に約 10cm の離れ・

J
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被りを確保）を実施した結果，最大疵深さは
1.17mm であった（表－ 4.2 参照）。

②　繰返し荷重のみを加えた試験（砕石を締固
めない状態）の結果，疵の深さは 0.3mm 程
度の増加のみであった。

③　締固めを行った後，載荷回数を変えて試験
を実施した。

所定の載荷回数ごとに供試体を掘上げて疵チェ
ックを行い，載荷回数が増加した場合の疵の進行
具合を比較した結果，未載荷の条件で発生した疵
深さを上回る深さの疵は発生しなかった。このこ
とから砕石を締固めた場合は，繰返し載荷の影響
は小さいことが分かった。

以上の結果，ポリウレタン被覆の厚さは，繰返
し載荷（トラック走行荷重）による疵進行も安全
を考慮して、「砕石締固め試験による最大疵深さ
1.17mm ＋繰返し載荷による疵の進行 0.30mm ＋
防食上必要膜厚 0.50mm ＝ 1.97mm」より，設計
上は 2.0mm 以上とすることで防食上問題ないこ
ととした。

表－ 4.2　砕石締固め試験結果

締固め概略図
最大疵発生位置と

最大疵深さ

11 時方向
表面近傍
1.17mm

4.3　耐衝撃性

水輸送用鋼管の外面被覆には，輸送，保管時や
埋戻し時などにおいて容易に損傷しない衝撃強さ
および埋設後に腐食性土壌環境から鋼管を電気的
に遮断する電気絶縁性能などが要求される。ポリ
ウレタン被覆及びポリエチレン被覆は，外面塗覆
装として長年実績のあるアスファルト塗覆装に比
べ，共に電気絶縁抵抗が高い。さらに，20 ～ 30
℃程度の温度範囲でアスファルト塗覆装と同程度
の衝撃強さであるが，0℃又は 50℃程度の低温・
高温領域になるとアスファルト塗覆装より高い衝
撃強さを示し，広い温度範囲でアスファルト塗覆
装よりも安定した耐衝撃性を有する。

各防食材料に関する衝撃エネルギーと温度との
関係を図－ 4.3 に示す。

図－ 4.3　衝撃エネルギーと試験温度の関係

4.4　マクロセル腐食の解消

前述のとおり，外面プラスチック被覆は，腐食
性物質からの保護には被覆厚さ 0.5mm 以上あれ
ば十分であり，プラスチック被覆自身の耐久性は
ポリウレタン，ポリエチレン共に酸化劣化及び紫
外線劣化について，100 年以上の寿命を期待でき
る事が明らかとなっている。

さらに，防食上の必要被覆厚に耐衝撃性を考慮
した被覆厚さは 1.5mm 以上，レキ材料による埋
戻しを考慮した必要被覆厚さは 2.0mm 以上とな
ることがわかった。

このことから，埋設に使用される農業用プラス
チック被覆鋼管は，JIS G 3443-3 に規定されてい
る被覆材料を用いて，被覆厚さ 2.0mm 以上であ
れば，塗覆装の傷に起因するマクロセル腐食を解
消できる。

このように，現在一般に用いられているプラス
チック被覆鋼管では通常の施工がなされる限り，
マクロセル腐食に対する懸念は解消されるととも
に，鋼管の長寿命化が可能となり，ライフサイク
ルコストの低減に寄与することとなる。

5.　長寿命化仕様に関連する技術開発

5.1　小型内面塗装機の新規開発

鋼管の内面塗装に用いられる無溶剤形塗料は，
VOC 対策として溶剤（トルエン）を含まない塗

J
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料として開発され，現在，水道分野で多用されて
いるが，溶剤形塗料に比較して粘性が高くハンド
リングが難しいため，現地塗装についてはローラ
ーや刷毛を用いた手塗りによる塗装が一般的であ
った。一方，工場塗装で使用される「二液混合形
塗装機」は，塗料の加温や高圧での二液（主剤・
硬化剤）混合・噴霧などの機能が必要なため，構
造的に管内への搬入が制限されるほか，本体を管
外に設置した場合の塗装範囲にも制限があるた
め，現場塗装には適用が困難であった。

このため，当社では現地溶接部内面塗装作業の
迅速化・効率化を目的として，JWWA K 157 に
規定されている「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗
料」専用の小型内面塗装機を開発した。

5.2　小型内面塗装機の概要

工場内面塗装用の二液混合形塗装機は，構造上
縦長（1.5 ｍ程度）であり，現地塗装が必要な口
径 800A の管内に投入することは困難である。そ
のため，今回の開発では，工場用塗装機の機能は
従前のままで，機能毎に塗装機を 5 分割した構造
とし，管内での移動が容易となるよう台車上に設
置した。

開発した小型内面塗装機の構成を，図－ 5.1 に
示す。各ユニットは，それぞれ写真－ 5.1 に示す
機能を有するが，それぞれ高さ 800mm 未満×直
径 600mm 未満，重量 80kg 以下に設計している
ため，口径 600mm の人孔から搬入出が可能である。

写真－ 5.1　小型内面塗装機の構成

表－ 5.1　各ユニットの機能
ユニット № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

機　能 加温・制御 洗　浄 ポンプ 塗料タンク 塗料供給

また，管内搬入後各ユニットを接続し管内を移
動する場合においても，口径 800A の 90°曲管
まで通過可能である。

なお，最後尾の No.5 ユニットは塗料供給用で

あり，塗装時にも分離可能な独立構造としてい
るため，No.1 ～ No.4 の塗装機本体とは別に管内
を移動して追加塗料の搬送・供給が可能である。
塗装厚さについては特に制約は無いが，例えば
1.0mm 以上の厚膜塗装についても 1 回で塗装が
可能である。

5.3　適用事例

本機による内面塗装を初めて採用したＮ市水道
局・Ａ水管橋の塗装塗替工事の概要を表－ 5.2 に
それぞれ示す。

同施設は，供用後 18 年余経過した水管橋であ
るが，導水管路から配水管路への用途変更に伴い，
管内面の塗装を全面塗替えするものである。

無溶剤形塗料の現地塗装に先立ち，既存の塗膜
をブラスト処理により除去し，Sa2 1/2 相当の下
地処理を行った。

管内の清掃後全面にプライマーを塗布し，品質
確認の後，小型内面塗装機による塗装を実施した。

表－ 5.2　塗装工事の概要
口径・延長 1,350A × 120m
塗装面積 512m2

塗料規格 JWWA K157
塗膜厚さ 0.5MM 以上

小型内面塗装機の各ユニットは，作業用人孔か
ら管内に搬入し，写真－ 5.2 のように管内で各ユ
ニットを接続し，流量計にて主剤・硬化剤の混合
比の確認を行って塗装準備完了となる。スプレー
ガンによる吹付塗装後は，塗膜の外観検査，膜厚
検査，ピンホール検査を実施して塗膜品質が良好
であることを確認した。

写真－ 5.2  塗装機接続状況

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
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施工後の膜厚計測結果は，必要膜厚の 0.5mm
以上を十分確保することができ，外観も問題なく
施工できた。塗装日数は，従来の手塗りであれば
63 日間かかるところ，本機の採用により検査を
含め 7 日間（長寿命化仕様の塗装作業 6 日間）と
大幅な工期短縮を実現した。
5.4　今後の応用

以上のとおり，同塗装機を用いることで，規定
膜厚（0.5mm 以上）は 1 回の吹付で確保可能で
あり，従来の手塗り塗装と比較して大幅な工期短
縮とともに，良好な塗膜品質により，実工事への
適用について問題が無いことを確認した。今後は，
長寿命形仕様（膜厚 1.0mm 以上）の現地塗装な
ど新設管に限らず，老朽化した既設管の再生，延
命化など広範な適用ができるものと考えている。

6. 耐震化のための新たな鋼管技術

6.1　矩形断面水路の耐震化

（独）水資源機構豊川用水二期地区では，東海・
東南海・南海地震などを念頭に大規模地震対策工
事が進められている。同事業では，常時水圧が作
用し，地震時にひび割れが発生した場合漏水によ
って甚大な二次被害の発生が懸念される RC 製サ
イホン施設の耐震化が検討された。中でも現場打
ち矩形サイホンの耐震化対策として，①自立性が
あり施工性に優れること，②靭性に富み耐震性に
優れること，③維持管理が容易なこと，④機械に
よる効率的な運搬・施工が可能なことなど総合的
な評価の結果「鋼板内張工法」（写真－ 6.1 参照）
が採用された。

写真－ 6.1　矩形水路トンネル鋼板内張工法

（雲谷サイホン　施工完了状況）

当社では，これまで円形断面の管路更新を対象
としたパイプ・イン・パイプ（PIP）工法（図－
6.1 参照）や馬蹄形断面の水路トンネルを対象と
した鋼板内張工法（図－ 6.2 参照）について豊富
な施工実績を有しているが，この矩形断面のサイ
ホン施設に対する耐震化工事を全国で初めて施工
した（元請のあおみ建設㈱より受注）。今回の耐
震化工事対象である計 5 箇所のサイホン施設の諸
元を表－ 6.1 に示す。

図－ 6.1　パイプ・イン・パイプ工法概要図

図－ 6.2　馬蹄形トンネルの鋼板内張工法概要図

表－ 6.1　耐震化対象施設と諸元

No. 名称
断面寸法
（mm）

板厚
（mm）

材質

1 岩崎サイホン □ 3,400 × 3,400 20 SM490
2 雲谷サイホン □ 2,600 × 2,600 16 SM490
3 小島サイホン □ 3,150 × 3,150 18 SM490
4 小松原サイホン □ 3,150 × 3,150 21 SM490
5 伊古部暗渠 □ 2,900 × 2,900 28 SM490

この鋼板内張工法の特徴を，まとめると以下の
とおりである。
（1）通水断面の確保

内張鋼板は矩形水路トンネルと同形状であ
り，既設サイホンの内空断面に対して，運搬・
据付誤差等を考慮して最小隙間 50mm として
おり，流量断面の欠損を少なくできる。また，
内面塗装により粗度係数も改善できる。

（2）耐震性に優れた構造
内張鋼板自体が内圧・外圧に対して十分な強
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度を有し，既存施設の老朽化度にかかわらず自
立性が確保できるとともに，溶接接合による一
体構造により水密性および耐震性に優れた構造
が実現できる。

（3）傾斜及び曲がり部にも対応
伏せ越しやサイホン部など，矩形水路トンネ

ルが傾斜している場合でも施工が可能である。
また，曲がり部が連続するトンネルでも施工が
可能である。

この矩形断面水路に対する鋼板内張工法の開
発により，これまで断面縮小することなく耐震
化することが難しかった多様な水利施設の補
強，更新が可能となるものと期待される。

6.2　大変位吸収鋼管（断層用鋼管）
（1）断層用鋼管の開発

わが国では大小 2,000 箇所以上の活断層の存
在が確認されており，そのほとんどが長さ数
km ～数十 km にも及ぶため迂回することが難
しく，仮に断層面が動いた場合には局所的に数
m オーダーで地盤変状が発生する。この対策
は膨大なコストを要するため実際に対応する例
は無かったが ,「断層用鋼管」は断層を横断す
る管路の耐震対策向けとして開発したものであ
る。「断層用鋼管」とは，管路に予め設けた山
形の部位（波形管部）に曲げ変形を集中させる
ことで，数メートルにもおよぶ極めて大きな断
層変位が生じた場合でも，管路全体の通水機能
を確保する鋼管である（図－ 6.3 参照）。その
計画設計は設置箇所毎に断層パラメータ（断層
位置，変位量等）から FEM 解析を用いて設置
位置や種類を検討する。
このようなことから，大都市圏の最も重要なラ

イフラインである上水道の供給能力を維持確保す
る手段として，内外からの関心が寄せられている

（神戸市水道局大容量送水管　φ 2,400mm で初
採用）。

（変形前）

（変形後）

               圧力（押す力）　　　　断層がずれる方向

図－ 6.3　断層用鋼管の変形

（2）大変位吸収鋼管
通常の地盤沈下対策では，管路と構造物との

相対変位を吸収するために取り合い部に伸縮可
とう管が設置されることがほとんどであるが，
設計値以上の沈下や地震による地盤震動が生じ
ると脱管，漏水の恐れがある。一方，断層用鋼
管は設計値以上の変位が生じても脱管すること
なく漏水から免れることが可能であるが，管厚
が本管と同厚のため，一般的な伸縮可とう管に
比較して変位作動反力が大きく，変形時の応力
が隣接するコンクリート構造物に大きな影響を
及ぼすことがある。北陸農政局九頭竜川農水地
区における河合春近調圧水槽（写真－ 6.2 参照）
の廻り配管では，想定を上回る地震時地盤変状
に対して構造物等と接続する管路の脱管・漏水
を防止するため，断層用鋼管の適用が検討され
た。その結果，以上の相反する二面性に対し，
隣接するコンクリート構造物への影響を抑える
ため，波形形状を改良した低反力タイプの大変
位吸収鋼管を開発し，同工事で初採用された（写
真－ 6.3 参照）。
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写真－ 6.2　河合春近調圧水槽

写真－ 6.3　大変位吸収鋼管（φ 800 ～ 1,800mm）

一般に，水田地帯の農業水利施設には多様な
構造物があり，その多くが低平地に設置される
ため，大規模地震対策や不測の不同沈下対策の
ために有用であり，その柔軟な適用について，
今後とも研究開発を進めて参りたいと考えてい
る。

7. むすびに

本稿では，平成 26 年 10 月に JIS 規格として改
定された鋼管の長寿命形の防食仕様について，そ
の概要や関連技術を紹介したが，次に機会をいた
だければ農水分野において広く多用されてきた
FRPM 管の鋼管による PIP 補強更新工法につい
て紹介させていただきたい。
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