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「経年した 2 次製品開水路の目地補修」
神奈川県県央地域県政総合センター
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（1）相模川左岸幹線用水路について
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本県が管理する相模川左岸幹線用水路は，神奈
川県の中央を流れる 1 級河川相模川の左岸側に位
置し，相模原市南区磯部にある磯部頭首工で取水

▽

し，相模原市，座間市，海老名市，寒川町，藤沢
市，茅ヶ崎市の 5 市 1 町の水田にかんがいする延
長約 20 km の農業用水路である。
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相模川左岸
幹線用水路

（2）劣化目地の補修対策について
①

相模湾

相模川左岸幹線用水路構造図

既設目地の状況
今回，目地補修を行った箇所は，相模川左岸幹

線用水路のほぼ中央部にあたる海老名市上河内か
ら同市本郷地内であり，左岸側は水田，右岸側は

図− 1

相模川左岸幹線用水路位置図

民家や林という地形になっている。
この区間は，竣工後 56 年が経過しているもの

相模川左岸幹線用水路は，昭和 6 年からブロッ

の水路自体に目立った劣化は認められないが，一

ク張りの台形断面水路として建設が始まり，昭和

方側壁の目地においては，目地材が剥離し部分

15 年に竣工した。その後，昭和 30 年代に側壁と

的に浮き上がっている箇所や中には完全に流出し

底版の端部を二次製品による逆 T 型擁壁に置き

てしまった箇所がある等の劣化が著しい状態であ

換え，底版の中央部分は既設水路を残す形で矩形

る。また地下水位が高いため，非かんがい期には，

断面に改修された。そのため，底版中央部分と逆

側壁や底版に設置されているウィープホールから

T 型擁壁部分の目地は一体ではなく，完全に分離

だけでなく，劣化した目地の隙間からも地下水が

している。

勢いよく水路内へ流入する状況が確認できる。
今回は，この区間の逆 T 型擁壁部分において目
地補修を行った事例を紹介する。
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らい。当該区間は，劣化した目地からの地下水流
地下水

入に加えて上流からの湧水も多く，渇水期に当
たる冬期でさえも水路内には常に深さ 5 〜 10 cm
程度の水が流れている。そのため，側壁ならとも

図− 3

かく，底版を完全に乾燥状態にすることは難しい

水路と周辺の状況

と判断し，製品選定にあたり，当初は「漏水に対
②

過年度の補修事例について

して強く剥がれにくい製品」，「ドライ施工に限定

過去には，平成 20 年度にこの区間で劣化した

されない工法」という条件の下で対応可能な製品

側壁目地の補修を実施している。当時採用した製

での選定を進めていた。しかし，調査の結果，ど

品は，目地部に止水シートをエポキシ樹脂で接着

の製品も施工条件に「乾燥状態であること」ある

するタイプのものであったが，通水の時期を経て

いは「湿潤程度なら施工可能」とあり，止水対策

施工後 1 年余りでほぼ全ての目地が壁面から剥離

を施さない条件に適合する製品を選定する事が困

してしまった。

難であることが判明した。結果，施工面を乾燥状
態にするために，補修前の止水対策は必要不可欠
であることを認識した。
そこで，まずは現場を完全に乾燥させることが
可能であるか否かを検討した。検討方法は実際の

写真− 1 目地剥離状況
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原因として，剥離した目地の補修を行った時期
目地
が冬季の気温の低い時期であったため，使用した
S30代施工 S15施工 S30代

接着材が硬化するまでに時間を要したこと，また，
施工の際に劣化した目地の隙間から浸み出す地下
Ｓ30代施工

因すると推定している。
③

平成 22 年度の補修について

このような環境の下，平成 22 年度に再び補修

Ｓ15施工

対策を実施することとなったが，過去の施工実績
S30代施工 S15施工 S30代施工
を踏まえ，採用する製品の選定にはより慎重を期

止水壁
（急結モルタル）

す必要があった。
目地の補修の方法には様々な工法や材質があ
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材が地下水の水圧により流れてしまい，既設水路
止水壁
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と止水シートが十分に接着されなかったことに起
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り，その中から最も適する製品を選ばなければな
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止水構造図
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●
止水対策工法と検討していた土のうによる締め切
りと急結モルタルによる方法を想定した。土のう
により水路を締め切っても，土のうの隙間から水
が漏れるため完全に乾燥させることは難しい。検

（3）試験施工について
ここで，試験施工までの経緯を含め B 社及び
C 社で実施した試験施工について説明する。

討の結果，目地からの漏水は V カット工法によ

まず，B 社のアンカーで固定するタイプの目地

り止水し，さらに上流からの湧水については逆 T

は水路を傷める可能性があるため当初は採用候補

型擁壁の目地の周囲に，急結モルタルにより高さ

から除外していた。しかし，目地をアンカーで壁

15cm 程度の止水壁を設ければ，湧水は底版の中

面に固定すれば，余程のことがない限り剥がれる

央部を通って流下するので，土のうや水中ポンプ

ことはなく，目地から用水が漏出することもない

などを使用することなく壁面を完全に乾燥させる

ため補修の目的が果たせる。ただ概算工事費が高

ことが可能と判断した。前述のような目地構造だ

価であったため，限られた予算の範囲で補修でき

からこそ可能な方法である。

る数量が少なく，採用が難しかった。

止水対策が決まったことで，ようやく採用す

次に，C 社については，その構造が目に留まっ

る目地の選定が可能となった。そして経済性や施

た。目地に充填した上で表層部にも塗布する二重

工性などから判断して，最終的に A 社，B 社，C

構造により，他の製品より止水性が高いと判断し

社の 3 製品を採用することとした。いずれも当該

たからである。そして何より概算工事費が安価で

水路では施工実績のないタイプの目地である。

あった。しかし施工実績が少なく，判断材料に欠

採用した 3 製品の特徴を次に示す。A 社の目

けた。そこで両社の製品とも，まずは試験的に施

地は，太陽光で硬化する止水シートを貼付するタ

工し，経過観察の中で破損等が見られなければ，

イプであり，粗度係数も小さく耐摩耗性に優れ，

次年度以降に正式採用を検討するという目的で平

人力運搬・人力施工が可能なため，施工ヤードが

成 22 年 11 月に試験施工を実施する運びとなった。

狭い場所での施工も可能という製品である。

試験施工は，県内の関係職員 10 名余りが見学

次に B 社の目地は，止水シートをプラスチッ

する中で行われた。仮設も含めてかかった工事費

クアンカーで固定するタイプであり，耐候性，耐

全額を B 社及び C 社に負担いただいた関係もあ

久性に優れるという製品である。

り，B 社及び C 社が独自に採用した仮設方法は

最後に C 社の目地であるが，エポキシ樹脂と

簡易的なものとなったため，完全なドライ状態で

変成シリコン材の混合材を目地隙間に充填し，さ

の施工が出来ず（2 社とも止水にはかなり苦労さ

らに表面を同材により被覆するタイプで，付着性

れていたようだ），やむを得ず可能な範囲での施

能が強く背面水圧にも強い特徴を持つ製品である。

工となった。

この 3 社のうち，概算工事費が比較的安価で全

それぞれの社が採用した止水の方法は施工区間

国的にも豊富な施工実績を持つ A 社を正式な補

全体を覆い止水する方法と施工個所を独立して止

修工法として採用し，38 箇所の目地補修工事を

水する方法を採用していた。結果として個別に止

実施した。また B 社については，施工実績はあ

水する方法がそれぞれの止水効率が良かったと思

るものの概算工事費が高価であったため，正式な

われる。

補修工事としては採用を見送り，まず試験施工と

今後のタイプが異なる 2 社の目地を施工の経

いう形で 3 箇所の目地補修を実施し，
経過観察後，

過観察しその違いがどのように出るか楽しみであ

結果が良好であれば次年度以降に採用を検討する

る。

こととした。C 社については B 社とは逆に概算
工事費は安価であったが施工実績が少なく判断材
料に欠けたため，B 社同様，試験施工という形を
とった。
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A 社施工状況
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て心配したが，
特に大きな問題もなく無事に完成した。

（5）目地補修の今後について
当該水路は 5 月より通水しており，9 月末に落
水する。現在は通水期間であるため状況を確認す
ることができないが，A 社，B 社，C 社それぞれ
の目地について，今後は，落水後に再び状況を確
認し，通水期と落水期を経た後の当該水路におけ
写真− 2
試験施工（上が
B 社，下が
C 社）
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る各社製品の有効性について検証していきたいと
考えている。
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（4）目地補修工事について

正式に採用した A 社の目地補修工事は，平成
23 年 2 月から 3 月にかけての施工となった。
A 社を採用した大きな理由は，施工性である。

（6）その他（ウィープホール機能付き目地
について）
余談であるが，試験施工の際に B 社担当者と
の間で，ウィープホールの機能を有した目地が作

先に述べたとおり，今回は地下水の流入に対する

れないかとの話になった。当該水路には，まだ補

止水対策が重要となっている。これらの対策を実

修が必要な劣化目地がたくさん残っている。中に

施した後の施工となるため，工期の関係からも，

は今回同様，地下水位が高い箇所もある。補修の

採用する工法は，完成までの時間が短く施工性に

際に劣化目地からの地下水の流入を止めると，逃

優れた製品でなければならなかった。A 社の目

げ場を失った地下水がどうなるのか。ウィープホ

地はこれらを満たし，さらに施工費用も安価であ
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ールから排水されれば良いが，目地の弱くなって

るため，採用することとなった。

いる部分からまた新たに流入する可能性がある。
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一番の心配材料であった流入に対する止水であ

それならば，現状のまま地下水を目地隙間から水

るが，前述の個別的止水工法を採用することで側

路内へ逃がしつつ，用水の背面への漏出だけを防

壁も底版も完全に乾燥状態にすることができ，ま

止すればよい，いわゆる逆転の発想から生まれた

た劣化した目地からの漏水も完全に止水すること

目地だ。この目地に関して B 社がさっそく試作

ができた。

品を作った。現在，水圧試験もクリアし，製品化

施工性の面からは，接着材や止水シートの硬化

に向けて順調に進んでいると聞いている。この目

に要する時間は気温により異なり，暖かい時期の

地に関しても，今年の秋から冬頃，当該水路にて

方がより早く硬化するため，最も寒い 2 月の施工

試験施工を実施する予定である。その効果等につ

となってしまったことで硬化に対する影響につい

いても今後検証していきたい。
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