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１．はじめに
2007 年に「農業水利施設の機能保全の手引

き」１）（以降，手引き）が公表されてから 15
年が経過した。この間，2015 年には，コンク
リート開水路を対象として補修補強材料の品質
を規定する「農業水利施設の補修・補強工事に
関するマニュアル【開水路補修編】」２）（以降，
補修補強マニュアル）が制定されるなど，ス
トックマネジメントの取組は着実に進められて
いる。

手引きにおいては，補修・補強を行った場合
の性能低下曲線に基づいて機能保全コストの算
定等を行うことになっている。しかし，農業水
利施設の環境下で本格的な補修が開始されたの
は 2001 年以降であり，補修材料の性能低下曲
線や，長期耐久性については，まだ不明な点が
多い。耐久性を明らかにするための取組として，
香川県３），岩手県４），北海道５）などで現地実証
試験や，農林水産省のストックマネジメント技
術高度化事業等での検証が進められている。今
後は，これら蓄積された現地実証試験のデータ
を分析するとともに，品質規格試験のデータと
の比較によって，規格値の妥当性を評価するこ
とや，まだ確立されていない補修後のコンク
リート開水路の健全度評価票の整理なども必要
になると思われる。

このような背景から，著者らは特にコンク
リート開水路に施工された補修材料を対象とし
て，簡易に現地でデータを取得できる性能評価
方法に関する研究を行ってきた。本報告では，

このうち，マニュアルの品質規格試験の要求性
能項目となっている中性化抑止性，付着性，耐
摩耗性を現地で計測する手法について紹介する。

２．補修材料の中性化深さ測定法：コアビット法
（１）中性化深さ測定における課題

コンクリート開水路の補修材料には，無機系
表面被覆材がよく用いられる。無機系表面被覆
材には，中性化阻止性能が要求され，補修補強
マニュアルにおいても，促進中性化試験により
無機系表面被覆材の品質評価を行うこととされ
ている。したがって，現地における無機系表面
被覆材の中性化深さをモニタリングできれば，
促進試験時間と耐用年数との対応関係を明らか
にできる可能性がある。

コンクリートの中性化深さの測定方法には，
コアを採取して割裂し，その断面にアルカリ性
で赤紫色に呈色するフェノールフタレインを吹
きかけて中性化領域を調べる方法や，コアドリ
ルで削孔したときの削孔粉をフェノールフタレ
インを染み込ませた濾紙で受け，濾紙が赤紫色
に変色したところでドリル削孔を停止し，削孔
深さをノギスなどで測定するドリル法がある。
しかし，無機系表面被覆材は，厚さ５～ 10mm
程度の厚さしかなく，ドリル法では精密な削孔
深さの管理が難しく，そのまま適用することは
困難である。これまでは，例えば小口径コアを
採取し，割裂してフェノールフタレインで中性
化深さを調べるなど，手間とコストがかかるこ
とが課題であった。

ストックマネジメント

補修材料を対象とした
性能評価試験・現地調査試験の開発

技術の動き

農研機構　森 充広　川邉 翔平　金森 拓也

JAGREE102.indb   84JAGREE102.indb   84 2022/05/19   17:03:142022/05/19   17:03:14



85JAGREE 102．2022・5

ストックマネジメント

（２）コアビット法の概要
農研機構では，無機系表面被覆材の表面をコ

アビットで斜めに削孔することにより，簡易に
中性化深さを測定する方法を考案した。手順を
図－１に示す。まず，①コアビットをわずかに
傾斜させて無機系表面被覆材の表面に押し当
て，表面を斜めに薄く三日月状に削る。次に②
削孔粉をブラシやブロワーなどで清掃し，フェ
ノールフタレインを吹きかける。③呈色した部
分としなかった部分の境界を鉛筆などでマーキ
ングする。④マーキングした部分の表面からの
深さをデプスゲージで測定する。

この方法の原理は，図－２に示すとおり，浅
い中性化深さ領域Ａを，コアビットで斜めに無
機系表面被覆材を削ることによって領域Ｂとし
て平面的に拡大して検出している，ということ
である。基本的には，割裂した断面での中性化
深さを測定していることと原理は同じであり，
測定値も同等であることを確認している６）。１
箇所あたりの測定時間は約３分程度と短く，測
定後の補修も容易である。

３．熟練を要しない付着強さ試験方法：円形付
着子による試験

（１）付着強さ試験における課題
現場で実施されている付着強さ試験は，

40mm 角の付着子に接着材を塗布して貼り付
け，接着材硬化後に付着子の４辺に切り込みを
入れ，単軸引張試験器により載荷するものであ
る（図－３）。しかし，この方法には，以下の
ような課題がある。

● 側壁部を対象として付着子を設置した場
合，試験を計画していた位置から自重によ
りずれる場合がある。

● 接着材硬化後に付着子に沿って切り込みを
入れる必要があり，熟練を要する。

● ４辺それぞれをカッターで切ることから，す
べての辺で一定の切り込み深さになりにく
く，データに悪影響を及ぼす可能性がある。

●  40mm 間をカッターで均一深さとするた
めには，付着子１辺の 40mm の範囲を超
えて長めに切り込みを入れる必要がある。
このため補修も難しく，見た目もきれい
ではない。

図－１　コアビット法による中性化測定法

図－２　コアビット法の原理

  図－３　従来の角形付着子と切り込み作業状況
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（２）円形付着子によるメリット
これらの現行手法の課題を解決するために，

面積が 1,590mm2 のφ 45mm 円形付着子を用い
る方法を提案した。詳細は川邉ら７）を参考に
していただきたい。手順は図－４に示すとおり
である。

提案法では，まず，①円形のコアドリルにより，
補修材料を削孔する。これにより，切り込み深
さが均一となる。次に②ゴムリングを切り込み
溝に挿入する。ゴムリングの伸縮力によって円
形付着子がグリップされるため，テープなどに
よる付着子の固定作業が不要となる。その後，
③接着材を塗布した円形付着子をゴムリング内
に挿入，固定する。ゴムリングと円形付着子の
間に設けた 間から余分な接着材があふれるよ
うになっているため，接着材が均一に充填され
たかを目視で確認できる。④試験は，従来の単
軸載荷試験器をそのまま流用することが可能で
ある。試験値についても，付着子の形状による
差はないことを確認している。試験後の補修も
容易で，見た目もコア採取と同様の形状となる。

４．補修材料の摩耗量計測方法
（１）摩耗量測定の原理

補修材料の摩耗量を測定するためには，摩耗
しないものを標準として，その位置からの下が
りを経年的に調べる必要がある。基本的な考え
方を図－５に示す。２本のアンカーピン（以下，
標点という）を設置し，この頂部を結ぶライン
を基準線とし，そこからの下がり（平均距離と
称する）を計測する。１回の調査では摩耗量は

測定できないが，経年的に平均距離を測定する
ことにより，以下の式で年間の摩耗速度が計算
できる。

Ｘ年間の年平均摩耗量（mm/year）＝（LX-L0）/X

（２）摩耗量測定における課題
コンクリートの凹凸などの摩耗状態の計測手

法として「型どりゲージ」が利用されている。
型どりゲージは，摩耗した表面に押し当てるこ
とにより，表面の凹凸状況を安価に型取ること
ができる。この型どりゲージを用いることによ
り，「平均距離」を測定することも可能である
が，型取った形状を数値化するためには，グラ
フ用紙と一緒に撮影した写真から凹凸を読み取
る方法や，画像処理により面積を求める方法な
ど，手間を要し，現場で簡単に数値を得ること
はできない。

この作業を容易にするために，筆者らは，レー

図－４　円形付着子を用いた付着強さ試験法

図－５　摩耗量計測の基本的考え方
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ザー距離計を用いる方法（以下レーザー法），
デプスゲージを用いる方法（以下デプスゲージ
法）を提案している。
（３）レーザー法

レーザー法による計測システムを図－６に示
す。レーザー距離計が搭載されている本体とそ
のバッテリー，制御用PCから構成される。レー
ザー距離計は，補修材料表面までの距離を繰り
返し精度10µm，測定範囲150mm区間を0.1mm
ピッチで計1,500点計測する。取り込まれたデー
タは PC に転送され，Microsoft Excel のマク
ロプログラムにより，２点の標点の中間付近（自
由に設定できるが，通常 40 ～ 50mm 程度に設
定）を平均化し，平均距離や，算術平均粗さ，
推定粗度係数などをワンクリックで求めること
ができる。
（４）デプスゲージ法

レーザー法は，機材が特殊である。そこで，
より簡易に平均距離を測定する方法として，デ
プスゲージを利用する方法も提案している。測
定の概要を図－７に示す。標点を挟み込むよう
にクイックバークランプを固定し，そのクラン
プ部分に穴あきステンレス板を両面テープで固
定する。穴あきステンレス板を基準線に見立
て，①２点の標点までの距離の平均値と，②補
修材表面までの距離５点以上の平均値，を求め
る。この差（②－①）が基準線から補修材表面
までの下がり（平均距離）に相当する。デプス
ゲージ法では，ホームセンターで購入できる安
価な資材により，平均距離を容易に計測できる。
本手法では，0.3mm 以上の摩耗進行があれば，
判別できる精度を有している８）。

５．ストックマネジメントの推進に向けて
上述のように，補修材料の現地調査ツール

は，いろいろな方法が提案されてきている。今
後は，こうしたツールを用いて補修材料の劣化
を数値として定量的に記録していくことが重要
である。モニタリングの重要性に関しては，川
邉ら９）が報告している。

筆者らは，令和３年農業農村工学会大会講演
会において，企画セッション「農業水利施設の
表面被覆工法における品質評価試験のあり方」
を開催し，ストックマネジメントに関わる多く
の関係者から，様々な意見を頂く機会を得た。
その中では，例えば，以下のような意見があった。
①本来フィードバックされるべき表面被覆工法

のモニタリング調査結果や，不具合事例など
が共有されていない。このため，品質規格の
妥当性については，現時点でデータに基づく
検証が十分にできない。

②農業水利施設に適用される表面被覆工法を対
象として開発された新たな試験法について
は，他の分野とは異なる試験条件であること

図－６　レーザー法の調査システム

図－７　デプスゲージ法の測定
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を考慮し，基準化，統一化を図ることが望ま
しい。ただし，試験方法と，その試験方法に
よって得られる評価とは分けて議論すべきで
ある。
このような意見や，ストックマネジメントの

取り組み開始から相当年を経過していることを
踏まえ，まずは一度これまで得られた数々のス
トックマネジメントの成果を取りまとめること
を提案したい。その中で，農業水利施設特有の
劣化現象については，専門家の間で議論された
促進試験方法を通じて，初期性能を検証すると
ともに，現地施工されたあとのモニタリング結
果のフィードバックを通じて，要求性能の妥当
性を評価する，促進試験の条件を見直す，など
の取り組みを進める必要があると考える。

コンクリート開水路に補修技術が導入されて
から，無機系表面被覆工法の耐用年数に設定さ
れている 20 年を迎える。今回紹介した技術等
を活用していただきながら，補修材料の現場で
の劣化状況をモニタリングすること，また劣化
状況からさらに補修補強マニュアルの品質規格
の妥当性を評価して規格値を見直すこと，とい
う良いサイクルができることを期待する。これ
らの成果は，コンクリート開水路等を中心と
した農業水利コンクリート構造物に特化した
高耐久な補修技術の開発等にもつながると考
える。

６．おわりに
本報告では，現地で簡易に補修材料の中性化

深さ，付着強さ，摩耗深さを計測できる手法を
提案した。なお，今回紹介する調査法について
は，過去に公表している論文等のほか，農研機
構の YouTube チャンネル（NARO Channel）
に分かりやすく手順を示した動画を掲載してい
る 10）ので，参照頂きたい。

最後に，今回紹介した技術については，農研
機構のほか，大学，民間各社との共同研究の成
果も含まれている。関係各位に期してお礼申し
上げます。
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