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鋼管のパイプ・イン・パイプ工法による管路改修技術について
（既設管路の改修と耐震化技術の新規開発）

JFE エンジニアリング株式会社　小泉　　勝
薮口　貴啓

1. はじめに

農業用パイプラインは昭和 40 年代から大規模
畑作地帯を中心に本格的な整備が始まり，基幹
的なストックが約 1 万 2 千 km に及ぶ 1）一方で，
老朽化に伴う管路の改修及び耐震化が喫緊の課題
となっている。

前号（JAGREE  No .90  Nov .2015）では，鋼
管の最新防食技術（JIS 規格化）や耐震化のため
の新工法等について紹介したが，本稿ではいま要
請の高まっている既設管路の改修について新たな
PIP 工法（既設 FRPM 管の改修）を含めた技術
開発の動向を報告する。

2. 農業用パイプラインの現状と改修に向けて

2.1　パイプライン網の老朽化と機能診断

管水路の老朽化の現状や農業水利施設における
突発事故の割合（H26 年度データで約 7 割）に
ついては前号で概括したところであるが，こう
した現状を踏まえ，農林水産省農村振興局では
平成 28 年度予算において基幹水利施設の機能診
断を 7 割（国営造成施設については約 9 割）まで
完了するという意欲的な政策目標を打ち出して

いる。しかしながら，管水路については管種毎の
材料特性が大きく異なるうえ，地中埋設構造物で
あるため目視による直接調査が困難な場合が多い

（φ 800 mm 以上は可）。
一方で，管路施設の性能低下は，埋設環境，地

上部の土地利用といった外部環境，ポンプ運転・
バルブ操作等の人為的操作の影響も大きく，相互
に関連して水利システム全体が停止する恐れがあ
るので，施設の重要度と事故発生の可能性をひと
つの系として捉え総合的にリスク評価することが
大切である。

写真－2.1　PC管継手部の損壊（農水省HP資料より）

写真－ 2.2　カバーコートの
薄肉化と PC 鋼線の破断

図－ 2.1　管径区分と管種構成（国営造成施設）

ストックマネジメントストックマネジメント
技術報告



●　ストックマネジメント　●

43JAGREE 91. 2016・5

一方，管路の機能診断技術についても各界で
日々開発が進んでおり，一例を挙げると「劣化
PC 管に対する非破壊調査法」2）－ 3）（水資源機構・
農工研ほか）の確立や FRPM 管の機能診断手法
として「たわみ量」だけでなく「ひずみ量」を加
味した手法の提案 4）－ 5）（農工研，東北農政局等）
などがある。

また，鋼管類についても，地上から管厚や塗覆
装損傷を探知する検査機器や管内からパイプの変
形，減肉をオンライン検査するピグ検査システム
等の研究開発が進められている。

　　　　　
写真－2.3　FRPM管の破損事例（水資源機構資料より）

2.2　更新と改修

一般に，「改修」とは失われた機能を補い，また
は新たな機能を追加すること（既存施設を撤去し
ない），「更新」とは施設または設備を撤去し新し
く置き換えることと定義されている。この定義の
下で進められている管水路のストックマネジメン
ト事業では，既設内面から新たな管を構築し，管
路の耐荷性，水密性，通水性等を回復または向上
させる工法を「改修」のうち「管路更生工法」と
総称し，その施工方法によって反転工法，形成工法，
製管工法，鞘管工法に大別している。本稿で紹介
する鋼管によるパイプ・イン・パイプ工法（以下，
PIP 工法という）は鞘管工法に分類されている。

しかしながら，鋼管による PIP 工法は，形態
的にはこの分類に当てはまるものの，実態的には
全く異なる構造を持つものと考えられる。本工法
では，鋼管そのものが構造的な自立性と水密性を

有しており，加えて高い耐震性を付加的に期待す
ることができるからである。既設管を利用するが，
出来上がった構造物はむしろ「更新」あるいは「新
設」というべきである。

現に上水道事業では，「更新」を布設替え及び
管路内配管等と定義している。管路の更新率（更
新された延長 / 管路総延長）が 0.8% と遅れてい
る現状にあって，市街化地域等での安全性や経済
性等から，上水道では今や鋼管類による PIP 工
法が主流になっている。

弊社では，老朽化した膨大な農業用パイプライ
ンの改修と自然災害に対する施設の強靭化のため
に新たな PIP 工法の技術開発を進めており，以
下にその一端を紹介する。

3. 鋼管によるパイプラインの改修技術

3.1　鋼管による PIP 工法の特徴

新設管として鋼管を用いる PIP 工法の特徴は
以下のとおりである。
（1）通水断面の確保
PIP 工法に使用する鋼管としては，一般的に普

通鋼管を用いるが，管軸方向溶接を現場で行う巻
込鋼管を用いる場合も増えている。巻込鋼管は，
PIP 工法の中では既設管に最も近い口径を確保で
きる有利性がある。

普通鋼管を用いる場合は，既設管に対し 1 口径
（100 mm）程度小さい管径（図－ 3.1 参照）にな
るが，巻込鋼管は，拡管後に既設管径により近い
管径（約 40 mm ダウン）とすることができる（図
－ 3.2 参照）。

図－ 3.1　普通鋼管による PIP 工法概要図

図－ 3.2　巻込鋼管による PIP 工法概要図
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巻込鋼管は，工場でロール成形後，管軸方向に
は溶接をせず，所定量だけ巻き込んで管の断面を
小さくした状態（縮径）で治具を用いて仮固定し，
縮径状態のまま管の輸送・既設管内への引き込み
を行い，最終仕上げ径まで拡管する。次に，管軸
方向及び円周方向の溶接を行った後，充填材の注
入と管内面の塗装を行う。

巻込鋼管は，縮径状態で引き込み作業を行うた
め，既設管曲がり部や不陸への対応が容易である。

巻込鋼管の拡管前後の状態を図－ 3.3 に示す。

図－ 3.3　巻込鋼管の拡管

（2）耐震管路の構築
東日本大震災の被災を受けてパイプラインの耐

震化は喫緊の課題となっている。鋼管による PIP
工法では，既設管の残存強度に期待せず，新設鋼
管のみを考慮した構造設計を行う。このため，鋼
の持つ「高強度」・「高延性」・「高靭性」という材
料特性と，溶接接合による一体構造により抜群の
耐震性を有した耐震管路へ生まれ変わることがで
きる。
（3）立坑位置の選定が自由
新設管として加工性に優れた鋼管を用いること

で，既設管内で曲管を製作することが可能である
（図－ 3.4 参照）。

また，曲管部では短い管を搬入して新設管を製
作することが一般的であるが，巻込鋼管を用いれ
ば比較的長尺な管の搬入も可能であるため，必ず

しも曲管部の位置ごとに立坑が必要ではなくなる
という利点が生まれる。このように立坑位置の選
定が自由となることに加え，鋼管による PIP 工
法は，非開削で立坑部のみの掘削作業ですむこと
から，土木工事費の縮減（経済性）と併せて用地
調整の軽減，建設公害・建設廃棄物の発生抑制な
ど，地域環境に優しい工法といえる。

写真－ 3.1　傾斜配管部での PIP 工法適用例

3.2　PIP 工法の設計方法

PIP 工法の設計（管割計画）を行う場合のフロ
ーを図－ 3.6 に示す。鋼管による PIP 工法の内挿
管には，通常「普通鋼管」が用いられるが，立坑
の数や位置，既設管路の線形や改修時の通水断面
積などの諸条件によっては管軸方向溶接を既設管
内で行う「巻込鋼管」も併用される。これらの施
工環境の制約下で経済性を考慮して「普通鋼管」
と「巻込鋼管」の両者をベストミックスすること
が管割計画における重要なポイントとなる。

なお，長年供用されてきた既設管には継手の屈
曲，へん平及び不陸などが発生していることから，
必ず既設管内の詳細な測量を行う必要がある。

図－ 3.5　鋼管による PIP 工法のイメージ図

図－ 3.4　曲管部での PIP 工法適用例 
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3.3　PIP 工法の施工方法

PIP 工法の標準的な施工フローを図－ 3.7，3 .8
に示す。

図－ 3.7　施工手順

3.4　施工事例

（1）国営大和紀伊平野地区
本地区では老朽化した農業用パイプラインの

更新計画にあたって，建設当時と異なり都市化，
宅地化が進展し , 一般道路やサイホン部におい
ては開削工法による布設替えが困難であった。
更に，資機材の搬入路や交通事情による立坑設
置箇所の制約，地域住民の安全・安心等も勘案
され，鋼管による PIP 工法で改修する区間が
多くなっている（表－ 3.1 参照）。

表－ 3.1　大和紀伊平野地区における主な実績

名　称 既設管 既設管径 鋼管径 延長
（m）

佐保川サイホン RC φ  900 φ  800 2011
大迫ダム導水路 RC φ 3200 φ 3000 164
山田サイホン RC φ 1500 φ 1350 153
大屋サイホン RC φ 1650 φ 1550 142
曾我川工区東部 RC φ 1000 φ  900 385
高取サイホン RC φ 1650 φ 1500 169
高瀬川サイホン PC φ  900 φ  800 207
藤崎井水路打田 RC φ 1650 φ 1500 225
藤崎井水路和歌山 RC φ  900 φ  800 209
馬場サイホン RC φ 1350 φ 1250 197

（2）（独）水資源機構・豊川用水二期地区
本地区はほぼ全域にわたり東海地震に係る地

震防災対策強化地域に位置しており，大規模地
震対策や効率的な維持管理のために幹線水路の
二連化が計画的に進められている。そして，既
設の幹線水路に多く存在する RC 製サイホン管
の耐震対策として，各所で鋼管による PIP 工
法が採用されている（表－ 3.2 参照）。

図－ 3.8　巻込鋼管の現場施工フロー

図－ 3.6　設計手順
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表－ 3.2　豊川用水二期地区における主な実績
名　称 既設管 既設管径 鋼管径 延長（m）

千両サイホン PC φ 2000 φ 1850 243
長山サイホン RC φ 2200 φ 2100 1015
岩崎サイホン RC φ 3350 φ 3200 196
高松サイホン RC φ 2400 φ 2300 2728

東部幹線伊良湖 RC φ 1100 φ 1000 1220
豊南サイホン RC φ 2750 φ 2650 266

谷ノ口サイホン RC φ 2440 φ 2300 216

写真－ 3.2　巻込鋼管の既設管内運搬状況

4. 鋼管による既設 FRPM 管の改修技術の開発

FRPM 管は，その軽量な施工性や経済性等か
ら昭和 50 年代以降農業用パイプライン資材とし
て多用されてきた。しかし，長期供用を経て各種
要因による漏水，破損事故の発生も報告されてい
る。このため，弊社では既設 FRPM 管路に対す
る PIP 工法の実用化に向けて各種の検証を行っ
てきた。

なお，後述する内容は今年度に「鞘管工法計画・
施工指針（WSP A-103-2016）」（日本水道鋼管協会）
として制定される予定である。

4.1　FRPM 管内溶接確認試験

既設管が FRPM 管の場合，溶接時における
FRP の燃焼や有毒ガスの発生が懸念されたた
め，予め試験を実施し，安全な施工方法につい
て検討を行った。試験は，これまで知見のない
既設 FRPM 管内での溶接作業について , ①溶接
が FRPM 管に及ぼす品質・安全上の影響，②
FRPM 管燃焼時の発生ガス，③ FRPM 管内側へ
の耐熱材の有効性等の確認である。

以下に各試験の概要とその結果を示す。

4.1.1　TG（熱重量）- DTA（示差熱分析）試験

（1）試験概要
FRPM 管の熱的変化の種類を確認する目的で

TG（熱重量）-DTA（示差熱分析）試験を行った。
TG-DTA 試験は，基準試料と測定試料（今回

は FRP）を同時に加熱したときの温度差を連続
的に記録し，温度差の変化から熱的変化の有無や
反応の種類（吸熱，発熱）を判定する。

試験条件は以下のとおりである。
● 測定温度：室温～ 1000℃
● 昇温速度：10℃／分
● 測定雰囲気：空気中
● 測定装置：示差熱重量分析装置
● 試料：FRPM 管より樹脂モルタル層を切

り離した内面 FRP 層

図－ 4.1　FRPM 管の構成

（2）試験結果
試験結果を図－ 4.2 に示すが，まとめると以下

のとおりである。
● FRPM 管は常に発熱反応を示し，4 回（251℃，
359℃，452℃，551℃）の発熱ピークが確認さ
れた。
●発熱反応時には重量の減量が見られるため，
酸化分解によるものと推測される。
● 200℃程度から発熱反応の傾きが変わり，同
時に重量の減少も始まっているため，200℃程
度で発火し始めたものと推測される。
●重量は 450℃までに減量 30％，1000℃までに
減量 40％であった。また，600℃を超えたあた
りから 1000℃までは発熱反応及び重量の変化
がほとんど見られなくなった。
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図－ 4.2　TG-DTA の結果

4.1.2　燃焼試験

（1）試験概要
示差熱分析後に燃焼試験を行い，発生ガスに対

して GC/MS 分析（ガスクロマトグラフ質量分析）
を行った。

燃焼試験の試験装置例を図－ 4.3 に示す。燃焼
試験は，1 L ／分の空気を通気させながら 300℃
で 10 分間行い，発生ガスは袋（10L）に捕集し
て直ちに捕集管に吸着させた。

図－ 4.3　燃焼試験装置例

（2）試験結果
燃焼試験の検出成分のうち，メチルエチルケト

ン，トルエン，エチルベンゼン，スチレン，キシ
レンの 5 項目が厚生労働省の定める「作業環境に
おける管理濃度」に該当したが，いずれのガス
成分の検出量も極僅かであり，管内作業を考慮し
た場合も管理濃度を大きく下回ることが確認され
た。

4.1.3　溶接時の熱影響試験

（1）試験概要
FRPM 管内（φ 1200 × 6 m）で溶接を行った

際の溶接試験片及び FRPM 管表面の温度を熱電

対により計測し，溶接時の影響を確認した。
試験は，溶接方法 2 パターン（裏当溶接，裏波

溶接）及び FRPM 管と試験片の隙間は 3 パター
ン（6 mm，20 mm，40 mm）とした。

更に耐熱材の有効性を確認するため，6 パター
ン（耐熱シート 3，耐熱塗料 2，処置なし 1）の
試験を行った。

写真－ 4.1　試験状況

以下に使用した耐熱シート及び耐熱塗料の種類
を示す。

●耐熱シート（株式会社大阪製作所）JIS A 
1323 A 種

①プロテックシート A70 耐熱温度 1000℃
②プロテックシート A50 耐熱温度 1000℃
③スパッタシートジンタ 24

●耐熱塗料（ガンマーケミカル株式会社）
④ KB コート＃ 1003 耐熱性 1100℃以下
⑤ Y コート            耐熱性 1200℃以下

（2）試験結果
試験結果を表－ 4.1（裏当溶接），4.2（裏波溶接）

に示すが , 要約すると以下のとおりである。
なお，隙間 6 mm では発火が確認されたため，

途中で試験を中止した。
●半自動溶接は手溶接と比較して溶接温度が低
いことが確認された。
●耐熱材としては，①プロテックシート A70，
②プロテックシート A50，④ KB コート＃
1003 が良好な結果であった。
●隙間 6 mm では，耐熱材を施しても FRPM
管表面で 300℃越となり，FRPM 管表面に焼け
跡が確認された。
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●隙間 20 mm では，裏波溶接の処置なし及
び Y コートのみわずかな焼け跡が確認された
が，その他の耐熱材を施したものについては
FRPM 管表面の変化はなく，また全ての試験
結果で FRPM 管表面の温度は 200℃以下であ
った。
●隙間量 40 mm では，溶接時 FRPM 管表面の
温度は 200℃以下となり，熱影響による変色も
見られない。

表－ 4.1　裏当溶接時の FRPM 管への影響

耐熱材の種類
隙　　間

40mm 20mm 6mm 6mm
半自動

耐熱
シート

A70 ○（ 83） ○（ 86）△（318）○（151）

A50 ○（ 46） ○（ 75）×（172）○（293）

ジンタ 24 ○（110）○（ 94）△（309）

耐熱
塗料

KB コート ○（108）○（159）×（395）○（123）

Y コート ○（128）○（133）×（356）

処置なし ○（ 83）○（142） ×（332）

注記：○は FRPM 管表面の変化なし，△は表面変色，×
は表面焼け，空白は試験未実施である。また，（ ）内は
FRPM 管の表面温度（℃）である。

表－ 4.2　裏波溶接時の FRPM 管への影響

耐熱材の種類
隙　　間

40mm 20mm 6mm 6mm
半自動

耐熱
シート

A70 ○（ 98） ○（ 76） ×（179）

A50 ○（ 76）○（100） ×（180）

ジンタ 24 ○（ 93）○（168）

耐熱
塗料

KB コート ○（158）○（147） × 発火 ×（237）

Y コート ○（129）×（115）

処置なし ○（113）△（192） ×（345）

注記：○は FRPM 管表面の変化なし，△は表面変色，×
は表面焼け，空白は試験未実施である。また，（ ）内は
FRPM 管の表面温度（℃）である。

4.2　鋼管による既設 FRPM 管の改修工法

前述の各種試験結果から得られた主な知見は以
下のとおりである。

● FRP は 200℃程度で発火する。
● FRP 燃焼時の発生ガス濃度は，作業環境管

理濃度以内である。
●隙間量 40 mm では，溶接時 FRPM 管表面の
温度は 200℃以下となり，熱影響による変色も
見られない。
●隙間量 20 mm では，耐熱材が有効である。
●隙間量 6 mm では，耐熱材を施しても FRPM
管に焼け跡がある。
●裏当溶接の方が裏波溶接に比べ熱影響が小さい。
●半自動溶接の方が手溶接よりも溶接温度が低い。

以上のことから，既設 FRPM 管内での PIP
工法は，既設管に対し 1 口径（100 mm）以上
小さい管径の水輸送用鋼管を使用し，片側隙間
40 mm 以上を確保することを標準的な施工方法
とした。

なお，実際の FRPM 管の老朽化度や破損状況
は現場により多種多様であるため，①既設管のた
わみ量，ひずみに対する内挿鋼管の許容口径や適
用限界，②局所的なたわみ区間がある場合の設計
の考え方，③破損区間における開削部の施工方法
等については引き続き現場レベルでの技術的な検
討が必要であると考えている。

＊標準施工方法（片側隙間 40 mm 以上）
①鋼管管端の溶接位置において，既設管との隙

間が全周にわたって 40 mm 以上確保されて
いることを確認する。

②裏当溶接を適用する。
③半自動溶接を標準とし 1 層目の電流値を抑え
（200A 程度）溶接する。

図－ 4.4　標準溶接断面（片側隙間 40 mm 以上）

＊特殊な場合の施工方法（片側隙間 20mm 以
上～ 40mm 未満）
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①鋼管管端の溶接位置において，既設管との隙
間が全周にわたって 20mm 以上確保されて
いることを確認する。

②現場溶接箇所を中心に耐熱材を幅 200mm 以
上に渡って全周に施す。

③裏当溶接を使用する。
④半自動溶接を標準とし 1 層目の電流値を抑え
（200A 程度）溶接する。

図－ 4.5　特殊溶接例（片側隙間 20 mm 以上～
40 mm 未満）

5. むすびに

本稿では , 老朽化が進む農業用パイプラインの
既設管の確実な改修や耐震化のため鋼管による
PIP 工法の概要と新たな技術開発の取り組みを紹
介させていただいた。

前述のとおり，これらの内容は 2016 年度早々
にも日本水道鋼管協会にて「鞘管工法計画・施工
指針（WSP A-103）」として制定，発行される運
びとなっている。今後の農業水利施設の計画的な
整備推進の一助になれば幸いである。
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