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1．はじめに

　近年，農業用水路等の農業水利施設についてス
トックマネジメントの考え方が導入され，全国各
地で農業水利施設の機能保全のための補修・補強
工事が実施されるようになった。しかし，一部の
現場では，補修後短期間で写真－ 1および写真－
2に示すような補修箇所の再劣化事例が報告され
ている。
　このような事態が発生する主な原因としては，
①必要とされる性能を有していない材料が用いら
れた，②補修材料の性能には問題がないものの，
適切な施工が行われなかった，
③施工後に当初想定されなかった現場環境の変化
が生じた，などが考えられる。特に①のような事
態が生じる理由としては，農業水利施設の補修材
料に求められる耐久性等の性能が明確になってい
ないことがあげられる。要求される性能が明確で
なければ，当然のことながら補修材料の性能を確
認する方法も確立されていないため，当該施工現
場に適した材料か否かの判断が曖昧なまま使用さ

れる事態も起こり得る。
　そこで，農業水利施設の補修材料に求められる
性能や，補修材料が要求性能を有しているか否か
の確認をするための試験方法について以下に述べ
たい。

2．補修材料に求められる性能とは

　そもそも農業水利施設の置かれている環境は
様々である。常時流水下にある，風雨や直射日光
に晒されるといった過酷な条件下にあるものが多
い。また，地域による特性もあり，北海道や東北
地方などの寒冷地では凍害が，海岸近傍では塩害
が発生する可能性がある。
　このような立地環境の影響を受けて，農業水利
施設には様々な変状が生じる。農業水利施設の中
で最もポピュラーな施設であるコンクリート開水
路を例にとると，長期にわたる供用期間中に，ひ
び割れ，摩耗，目地の損傷といった様々な変状が
生じる。これらの変状による施設の性能低下と，
施設に期待する性能が明確になれば，補修材料に
求められる性能も決まることになる。

写真－ 1　補修箇所に発生したひび割れ 写真－ 2　補修材料のふくれ
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　さらに，施工現場の制約条件にも対応した性能
が求められる。一般的に施工時期は，非灌漑期で
ある 10 月～ 3 月になることが多い。このため，
低温環境下であっても施工可能な材料でなければ
ならない。また中には，上水道等との共同施設な
ど通年通水の施設もあり，断水が短期間に限られ
る場合もある。このような場合，短い養生期間で
通水を再開できる補修材料が求められる。
　その他に施設の管理上の制約を受ける場合もあ
る。開水路の場合，水路に堆積した土砂を定期的
に撤去することが一般的であり，スコップ等によ
る損傷を考慮した補修材料が求められる。大規模
な水路になるとバックホウ等の重機を使用するこ
ともあるので，このような場合，補修材料には高
い耐衝撃性能が求められる。
　以上のように，補修材料には対象施設の立地環
境や管理内容などによって様々な性能が要求され
る。

3．補修材料の性能評価（品質確認）のた
めの試験

　補修材料の性能評価においては，促進試験な
どを含めた性能試験による評価が活用できる。例
えば，（社）土木学会では，表面保護工法の要求

性能を確認する標準的な試験方法を提案している
（表－ 1）1）。特に，鉄道や高速道路の分野では，
補修に用いる表面被覆材料や断面修復材に要求す
る性能について，JIS や（社）土木学会で規定し
ている試験方法とその達成基準を示している（表
－ 2）2）。
　農業水利施設の補修においても，補修材料に要
求される性能を明らかにするために，具体的な試
験方法とその試験において達成すべき目標を示す
ことが必要である。上記の試験のほとんどは，農
業水利施設の補修材料の性能評価方法として流用
できる。しかし，農業水利施設の場合，2．で述
べたように，立地環境等，要求性能に影響を及ぼ
す様々な要因があること，第三者に対する影響度
が小さいこと，などを考慮して，要求性能を高め
る，低減する，あるいは別の要求性能を設定する
などの工夫が必要となる 3）。このためには，補修
後再劣化した事例等を調査し，農業水利施設に特
徴的な変状メカニズムを解明する必要がある。変
状メカニズムが明らかになれば，補修材料に要求
される性能項目およびその指標値を設定すること
が可能になる。
　農業水利施設における補修材料の変状メカニズ
ムの解明と性能評価手法の確立のため，農村工学

表－ 1　表面保護工法に要求される性能と（社）土木学会規準試験方法の一例

表面保護工法
材料および工法に要求され
る性能

（社）土木学会規準試験方法

表面被覆工法

付着強さ JSCE-K-531　表面被覆材の付着強さ試験方法

ひび割れ追従性 JSCE-K-532　表面被覆材のひび割れ追従性試験方法

耐候性 JSCE-K-511　表面被覆材の耐候性試験方法

遮塩性 JSCE-K-524　表面被覆材の塩化物イオンの浸透深さ試験方法

酸素透過性 JSCE-K-521　表面被覆材の酸素透過性試験方法

水蒸気透過性 JSCE-K-522　表面被覆材の透湿度試験方法

透水性 JSCE-K-523　表面被覆材の透水量試験方法

断面修復工法

見かけ密度，圧縮強度，静
弾性係数，曲げ強度，引張
強度，付着強度，寸法安定
性，線膨張率

JSCE-K-561　コンクリート構造物用断面修復材の試験方法
（案）

表面含浸工法
外観，含浸深さ，透水量，
吸水率，透湿度，中性化，
遮塩性

JIS-K-571　表面含浸材の試験方法（案）
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研究所では平成 19 年度に複合劣化促進試験装置
を導入した（写真－3）。複合劣化促進試験装置は，
農業水利施設の置かれている様々な環境条件（凍
結融解，乾湿繰り返し，中性化などの劣化環境条
件）を，同時もしくはタイムテーブルに従って発
生させる装置である。本装置により，複合的劣化
環境における補修材料の長期的な耐久性を短期間
で評価することが可能になる。現在，補修工法の
特徴，工法適用後の補修材料に発生している変状
パターン，変状発生に関わる特徴的な材料劣化メ
カニズム，などを考慮した試験方法を考案し，各
種補修材料について促進劣化試験を実施している
ところである。
　これまでの促進劣化試験では，補修材料そのも

のの試験は実施されているものの，躯体コンクリ
ートとの複合材料としての評価はほとんどなされ
ていない。このため，複合劣化促進試験装置によ
る促進劣化試験の実施に当たっては，躯体コンク
リートを模擬した基盤とその基盤に塗布などした
補修材料との複合材料を供試体として使用してい
る。これにより，現場での使用状況に近い形での
試験が実施できる。

4．品質確認試験方法確立のメリット

　農業水利施設に必要な性能を有していない補修
材料が使用された場合，短期間で再劣化し，投資
額に見合った効果が発現されない可能性がある。
また施工の現場では性能の確認方法がないため，

表－ 2　補修材料の性能評価の一例

鉄道総合研究所 日本道路公団

塗膜の外観
JIS K 5400 7.1

塗膜が良好で，つぶ・しわふくれ・われ・む
ら・あな・はがれがないこと

JHS 417
塗膜は均一でながれ・むら・ふくれ・はがれ
のないこと

耐 候 性

JIS K 5400 9.8.1，JSCE-K 511
サンシャインウェザオメータ
促進耐候性試験を 300 時間行ったのち，白亜
化等塗膜に異常のないこと

JHS 417
促進耐候性試験を 700 時間行った後，白亜化
はなく，塗膜にふくれ・われ・はがれのない
こと

温 冷 繰 り
返 し 試 験 －

JHS 417
10 サイクルの試験で塗膜にふくれ・われ・
はがれのないこと

耐アルカリ性
JIS K 5400 7.4

30 日間飽和水酸化ナトリウム水溶液に浸漬
して塗膜に異常のないこと

－

耐 水 性
JIS A 6909 6.10

30 日間水中に浸漬して塗膜に異常がないこ
と

JHS 417
10 日間水中に半没し，塗膜にふくれ・われ・
はがれのないこと

遮 塩 性 － JHS 417
5 × 10-3mg/cm2・日以下

酸 素 透 過
阻 止 性 10-5g/cm2・日未満 JHS 417

5 × 10-2mg/cm2・日以下
水 蒸 気 透
過 阻 止 性

JIS K 5400 8.17，JIS Z 0208
20 g/cm2・日未満

JHS 417
5mg/cm2・日以下

透 水 性 JIS A 6909 6.13
0.4ml/ 日以下 －

中性化阻止性 60 日間で 3mm以下 JHS 417
1 ヶ月で 1mm以下

コンクリー
トとの付着性

JIS A 6909 6.10
JSCE-K 531

標準養生後海面破壊がないこと

JHS 417
標準養生後，促進養生後，温冷繰り返し後，
耐アルカリ性試験後，1.0N/mm2 以上

ひ び 割 れ
追 従 性

RCはり曲げ試験
部材に生じるひび割れ幅が 0.2mmまで塗膜
に欠陥が生じないこと

JHS 417
標準養生後 20℃で 0.4mm以上，促進耐候性
試験後 20℃で 0.2mm以上
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事前に試験施工を実施して不具合等が生じないか
確認する必要があるなど，適切な補修材料選定の
ための費用が掛かり，機能保全対策工事のコスト
を引き上げることになる。
　今後，促進劣化試験等の結果に基づき，農業水
利施設の要求性能が設定され，適切な性能評価手
法が確立されれば，上記のような問題の解決につ
ながる。また，補修材料としての目標性能値が決
定されるため，材料メーカーは新しい材料の開発
が行いやすくなるなど，発注者および材料メーカ

ー相互のメリットは大きいと考えられる。
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写真－ 3　複合劣化促進試験装置


