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１．はじめに

揖屋干拓地（島根県松江市，八束郡東出雲町）は，
昭和 38 年に着手した「国営中海干拓土地改良事
業」によって造成された干拓地の 1つで，平成元
年から営農が開始されている。その後，平成 17
年に中海淡水化中止に伴う事業計画の変更が行わ
れ，淡水化に代わる農業用水確保対策施設（中海
→河川取水等による地区内調整池貯留）を整備す
ることとなった。この施設整備に当たっては，既
存施設の有効活用を図りながら，水源施設及び送
水施設などの用水関連施設を建設したところであ
る。
本報文は，「揖屋干拓地」の水源である後

うしろ

谷
だにいけ

池
へ導水する既存導水トンネル内に一部設置された
無筋コンクリート管φ 600 mmに実施した管更生
工法（インシチュフォーム（INS）工法）について，
紹介するものです。

図－ 1　中海干拓の位置図

 

図－ 2　後谷導水路と揖屋干拓地

２．管更生工の実施に至る経緯

（1）導水トンネルの概要

後谷導水トンネルは，昭和初期に手掘りによ
り築造された素掘トンネル（内高 1.8 m ×内幅
1.2 m，延長 L=約 230 m）である。地権者の話に
よると，下流側約 130 m 区間はトンネル地山の
崩落防止のために，戦後間もなく素掘トンネル内
にφ 600 mmの無筋コンクリート管を人力敷設し
て周囲を土砂で埋めた経緯があった。しかしなが
ら，近年この無筋コンクリート管区間内において
周辺地山からの土砂流入によって送水停止となる
ことがあった。
このことから，本導水トンネルの改修が行われた。

インシチュフォーム（INS）工法における管更生工法について
～不確定要素が多い現地条件の中で設計・施工した管更生工法の事例紹介～
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（2）導水トンネルの課題

導水トンネルは昭和初期に建設されたため，
設計・施工資料が全くなく，設計・施工条件や
現状の平面縦断線形が不明であった。既設管φ
600 mmの平面線形・縦断線形は，入口・出口の
位置と過年度に実施したテレビカメラ調査の結果
から推測するしかない状態であった。しかも，数
年前に下流側出口から約 40 m上流の位置でコン
クリート管が破損陥没したために，カメラ調査で
は下流側 40 m区間しか把握できず，無筋コンク
リート管 130 m区間のうち上流 90 m区間の管路
の平面縦断線形や管内状況は推測するしかない状
態であった。
 

写真－ 1　導水トンネル内部

 写真－ 2　導水トンネル内HPφ 600 mm入口

写真－ 3　無筋コンクリート管内

３．改修工法の検討

（1）前提条件

設計段階での本地区の前提条件は次の通り。
　①工程の制限：施工時の用水の仮廻しができ
ず，通水停止期間が冬季の２～３ヶ月間程度と
限定されている等の工事工程の制限がある。
　②既設管の状況の不確定：既設管の平面線形・
縦断線形が不明瞭であり，管割も不明である。
　③既設管強度の問題：テレビカメラ調査で
は，一部区間は管頂に長さ１m程度の縦断方
向クラックが観察される（既設管の強度不足）。
また，管の継目部は摩耗などにより管付き合わ
せ部の角が丸くなり，大きく窪んでいるように
見える。（継ぎ目での段差の存在等）
　④施工規模・土砂堆積の問題：施工延長は約
100 mあり，途中に10°以上の平面偏角がある。
また，途中に管陥没による土砂堆積部分が存在
する。
　⑤施工ヤード：無筋コンクリート管φ
600 mm出口はため池で開放された施工ヤード
スペースが確保できるが，既設管入口はトンネ
ル内（写真－ 2参照）と狭く，重機等の施工機
械の搬入は不可能である。

（2）改修工法の選定及びその結果

改修工法の選定においては，次の２段階の手順
を踏んで，作業を行った。
①　路線選定（既設路線・新設路線）を踏まえ
た工法選定
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②　管更生工法における工種選定

図－ 3　工法選定のフロー図

（a）路線選定を踏まえた工法選定
簡易な比較表は，下記の通りである。

案名 路線位置 改修工法（比較対象工法）施工日数
第 1案

現況路線

パイプインパイプ工法 20 日
第 2案 管更生工法（INS 工法） 30 日
第 3案 トンネル拡幅工法 127 日
第 4案 改築推進工法 80 日
第 5案 新規路線 小口径推進工法 77 日

第 1案は，管の目地部の段差が大きい場合
にはパイプを引込むことが困難になり，工事
中断の可能性が大きいため，不採用とした。
検討の結果，経済性・施工性（工期）から第
２案（管更生工法）を採用した。
（b）工法選定における設計条件
管更生工法での工法選定における設計条件

は，次の通り。
①　設計流量 　　　　Q = 0.050 m3/s
②　既設管の管径・管種 
　　φ 600 mm（無筋コンクリート管）
　　（内径φ 600 mm，部材厚 50 mm）
③　土被り　　　　　　　20.8 m ～ 0.6 m
④　最大設計内圧　　　　0.0 MPa
　　（水理検討より自由水面の射流で流下する）
⑤　平面線形・管内調査
平面線形は不確定である。また，「ソ

ケット継手」でなく，端部突合せだけで
あるため，目地の開きや段差等が存在す
る。（部分的なTVカメラ調査から推測）
⑥　その他
管路の途中（上流端から約 70 m，下

流端出口から約 50 m）の位置で，目地

部からの土砂の流入により管内の一部が
閉塞されており（H20 年 2 月管路閉塞事
故発生），管内状況が不明のため管更生
工事前に立坑を設置し，閉塞部の管を取
替え，閉塞状況を解消する。

（c） 管更生工法における工種選定

図－ 4　管更生工法

本地区では，次の理由により，４つの管更
生工法の中で，「反転工法」を採用した。
①　「反転工法」は，農業用水施設として
の実績が豊富であり，本地区の施工条件
（施工延長：約 120m，既設管管径：φ
600mm，平面線形が不確定であり，平
面偏角も数ヶ所はある等）においても，
施工可能である。

②　「形成工法」は，更生材料を牽引して
更生管を構築する方法である。本地区の
場合，既設管が 0.6 m/ 本と短く，ソケ
ット継手でないため，段差がかなり存在
すると予測される。牽引する更生管が段
差等で引っかかった場合には，内径が小
さく，人が入って修復することは不可能
である。よって，リスクが大きく，「形
成工法」は採用できない。

③　「製管工法」は，大口径管に用いられ
る自走式，リングパネル式，小口径管に
用いられる元押し方式があるが，元押し
方式の場合，「形成工法」と同じ理由に
より，途中で押し込みが出来なくなる可
能性があり，リスクが大きいことから採
用できない。

④　「鞘管工法」（パイプインパイプ工法）
の場合，直線線形の場合や断面が大きい
場合は採用できるが，本地区の場合，小
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口径で人が管内に入れない，平面偏角（曲
がり）がいくつかある，段差による更生
管の引っかかり等の問題が懸念されるた
め，採用できない。

（d） 反転工法での工種選定
検討の結果，「管更生工法」における４つ

の工法の中で，「反転工法」を本地区では採
用した。さらに，「反転工法」には数種類の
工法があるが，許容曲げ角度，既設管の段差
に対する許容値が大きいインシチュフォーム
（INS）工法を採用することとした。

4　施工の状況

INS 内圧管の施工状況は，次の写真に示す通り
である。

①　管内洗浄工

②　管内調査工（TVカメラ調査）

③　反転機器・ストッパー設置工

④　プリライナー工（目地からの湧水対策）

⑤　反転挿入工（反転タワーより反転挿入）
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⑥　硬化・養生工（内部の水を温め熱硬化）

⑦　管口仕上工（端部を切断し管端部仕上げ）

⑧　本管仕上工（管内高圧洗浄）

⑨　完成

5．施工管理等

（1）出来形管理
管理
項目

測定基準
及び箇所

測定方法 規格値

ライニン
グ延長

1箇所/施工 管内にロー
プを張り延
長測定

既設管延長以上

INS ラ イ
ナー厚

発進側，到
達側各 4点

管口部を測
定

測定最少値は設計厚
の 90％以上且つ 4 点
平均値が設計厚以上

（2）品質管理
管理
項目

測定基準
及び箇所

測定方法 規格値

INS
ライナー

曲げ強度

曲げ弾性率

引張強度

管内に管理用の
供試体（5試料）を
配置し，硬化後
に各試験を実施

55 N/mm2 以上

2500 N/mm2 以上

30 N/mm2 以上
硬化
温度

1回 / 各硬化
ステップ毎

温度計による 各硬化温度以上

（3）更生後管内検査

　TVカメラにより，管内面を撮影し異常がない
ことを確認。
　なお，内圧管の場合は，漏水試験を実施する必
要があるが，今回は圧力管でないことから，漏水
試験は実施していない。

6．おわりに

　工事は平成 21 年 9 月に無事に完了し，本管路
は供用を開始している。
　本稿では，不確定要素の多い中，路線選定・工
法選定の結果，既設管の現状に応じて新設管の再
構築が可能である「反転工法（インシチュフォー
ム（INS）工法）」を採用した経緯・設計・施工
に関して記述した。
　管更生工法に関しては，『農業水利施設の機能
保全の手引き「パイプライン」』（監修：農林水産
省農村振興局整備部水資源課施設保全管理室）に，
機能診断後の対策工法の 1つとして列挙されてい
る。管更生工法は，開削による管路再構築に比べ
て，仮設工事や地上条件などの制約が少なく，工
費縮減や工期短縮が図られるメリットがある。
　今回，紹介した内容が，現場において今後の設
計や工事における参考となれば幸いである。
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〔参考〕
インシチュフォーム（INS）工法

（1）工法の概要
　本工法は 1971 年にイギリスで開発・施工されて以来，
欧米をはじめ世界 36 か国以上で施工されている。その総
布設延長は 27,200 km を越え，世界でも豊富な実績と歴
史を持つ工法である。
　インシチュフォーム（Insituform）工法は，既設管内に
熱硬化性樹脂を含浸したライナーバックを水圧により反
転挿入し，管内水を加熱してライナーバックを管内に圧
着硬化させることで，既設管路の中にまったく新しい管
路（自立管路）を構築する工法である。INS工法の種類（「標
準工法」「高内圧型工法」「強化型工法」）「カルバートラ
イニング型工法」には，ライナー（管更生材料）を変え
ることで，「補修・補強の対象と目的」にそして「全ての
管種」に対応できるようになっている。

（2）農業分野での施工実績
　本工法は，下水・上水・農業用水・工業用水・排水な
ど，あらゆる管路の更新更生に広く利用されている。日
本には 1986 年に導入され，1991 年には他工法に先駆け
て日本下水道事業団の技術審査証明（現在の下水道新技
術推進機構の技術審査証明）を受けた。また，農業用水
の分野では1986年当初からの使用実績があり，2009（H21）
年時点で累計約 47 km の施工延長（INS 工法協会資料）
となっている。

（3）INS工法の特徴
　INS工法の主な特徴は，次の通りである。
①　地面を掘り返さず短時間で施工できる。
　開削の必要が無く，ライナーバックの反転挿入や
樹脂硬化の作業時間が短期間で施工できる。
②　欠損部，離脱部も蘇生できる。（部分補修も可能）
　硬化したライナーは，既設管の欠損部，離脱部も

完全に修復し，継目のない新しいプラスチックパイ
プを形成する。したがって，漏水や浸入水も防止で
きる。また，部分的に大きな欠損部は事前にパッカ
ー工法により，部分強度補修を行い，その跡に全線
ライナーを施工することで，完全な一体管路を構築
できる。
③　ライナー厚さを自由に選定できる。
　ライナー厚さは３mm～ 42 mm（標準型最大）の
範囲で選択できるので，自立管の計算結果から，土
圧や自動車荷重を受ける管渠としての厚さ設計によ
り幅広く対応することができる。
④　長スパンの施工ができる。
　水を注水しながら反転挿入するが，ライナーバッ
クはその反転水の浮力を受けるために，１回の反転
で長スパン（最大 500 m）の施工ができる。
⑤　耐久性に優れている。（耐用年数は 50 年以上を想
定している）
　インシチュフォーム工法のライナー材は，「ポリエ
ステルフェルト」（標準工法型）・「ポリエステルフェ
ルト＋グラスファイバー補強フェルト」（高内圧型工
法・強化型工法）など，用途により選定することが
でき，使用する樹脂は耐薬品性に優れている。また，
長期の耐久性を考慮した設計を採用しているため，
硬化したライナーの寿命は半永久である。
⑥　種々の管渠形式に対応できる。（本地区は円形断面）
　硬化前のライナーバックはしなやかで，円形以外
の卵形，馬蹄形，矩形などの施工も可能であり，強
化繊維を入れた材料や補強材を併用するなどあらゆ
る管渠形状に対応できる。
⑦　流下能力は低下しない。（粗度係数は n=0.010 程度：
塩ビ管相当）
　ライナーの内面は滑らかで，継目のない一体管路
に仕上がるので，ライナーの厚さで断面積は減少す
るが，粗度係数が向上し流下能力は低下しない。




