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１．農業水利施設の現状
農業用水を供給する農業水利施設のうち，基

幹的な農業用用排水路の延長は約５万 km，ダ
ム・頭首工・用排水機場等は約 8 千箇所であり，
その資産価値は約 20 兆円になるとされている。
その多くは戦後の高度成長期にかけて整備され
ており，近年では標準的な耐用年数を経過した
水路も多く，その老朽化に対する対策が課題と
なっている。

さらに，これら標準耐用年数を超過した施設
の資産価値は H31.3 時点で約 5.2 兆円とされて
おり，今後 10 年のうちに超過する施設の資産
価値を加えると約 8.0 兆円になると予想されて
いる※１。このような現状から，農業水利施設
のパイプラインの補修・補強による対策を実施
し，長寿命化を図ることが重要となる。

２．パイプラインの長寿命化対策
パイプラインの補修・補強方法は，大きく「管

路更生工法」，「止水工法」，「その他の補修工
法」に分類される。管路更生工法は，既設管路
に破損や腐食等が発生し耐荷性・耐久性・水密
性等が低下した場合に，既設管内面から新たに
管を構築し性能を回復または向上させる工法で
あり，水路ユニット単位などの一定延長の管路
に対して更生を行う必要がある。

それに対し，止水工法は既設管路の劣化の進
行や部分的な破損が発生し，水密性・耐久性等
が低下した場合に要求される対策水準に応じて
性能を回復させる工法であり，管路の一部を補

修・補強する工法である。
止水工法にはさらに「止水バンド工法」，「管

路更生局所補修工法」，「塗布型ライニング工
法」，「継手外補修工法」に分類（図 1）される※２。

図1　パイプラインの補修・補強工法の分類

その中でも止水バンド工法は，継手部の変状
等で漏水が発生した箇所に対し，鋼板材料を用
いて弾力性のあるゴムスリーブ等を拡径装着す
ることで部分的に水密性を回復または向上させ
る工法であり，以下の特徴を有している。

（1）管内面より施工を行うため開削が不要。
（2）継手部等の変状箇所のみの施工のため，工

期が短く施工が容易。
（3）ゴムスリーブ等の変形により，不同沈下等

の変位にも対応可能。
弊社ではこの止水バンド工法に着目し，これ

まで製品の設計・開発及び性能評価方法につい
て検討を行ってきたので，一部紹介する。
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３．止水バンド工法における必要性能
3-1．水密性能　

止水バンド工法により継手部の水密性を回復
させるためには，既設管路の継手部と同等以上
の水密性を確保することが必要となる。土地改
良事業計画設計基準・設計「パイプライン」※３

によると，管種による継手部の設計水圧の目安
は表 1 のように記載されている。

表1　管種による設計水圧の目安
管　種 設計水圧（MPa）
遠心力鉄筋

コンクリート管（RC） 0.24

コア式プレストレスト
コンクリート管（PC）

0.6（標準型）
0.9（押輪型）

ダクタイル鋳鉄管
（DCI） 1.0

硬質ポリ塩化ビニル管
（PVC） 1.0

ポリエチレン管
（PE） 1.0

強化プラスチック複合管
（FRPM） 1.11

この表によると，既設管路の設計内水圧は
1.0MPa 以下の場合が多いため，止水バンド工法
においても水密性能 1.0MPaを確保することで，
多くの既設管路の水密性能の回復が可能となる。

3-2．変位追従性能
止水バンド工法においては，水密性の回復と

同様に変位追従性能の付与も大きな特徴の一つ
である。変位とは液状化等による地盤の変位を
差し，管路の抜け出し変位と屈曲変位を考慮す
る必要がある。
「下水道施設の耐震対策指針と解説」※４に

よると，継手部に発生する抜け出し方向の永
久ひずみは 1.2 ～ 1.5% とされていることか
ら，既設管路の延長を 2.43m とした場合では
約 37mm，4m とした場合では約 60mm となる。
また，沈下による屈曲角についても同資料を元
に検討を行うと，既設管路が 2.43m，4m のい
ずれも 1°以下となるため必要性能を 1°とする。

3-3．既設管路に対する施工性
既設管路においては，経年の不同沈下等によ

り管継手部に変位が発生しているケースが見受
けられる。変位発生例として写真 1 を示す。

これらは同一現場の写真であるが，（上から）
健全な継手部，抜け出し変位が発生している
継手部，段差変位が発生している継手部の例で
ある。

写真1　変位発生例
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止水バンド工法は，内面バンドを既設管路に
設置するという特徴から，これらの変位が発生
している管路に対しても設置が可能であり，か
つ水密性能を確保できることも必要な性能と
なる。

以上のことより，止水バンド工法に必要な性
能は表 2 の通りと考えられる。

表2　止水バンド工法に要求される性能

必要性能
既設管路の延長

2.43m 4m
内水圧 1.0MPa

抜け出し変位 約37mm 約60mm
屈曲変位 1°
施工性 変位後の管路に設置可能なこと

これらの性能を確認するためには，想定され
る現場を再現できる水圧試験機が必要となる。

４．内水圧試験機紹介
4-1．試験機概要

弊社では，実製品を用いて変位・止水性能の
評価を行うため，新たに３軸複合変位内水圧試
験機の設計・開発を行った。３軸複合変位内水
圧試験機を写真２，３に，試験機概要を図２に
示す。

内水圧試験機は固定側と稼動側に分かれてお
り，その間に継手部を設けている。この継手部

に内面バンドを設置し，試験機内に水を充填す
ることで水圧試験を行う。固定側は溶接固定に
より完全固定されているが，稼動側は複数のボ
ルトにより固定されている。このボルトを調整
することにより，任意の変位を与えることが可
能となる。

また，漏水は継手部から発生することから，
漏水状況を試験機外側から目視にて確認するこ
とが可能である。

写真３　内水バンド設置状況

図２　内水圧試験機概要

4-2．試験機の特徴
4-2-1．高い内水圧性能

内水圧試験機は厚み約 20mm の鋼鉄製で作
製されており，最大内水圧 1.5MPa まで試験可写真２　３軸複合変位内水圧試験機
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能である。また，試験機上部には圧力計と安全
弁が設けられているため，圧力の目視確認が可
能であり，過剰な圧力が作用した場合には安全
弁が作動する設計となっている。そのため，内
面バンドの必要性能の内水圧 1.0MPa に対して
も，安全に水圧試験を行うことが出来る。

4-2-2．３軸複合変位への対応
内水圧試験機稼動側の調整ボルトは，①目開

き変位用，②段差変位用，③屈曲変位用の３種
類設置されており，その変位性能は単独変位の
最大で水平変位 124mm，段差変位 55mm，屈
曲変位 5°まで可能となっている。水平変位及
び段差変位は試験機継手部を直接測定すること
が可能であり，屈曲変位は試験機上部と下部の
目開き量の差から屈曲角の計算を行うことで求
められる。段差変位 40mm 時の試験機内側の
測定状況を写真４に示す。これらの調整ボルト
はそれぞれ単独で設置されているため，複数の
変位を同時に与えることで，３軸同時複合変位
の内水圧試験が可能となっている。

写真４　段差40mm時の測定状況

4-2-3．内面バンド設置前後の変位付与
内水圧試験機の３軸変位は試験機外側の調整

ボルトのみにて行うため，試験機内側の内面バ
ンドの設置及び試験機内部の水充填の影響を受
けず，任意のタイミングで変位を与えることが

可能である。
具体的には，内面バンド設置前に試験機に変

位を与えることで，変位後の既設管路に設置す
る内面バンドの施工性及び止水性能の評価が可
能となり，内面バンド設置後に変位を与えれば，
内面バンド設置後の変位性能及び止水性能の評
価が可能となる。　　　　　　

また，試験機の変位性能以内であれば，変位
後の試験機に設置した内面バンドに対してさら
に変位を与えることができるため，変位後の既
設管路に設置した内面バンドの残留変位性能及
び止水性能の評価を行うことも可能である。

５．止水性能評価例
止水性能評価例として，目開き変位 40mm，

屈曲変位 1°の複合変位に対する止水試験手順
を以下に紹介する。
手順１　 変位させていない状態で内面バンドを

設置する。（図３）
手順２　 目開きボルト及び屈曲ボルトを調整

し，所定の変位を与える。（図４）
手順３　 所定の水圧を負荷し，漏水の有無を試

験機外側から確認する。
手順４　 手順１～３を実施し，内面バンド設

置箇所である継手部から漏水がない
場合に，止水性能が十分であると判
断する。

図３　内面バンド設置状況（変位前）

図４　内面バンド設置状況（複合変位後）
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５．おわりに
止水バンド工法は既設管路に設置するという

特徴から，弊社では施工前確認による段差等の
現場状況に即した施工性及び止水性能の評価，
施工後の地盤の液状化等を想定した３軸変位時
の変位性能及び止水性能の評価が重要と考えて
いる。

今回設計・開発した内水圧試験機を用いてこ
れらの性能評価を行うことにより，内面バンド
の性能の安定化及びパイプラインの長寿命化に
つながるものと考えている。
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