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連載 1

ストックマネジメント技術高度化事業の取組事例
（第 5 回）
（母畑地区におけるＰＣ管機能保全の取組み事例について）
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所

１．はじめに
国営母畑地区は，福島県の阿武隈山系の南部に
位置し，国営総合農地開発事業として昭和 42 年
度から平成 9 年度にかけて実施され，用水は水

所長

櫻庭

光一，金平

修祐

PC 管機能保全の取組事例について述べたい。

２．試掘状況及び浸漬試験を踏えた劣化予
測と PC 管機能診断
平成 15 年 12 月に PC 管の漏水事故が起こり，

源を千五沢ダムに求め，導水トンネルで南・北幹

破損の要因を特定するため，破損箇所の試掘調査

線用水路を通して約 2,100ha の農地に配水してい

を行った。PC 管ソケット部のコンクリートが破

る。

損し，円周方向の PC 鋼線が切断していた。また

昭和 50 年代には，パイプラインにおいて PC

地質調査により，PC 管は風化花崗岩層に埋設さ

管が多く採用されたが，近年経年劣化による PC

れ，その地下水は遊離炭酸濃度が高いことが判明

管破損事故が発生している。破損要因はカバーコ

した。そのため，PC 管の破損に水質が大きく影

ートの劣化や剥離に伴う PC 鋼線の破断によるも

響しているとの推測から，16 箇所の定点による

のが多い。このため，カバーコートの劣化要因の

水質調査を実施した。

特定と劣化予測や保全対策の技術の確立が急務と

水質調査において，地下水の①塩化物イオン，

なっている。本稿では阿武隈土地改良調査管理事

②硝酸イオン，③亜硝酸イオン，④重炭酸イオン，

務所が進めている母畑地区南幹線用水路における

⑤硫酸イオン，⑥全炭酸，⑦従属性遊離炭酸，⑧
侵食性遊離炭酸，⑨ｐ
H，⑩電気伝導度，⑪
水温を測定した。中で
も遊離炭酸は水道基準
を超え，大半が浸食性
遊離炭酸であり，化学
的腐食が疑われた。
PC 管破損につなが
る因子として地下水
の水質が考えられるた
め， 平 成 16 年 度 に 水
質結果を基に遊離炭酸
濃度が高い区間におい
て試掘調査を行った。
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PC 管破損写真

試掘調査状況写真

水質調査区間における遊離炭酸濃度グラフ

試掘においては，PC 管カバーコートを対象に，

脂塗布を施した。この供試体を浸食性遊離炭酸

蛍光 X 線分析（試料中の元素確認）
，粉末 X 線回

（1000 mg/L）に浸し，質量変化と中性化の進行

折試験（鉱物の同定）
，偏光顕微鏡観察（骨材の

を測定した。比較のため，同じ供試体を精製水に

種類及びそれに含まれる有害鉱物の同定及びセメ

浸したケース，試掘された PC 管から抜き出した

ントペーストの性状観察）を行った。いずれの試

コアコンクリート部分を供試体と等寸法に整形し

験においても塩化物イオン，硫酸イオンは微量で

たものを浸食性遊離炭酸（1000 mg/L）に浸した

検出されなかった。また，管外観調査として，管

ケースについても同様の測定を行った。

差込部，中央部，ソケット部において中性化試験
（ハツリ法）及びハンマー打診による打音診断を
行った結果，①中央部よりソケット部の中性化が
進んでいる箇所も存在していた，②中性化が進ん
だところは色がくすんで鈍い打音を発しているの
が確認された，③場所によっては，PC 鋼線が剥き
出している箇所も見受けられた。中性化試験のハ
ツリ箇所は，ポリマーモルタルにより補修を施した。
また，実際に遊離炭酸による化学的腐食であ
るかを確認するため，カバーコートの劣化促進
試験（浸漬試験）を実施し，原因の特定を図っ
た。供試体は工場配合と同一の材料及び水セメン
ト比のモルタルを用い，寸法は 50 mm × 50 mm
× 50 mm とし，浸漬面 1 面を残し，他の面は樹
26

浸漬試験状況写真
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浸漬試験の結果，カバーコート浸食性遊離炭酸

得られた中性化深さから求めた近似式は，Y2 ＝

ケースにおいて供試体の質量の減少が見られ，コ

0.1102 X となった。Y2 が Y1 を上回ったのは地

アコンクリートではその変化は僅かという結果と

下水の流動による Ca 成分の溶脱や供試体とカバ

なった。精製水での質量の減少は見られなかった。

ーコートの性質の差によるものと思われるが，この

質量の減少は，モルタルの Ca 成分が溶脱したこ

2 つの式はほぼ一致しており，カバーコートの腐食

とによるものと考えられる。

が遊離炭酸によるものであることが裏付けられた。
さらに，平均劣化（中性化）深さと最大劣化（中
性化）深さが比較的高い相関性を示すことに着目
し，平成 16 年〜平成 18 年のデータによる遊離炭
酸の経年累積と最大劣化深さの近似式を求め，こ
れに最大劣化深さの標準偏差を加えた値で余寿命
予測を行うこととした。
こ の 近 似 式 で は， 遊 離 炭 酸 の 経 年 累 積 値 が
1,200 ppm.year で 局 部 最 大 劣 化 深 さ が カ バ ー

供試体の質量変化

コートの厚さである 20mm に達することから，

遊離炭酸による中性化進行は，遊離炭酸の経年
累積の平方根に比例するという川東氏等の研究成
果

1）

を参考に，本浸漬試験の結果から求めた中

性化深さの近似式は，Y1 ＝ 0.09 X となった。
ここに，

1,200 ppm.year を敷居値と考え，余寿命予測を行
い，保全対策を講じることとした。
なお，室内試験と埋設管では環境条件が異なり，
また未知なる条件も多く，集計するデータ数によ
り前述の近似式も変わりうる。

Y1：中性化深さ（mm）

また，実際季節により遊離炭酸濃度の変化が観

X ：遊離炭酸の経年累積（ppm.year）
一方，試堀された PC 管のカバーコートから

測されているので，遊離炭酸濃度の季節変動をど
う反映させていくかなどの課題が見つかった。

▼

遊離炭酸の経年累積と劣化深
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3．更なる診断技術高度化への取組み

PC 管機能診断フロー
PC 管破損箇所の外部腐食診断調査
（外観目視調査，水質調査，中性化試験，劣化因
子の推定）
⇩

PC 管機能診断に当たっては，水質面からの劣
化診断だけでなく，農工研及び水資源機構等によ
って提案されている「PC 管本体の劣化に関する
調査・診断マニュアル（案）」を参考に，超音波

破損箇所における水質調査結果（浸食性遊離炭
酸が高濃度）から化学的侵食の可能性示唆

法や電磁誘導法の適用も試みてきた。しかしなが
ら，東日本地区で多用されている遠心力成形管で

⇩

は，①製造の段取りのための籠筋が邪魔となって，

継続的な広域水質調査の実施水質調査項目ごと
の値の蓄積及びまとめ

電磁誘導法による診断ができないこと，②遠心力

⇩

るためにカバーコート厚さに大きな変位があるこ

高濃度浸食性遊離炭酸量箇所の特定

と，③カバーコート部分の中性化が一様に進行せ

⇩

ず，フェノールフタレインの発色がまだらな場合

成形管の外観が吹付けによるため波状になってい

PC 管試掘による外部腐食診断の実施
（外観目視調査，水質調査，中性化試験，劣化因
子の推定）

があることから，ロール転圧成形管の診断結果を
基に作成されたマニュアル（案）の手続きでは解
析しきれないことが判明した。このため，今後は

⇩

衝撃弾性波による劣化判定と電磁波レーダー探査

劣化予測による余寿命の算出

の技術を組合せて劣化管を概定し，概定された劣
化管に対する詳細調査として，超音波法によるカ

⇩

バーコート厚計測や試掘によらないコアサンプリ

緊急性が高いと判断された箇所への保全対策の
実施

ング試験で中性化深さを計測する方法などを試行
していくことが有効であると考えられる。

PC 管（遠心力成形）構造

カバーコート吹付状況

籠筋 ( 鉄筋・PC 鋼線 )

PC 管（ロール転圧成形・遠心力成形）
項目

ロール転圧成形

遠心力成形

カバーコート（吹付け）外面仕上げ形状

平滑仕上げ

平滑及び波状仕上げ

円周方向 PC 鋼線の間隔

標準配置

標準より密に配置

縦断方向 PC 鋼線構造

単独構造

籠筋（段取鉄筋）と一体構造

電磁誘導法診断の適否

適用可

否（金属が密なため判別不能）

電磁波レーダー診断の適否

適用可

適用可

超音波法診断の適否

適用可

適用可
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衝撃弾性波探査

電磁波レーダー探査

4．おわりに
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コアサンプリング試験

るとの話も聞いた。この新技術が開発されれば，
PC 管の耐用年数や信頼性は増すことであろう。

最近，PC 管製造過程の視察の機会を得た。遠

今後ともストックマネジメント技術高度化事業

心力形成されたコアコンクリートの上に，PC 鋼

等により診断技術の確立を図り，劣化予測及び補

線が一定間隔で張り巡らされ，硬練りのカバーコ

修等を適時適切に実施し，社会資本である農業用

ート吹き付けられる。高強度の本体が PC 鋼線で

パイプラインを保全管理していくことが我々に課

さらに強化され，PC 鋼線はカバーコートで保護

せられた責務と考える。

されている。このように強固に作られたにもかか
わらず，遊離炭酸によるカバーコートの化学的腐
食による PC 管の漏水事故は起きており，用水の
安定供給に重大な影響を及ぼしている。
現在，PC 管を製造している会社は国内で 1 社
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