
●

49JAGREE 80. 2010・11

1．はじめに

1.1　地区概要

神流川沿岸地区は，関東平野の北西部に位置し，
群馬県と埼玉県の県境を流れる神流川によって形
成されたなだらかな扇状地平野である。受益面積
は水田 2,097ha，畑 1,922ha の合計 4,019ha からな
る農業地帯で，東京から 100km 圏内という立地
条件を生かして水稲と野菜類を組み合わせた複合
経営が展開され，首都圏へ生鮮食料品等を供給し
ている。
この地域の水利施設は，昭和 42 年から昭和 55
年にかけて実施された国営土地改良事業「埼玉北
部地区」により整備された。造成後 30 年以上経
過した現在，基幹水利施設は老朽化に伴う機能低
下が進んでおり早急な改修が求められている。
また，営農・土地利用の形態が変化する中で，
適切な用水配分が困難となり，一部の地域では畑
地の用水が十分に確保されていない状況である。
地域農業の発展を図るために，適正な用水配分に
よる農業用水の確保が必要とされて
いる。このため，本事業では基幹水
利施設の再編整備を行い，営農実態
に即した用水の配分と施設機能の改
善を図り，農業経営の安定と生産性
の向上を目指すものである。

1.2　設計概要

受益面積の約 4 割を担う上里幹線
水路は，青柳分水工を起点とし，始
点流量 3.09m3/s の用水を開水路及び
パイプラインにより送水する農業用

水路である。上流より約 0.5km の開水路以降は
セミクローズドタイプのパイプラインで管種はＰ
Ｃ管である。県営事業の引継点までの総延長は約
16.9km あり，総延長の約 9割程度が道路下に埋
設されている。途中の調圧水槽を境に上里幹線上
流，下流と区分している。

上流からの施設調書

工　　種 区間距離
（km）

設計内圧
（Ma） 断面形状

開 水 0.5 2.35B × 1.40H
呑 口 調 整 池

上里幹線上流
（パイプライン）

2.1 0.35 PC 管φ 1,650
3.7 0.70 PC 管φ 1,500
1.7 0.75 PC 管φ 1,350
1.6 0.83 PC 管φ 1,200

調 圧 水 槽 φ5.0m　H=14.8m
上里幹線下流
（パイプライン）

1.3 0.35 PC 管φ 1,200
6.0 0.66 PC 筥 1100

合 計 延 長 16.9

本水路は，造成後 34 年～ 41 年が経過し，老朽
化によるパイプライン継目の漏水事故が発生して
いる。昭和55年から平成21年までの事故発生（漏
水）は 460 箇所に及び，上里幹線上流部の継手箇
所の約 20％に相当する。
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平成 17 年度に行われた機能診断調査を踏まえ，
平成 18 年度に基本設計業務が行われた。この基
本設計にて，上里幹線水路の改修工事は，非かん
がい期の施工としても畑作営農があるため，短期
間（3日間程度）の断水しかできないことから，
仮廻し水路（付帯水路）を全線に亘って設置し，
用水供給を可能にした上で幹線水路の改修を行う
計画に変更された。この仮廻し水路は平成 19 ～
21 年度に施工され，今夏の通水試験を経て，本
年度から幹線水路の改修を進めていく計画であ
る。
本改修計画は，上里幹線上流のパイプライン改
修について述べるものである。

２．機能診断結果及び判定

　機能診断調査では，PC管の目視・継手間隔
及び中性化試験調査が実施されており，その結果
は以下のとおりである。
継目間隔調査結果から，φ 1650 区間で 0 ～
35mm，φ 1500 区間で 0 ～ 28mm，φ 1350 ～
1200mm区間で 5 ～ 30mmの継目間隔が確認さ
れた。この間隔は，現行の施工管理基準による最
大間隔以内の数値であり，問題ないと判断される。

継目間隔判定

口　径
調査結果
最大間隔

管理基準
最大間隔

判　定

φ 1650 35 ㎜
38 ㎜

OK
φ 1500 28 ㎜ OK
φ 1350

30 ㎜ 33 ㎜
OK

φ 1200 OK

　管体コンクリートの中性化試験結果では，φ
1650 区間及びφ 1350 ～ 1200 区間には中性化は
認められず，φ 1500 区間で中性化深さ 0～ 2mm
（かぶり厚 6～ 7mm）が確認された。

これにより中性化の進行は進んでおらず，中性
化深さがかぶり厚さの 1/2（3mm）に達するまで
の経過時間は 40 年と試算され問題はないと判断
される。また，カバーコンクリートの外面腐食は
見受けられなかった。
事故歴から事故発生のほとんどが，継手部の
漏水である。これは，PC管の継手ゴムリングの
劣化に伴う漏水と判断される。昭和 54 年までの
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PC 管の継手ゴムリングの材料には天然ゴムが使
用されていたが，昭和 57 年以降は合成ゴムが主
体となっている。本管路の施工年度は昭和 44 ～
51 年度で昭和 57 年以前の施工であるため，天然
ゴムの使用の可能性が高いことから，これが漏水
の原因と判断した。漏水箇所の補修は，モルタル
やエポキシ樹脂及び止水バンド補修によって行わ
れてきている。
曲管（異形管）部は鋼管を使用しており，錆が
スポット的に確認されている。その原因は，管底
面に錆が多く確認さ
れていることから，
粒子の粗い砂または
貝等による磨耗で管
内塗装がはがれたも
のと想定される。調
査結果より腐食量から算出した残寿命は約 20 年
である。なお，内面塗装は，当時の主流であった
タールエポキシ樹脂塗装である。

地上部の荷重条件は，ほ場整備による土被りの
増加や道路の新設・拡幅等の経年変化が見られる。
土質調査結果より，地表面から約 2m程度のロ

ーム層があり，その下は砂混り礫層である。管路
の基礎面は，この砂混り礫層にあるため，不同沈
下は発生していないようである。地下水位は管路
の基礎面よりも低い位置に確認されていることか
ら，地下水の影響は少ないものと想定される。

３．改修方針

以上の機能診断結果から，上里幹線パイプライ
ンの改修は，次の 3項目の保全対策とする。
① 内外圧に対する管体強度の対策
② 継手部の漏水対策
③ 曲管（異形管）の塗装仕様の変更
改修フローを下記に示す。
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フローを説明すれば下記のとおりである。
機能診断調査にて管体のひび割れが確認された
箇所は，既設管の強度を期待せず自立管による管
更生を行う。これは PC管のひび割れは管内部の
鋼材を腐食させるため，管体の強度は今後低下し
ていくことが想定されるためである。
管体にひび割れが確認されず健全であると判断
された箇所は，その既設管が現在の荷重条件にお
いて許容内圧を満足するか，構造計算により検証
する。検証の結果，許容内圧を満足しない箇所は，
開削が可能か確認し，可能な場合は鉛直土圧軽減・
抑止・支承改良等の適切な工法を選定する。開削
が不可能な場合は非開削とし，既設管の強度を期
待する複合管による管更生工法と自立管による管
更生工法を比較の上，工法を決定する。
一方，許容内圧を満足する場合は，継手の漏水
対策を検討する。既に継手部の補修が実施済でも
今後の耐久性が期待できない場合は，継手補修を
行う。耐久性が期待できる箇所は補修を行わない。
曲管（異形管）部の鋼管は，錆の進行を抑制し，

現在の主流であるエポキシ樹脂塗装とする。

４．改修方法

4.1　管体の強度対策

（1）開削可能部
開削可能部は，既設ＰＣ管を使用する案と管体
を別の管種へ変更する案に分かれる。既設管を使
用する案では，鉛直土圧軽減・鉛直土圧抑止・支
承改良・支承置換が考えられる。これらの比較検
討を行い，管体を FRPM管へ変更する管体置換
が，現実的に施工可能で経済的である。
（2）非開削部
非開削部においては，管更生工法による改修と
した。管更生工法は施工上の特徴から大別すると
次の４工法に分類できる。
①反転工法
既設管内に更生材を水か空気により加圧反転
して，挿入口から挿入し，加圧状態のまま更生
材を密着硬化させ，管内面と一体化させる工法。
　→屈曲部の対応が可能。

①反転工法代表例イメージ図

②形成工法
既設管内に更生材をワイヤー牽引により引き
込み，管内径まで加圧拡張し密着硬化させ，管
内面と一体化させる工法。
→屈曲部の対応は可能であるが最大施工延長
が比較的短い。

②形成工法代表例イメージ図

③鞘管工法
工場製作管を搬入口から運搬台車により既設
管内に挿入し，既設管と挿入管との空隙は流動
性のある充填材を注入し既設管と一体化させる
工法。
→屈曲対応不可。製作管長に見合った搬入口
が必要。直線部に有利。

③鞘管工法代表例イメージ図
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④製管工法
既設管内に更生材をスパイラル状に製管しな
がら形成し，既設管との空隙は，流動性のある
充填材を注入し既設管と一体化させる工法。
→スパイラルのため屈曲部は不向き。許容内
圧は低い。

④製管工法代表例イメージ図

区間別に上記の４工法の内どの工法が適してい
るか経済的かを検討し，工法を選定した。
判定条件は次のとおりである。
　対象口径：既設管口径以下
　内　　圧：許容内圧以上
　施工延長：対象区間以上
　屈　　曲：対象屈曲角度以上
　搬 入 口：既設人孔部（φ 600）又は搬入口

築造
　経 済 性：安価
検討の結果，本水路では下記の特徴が見られた。
・許容内圧が低い区間では，搬入口が既設人孔
部を利用できる製管工法が経済的である。
・直線部は，管材単価の安い鞘管工法が搬入口
を築造しても経済的となる傾向にある。この
ため開削可能部であっても，鞘管工法とした
方が経済的である。なお，鞘管工法の場合，
管級はほぼ内圧により決まるため，自立管・
複合管どちらの場合も同じ管級となり費用は
同じとなった。
・宅地化等地上部の制約により，屈曲部に挟
まれた直線区間に搬入口を設けられない区間
は，屈曲に対応できる反転工法及び形成工法
が適用可能であるが，農業用パイプラインで
は既設人孔間の距離が比較的長く，反転工法
が有利となることが多い。

（3）選定結果
開削可能部は管体置換及び管更生工法を，非開

削部は管更生工法を基本に，区間別にどの工法が
適しているか経済的かの比較検討を行った。管更
生工法の分類で述べたとおり，開削可能部であっ
ても管更生による鞘管工法が経済的となり，本設
計区間の管体の強度対策は，全て管更生工法を採
用することとした。

4.2　継手部の漏水対策

継手部の漏水事故は，継手ゴムリングの劣化に
よるものと判断されるため，現状のままでは今後
も漏水事故を起こす可能性がある。上里幹線の対
策対象は 1,700 箇所以上であり，事前保全対策と
して，継手漏水対策を行うものとした。
既設管継手部の補修は近年，数多くの継手補修

工法が開発されているが，許容内圧に見合った継
手補修工法はまだ少ないようである。対象となる
口径（φ 1200 ～φ 1650）に適合し，かつ，許容
内圧が 1.0Mpa まで対応できる工法は，管内面か
ら設置する止水バンド工法，又は開削して管外面
から補強する外部補強工法のいずれかである。比
較検討の結果，経済的で工期短縮が見込まれる止
水バンド工法を採用した。これまでの上里幹線の
漏水事故対策もこの止水バンド工法によって行わ
れており，補修部の漏水事故は発生していない実
績がある。また，近年は，止水ゴムを押さえるバ
ンドが鋼製からステンレス製に変わり，耐久性も
向上している。このため，継手部の漏水対策とし
て止水バンド工法は十分な機能と信頼性・耐久性
があると判断した。

止水バンド工法代表例イメージ図
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4.3　塗装仕様の変更

曲管（異形管）部の鋼管は，機能診断調査で残
存厚さがあることから，錆の発生を抑制するため
塗膜，錆等を除去し現在の主流であるエポキシ樹
脂塗料による内面塗装を行うこととした。

５．工事発注について

工事発注方法は，①従来の材質や寸法等の規格
を指定による発注方法，②必要となる内圧許容値
等の性能を指定する発注方法，③双方を指定する
発注方法に分かれる。管路の更新事業における発
注は，現時点では求められる性能を指定する発注
が好ましいと思われる。これは，管更生工法や止
水バンド工法といえども，メーカー毎に独自の規
格となっていることに起因する。今後，内圧のか
かる管路の管更生工事が増え，施工実績等により
発注仕様が確立されれば双方を指定する発注方法
も可能となると考えられる。

６．おわりに

パイプラインの機能保全は，水理条件，構造条
件，立地条件，施工条件等を満足し，その特性が
生かせる管更生工法や継手補修工法等の工法を総
合的な判断から選定し，施設の延命を図ることに
ある。
管更生工法や止水バンド工法は内圧のかかる管
路の実績が少なく，性能試験方法も試験口径，内
圧保持時間など各メーカーで統一されていないの
が現状である。また，施工時に現地試験が行えな
い，行える場合でも制限があるなどの課題も多い。
今後，更新事業が増えていく中で早急な施工管理
基準，品質管理基準等の整備が必要と思われる。
この上里幹線パイプラインの改修実施設計が，

今後の管路改修設計の一方策として参考になれば
幸いである。


