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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

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事
業　技術高度化事業（以下「高度化事業」という。）
では，パイプラインにおける漏水位置を早期に特
定して，被害の大きな事故の発生を抑制する目的
で，漏水位置特定技術の適用性評価を全国検証テ
ーマの一つとして位置づけ，漏水位置特定技術の
適用範囲の把握を進めている。

東海農政局では，管内の国営事業で整備された
管水路のうち，約 30 ％を占めるＰＣ管（φ 1000）
での漏水位置特定技術の適用範囲を明らかにする
ため，排泥工から疑似漏水をさせて検証試験（以
下「検証」という。）を実施したのでその結果を
報告する。（表－１）

 表－１　東海農政局管内の管水路管種別延長
管水路

鋼管 DCIP PC FRPM RC 計
延長 km 12.5 16.3 62.7 93.8 2.8 188.1
構成比 7% 9% 33% 50% 1% 100%

２．調査位置について，

今回検証を実施した水路は，愛知県の中南部に
位置する南部幹線水路（延長：12,788 m）である。
南部幹線水路は，矢作川総合農業水利事業（国営
かんがい排水事業，工期：1969 ～ 1988）で造成
された農業用水路で，愛知県西尾市と額田郡幸田
町を受益としている。

調査位置は，南部幹線水路の中流に位置し，愛
知県額田郡幸田町にある大草第１工区（PCφ1000 
mm，Ｌ =278 m）とした。（図－１，２）（写真－１）

図－１　調査位置図

３．調査内容

（１）対象構造物の概要
今回の検証の対象となる構造物の概要は（表

－２）のとおりである。

表－２ 対象構造物の概要 

区分 大草第 1 工区

管種・管径 PC φ 1000　ゴム輪接合

計画流量（流速） 1.166 m3/s　φ 1000（1.484 m/s）
0.867 m3/s　φ 1000（1.104 m/s）

管厚
（試掘で形式確認） φ 1000：S 形 65 mm、C 形 82 mm

管の劣化状態
（健全度） S-4（H26 診断時）

疑似漏水箇所
（排泥工）の状態 発錆はあるが操作可能

埋戻土の密度 1.783

地下水位 ―

土被り 2.25

ＰＣ管における漏水位置特定調査（相関法）の検証結果について
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写真－１　大草第１工区 航空写真

（２）調査手法の選定　
調査手法は，機械による計測手法を行う事を

前提に，埋設深や地上の構造物の有無等の状況
を問わず，調査延長は中距離まで可能で，空気
弁などの付帯構造物に計測機器を設置すること
ができる，相関法（低周波法，多点相関法，Ａ
Ｅ法）を採用することとした。（表－３）

 

表－３　調査手法別の想定適用範囲

 （H25 漏水位置特定技術検討業務報告書より抜粋）

（３）測定方法
低周波法，多点相関法，ＡＥ法の３つの方法

実施して結果を比較した。
１）低周波法

漏水音が伝播している管路上の空気弁や排
泥工などに 2 つのセンサーを設置し，無線でデ
ータ収集した後，データ解析を行った上で，漏
水位置を概定する手法。（図－３）（写真－２，３）

図－２　大草第１工区 縦断図
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漏水点から下流側センサーまでの距離 M
は，以下の式で求められる。

M= L － Td・V――――――2

Td：漏水音の到達時間差 t1 － t2
L：センサー間の距離（N ＋ 2M）
V：漏水音の伝播速度

図－３　低周波法 概略イメージ

写真－２ センサー取付状況 　写真－３ 低周波測定状況

２）多点相関法
2 点で計測する低周波法に対して，多点で

低周波を計測する事により低周波法より高い
精度で漏水の判定を行う手法。ロガー型相関
器をバルブ・空気弁等へ設置し，データ収集
した後，データ解析を行い漏水位置の特定を
する。（図－４）（写真－４，５）

 　  

図－４　多点相関法 概略イメージ 

写真－４　ロガー型相関機取付状況   写真－５　使用機器確認状況

３）ＡＥ法
低周波法，多点相関法が漏水音を検知する

のに対し，AE 法は，漏水によって発生する
AE 波（弾性波）を検知し，その伝播時間差
から漏水位置を概定する手法。（図－５）（写
真－６）

 図－５　ＡＥ法 概略イメージ　写真－６　センサー設置状況

（４）疑似漏水の方法
調査時の想定する擬似漏水量は，排泥バルブ

の開度を調整して変化させる。
「農業水利施設の機能保全の手引き（パイプ

ライン）」では，パイプラインの健全度評価を
行うにあたっての漏水量は，「土地改良事業計
画設計基準及び運用・解説」に示す標準許容減
水量を超える量とされている。

しかし，本調査は漏水量を調整できる擬似漏
水調査であることから，本検証の疑似漏水量は，
以下の４つの基本ケースを設定した。

１）ケース 1
排泥バルブ全閉（0 m3/s）

区間内に実際の漏水が生じていないかの
確認。

２）ケース 2
排泥弁の調整可能な最小開度での流量
（5.0 L/10 s ＝ 0.0005 m3/s）

３）ケース 3
路線延長 L=5.0 km（坂崎吐水槽～調査区

間終点）での，許容漏水量
（300 L/ 日･ cm ･ km → 17.4 Ｌ /10 s ＝

0.00174 m3/s）
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４）ケース 4
ケース 3 の 2 倍の漏水量
（34.7 L/10 s ＝ 0.00347m3/s）

また，管内の流量は，非かんがい期は 0.16 
m3/s，かんがい期は 0.64 m3/s とするが，調査
状況（反応が出ない場合）に応じて，漏水量を
増量，また管内の流量ケース数を増減させた。

（５）疑似漏水発生位置
擬似漏水を発生させる位置は，大草第１工区

に設置されている「第 8 号排泥工」とした。

（６）センサー取付位置
大草第１工区では，第 21 号空気弁（Z1），

本管（鋼管部）（Z2），大草第 1 分水工（Z3），
第 20 号空気弁（Z4）の４地点にセンサーを設
置し，センサー間の延長は以下のとおりとした。

（表－ 4）
表－４ 大草第 1 工区センサー設置区間

４．調査結果

低周波法，多点相関法の調査結果でセンサーの
感応度合が高く得られたことから，この２手法に
ついて，現場での適用性を比較した。なお，工場
の露出配管での漏水感知に用いられることが多い
ＡＥ法は，今回のような埋設管では，全てのケー
スでＡＥ信号が検出されず，漏水位置検出に至ら
なかった。

（１）測定可能距離（感知能力，特定精度）の
確認
１）低周波法

今回の検証の結果，センサーの感応度合
い（相関度合）が高く，実際の漏水位置と低
周波法のデータ解析による漏水位置との差が

小さい（漏水位置の特定精度が高い）場合を
総合評価Ａ，相関度合も位置特定精度もそれ
ほど高くない場合を総合評価Ｂ，相関度合が
低く，位置特定精度も低い場合を総合評価Ｃ
として整理したところ，ケース３の漏水量で
あれば，片側（センサーから漏水位置まで）
150 m 程度まで測定が可能であることが分か
った。また，距離が短く，漏水量も多くなれ
ば，位置特定精度も高い傾向となった。（図
－６，７）

図－６ 低周波法のデータ凡例（相関度合が高い場合） 

図－７ 低周波法のデータ凡例（相関度合が低い場合）

最も漏水位置の測定精度が高い計測事例は，
区間 1-3 における結果であり，センサー間の長
さが 97 m，センサーから疑似漏水位置までが
82 m の距離の時に，想定位置との誤差が 4.1 m
であった。

２）多点相関法
検証の結果，ケース２の漏水量でも，片側

（センサーから漏水位置まで）200 ～ 300 m
程度の測定が可能であったことから，測定可
能距離は，低周波法より 100 ～ 200 m 程度
長いという結果であった。また，漏水発生位
置がセンサー設置付近であると，センサーで
感知する漏水地点からの漏水音の伝播時間が

横軸は漏水音の到達時間
差を示す。
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短いため，位置特定精度は低くなる。また，
漏水位置がセンサー設置区間内の中間付近で
あるほど，位置特定精度も高くなることも分
かった。（図－８）

図－８　多点相関法のデータ凡例（相関度合が高い場合） 

最も漏水位置の特定精度が高い計測事例は，
区間 1-2 において，センサー間長が 176 m，セ
ンサーから疑似漏水位置まで 82 m の時（漏水
位置がセンサー間のほぼ中央）に，漏水想定位
置との誤差が 5.3 m であった。

（２）漏水量，管内の流量の影響
低周波法・多点相関法のどちらも漏水量の増

加に伴い，測定可能範囲が大きくなり，また，
管内の流量が少ないほうが，測定可能範囲が大
きくなった。管内の流量が少ないほうが，摩擦
損失ロスが小さくなり，管内の水圧が高くなる
ことが要因と考えられる

（３）センサー取付位置（設置環境の影響）
低周波法・多点相関法のどちらも本管にでき

るだけ近く設置したほうが，測定精度が高くな
った。

設置場所の環境（森林部等，地上の状況）に
ついては，低周波法・多点相関法のどちらも特
に測定に影響は受けなかった。

（４）測定・設置手間，適用条件
１）低周波法

計測は，2 点間のみで実施するが，一旦セ
ンサーを設置すれば連続した計測調査が可

能である。比較的短距離の調査（本調査 0.3 
km 程度）であれば，3 工法の中で最も測定・
設置手間が簡便である。漏水区間の両端で，
センサー設置が可能であること，無線の受信
範囲（本体～センサーが 300 m 以下）であ
ることが条件となる。

２）多点相関法
ロガーによるデータ収集であるため，計測

は毎回センサーを回収する必要があり，計測
作業に労力を必要とする。調査区間が長距離
になるほど効率は上がり，またロガーによる
データ収集であるため，タイマー設定すれば
夜間の測定も可能である。漏水区間の両端で，
センサー設置が可能であることが条件となる。

（５）経済性
ＰＣ管φ 1000 mm で，延長約 1.0 km，11 区

間（当たりの調査費を比較したところ，低周波
法が最も安く，その次に，多点相関法，ＡＥ法
の順に高くなった。

１）低周波法 1,200 千円
２）多点相関法 1,600 千円
３）ＡＥ法　 5,200 千円

（６）総合評価
１）低周波法

測定可能距離（感知能力）は，多点相関
法に劣るが，本調査のような短距離（0.3 km
程度）の調査であれば，最も経済的な調査方
法である。設置環境（１区間が低周波法の測
定可能距離内で，無線到達可能な場所）等に
よって，採用を検討する。

２）多点相関法
測定可能距離（感知能力）が，低周波法に

比べて長い。本調査のような，短距離（0.3 
km 程度）の調査であれば，経済性で低周波
法に劣る。設置環境（１測線が多点相関法の
測定可能距離内で，低周波法の測定距離を超
える計測，無線到達不可能な場所）等によっ
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て，採用を検討する。

（７）まとめ
パイプラインの水利ユニットは，概ね 500 m

程度の間隔で，維持管理のための付帯施設が配
置されており，漏水調査の際には，これらの付
帯施設にセンサーを取り付けることが想定され
る。しかし，測定誤差を考慮すると，漏水する
継ぎ目を特定していくためには，既存の付帯施
設への設置のみでは，センサーの設置間隔が広
いと考えられることから，試掘により管体を露
出させるなど，センサー設置地点を増やす必要
がある。

漏水位置特定技術は，パイプラインの管種及
び管径により影響があると考えられるが，PC
管φ 1000 mm 程度，延長 1 km 未満の現場条
件下では，低周波法と多点相関法を比べて，多
点相関法が経済性に劣るものの，長距離での漏
水の感知能力，特定精度に優位である。

５．おわりに

今回の検証により，ＰＣ管φ 1000 mm 程度の
場合は，低周波法や多点相関法において，今後，
更なる調査・分析を進めることで，漏水位置の特
定に活用できる可能性が示されたと考えている。

今後も老朽化した農業水利施設について，各種
技術情報を蓄積・評価し，機能診断・対策工法等
の技術向上や効率化に資することとしたい。
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