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1．はじめに

　日本管路更生工法品質確保協会では，農業分野
の特性に応じた管路更生工法の品質確保と技術の
さらなる向上を図るべく，農林水産省が実施する
「官民連携新技術研究開発事業」（以下，「官民連
携事業」という。）の認定を受け，平成 22 ～ 24
年度にかけて工法横断的な試験を行い，性能規定
化や照査技術の開発を進めている。本事業は管路
更生工法に係る材料・工法の要求性能に応じて，
テーマ毎に各種実験・評価を実施しているが，本
報では，曲管部内面に形成される更生管シワの水
理特性について，水理実験及び基礎的検討を行っ
たので，研究成果の一部を報告したいと思う。

2．水理実験の概要

　管路更生工法のなかでも，熱や光で硬化する樹
脂を含浸させた円筒状ライナー材料を，既設管の
なかで硬化させることで管を構築する反転工法や
形成工法は，既設管路に屈曲や内周長の局部的な
減少等が存在する場合，更生管内面にシワが形成
されることがある。本実験では，これまで曲管部
内面シワによる流下能力への影響は把握されてい
なかったため，シワを模した実験管路による水理
実験を行い，シワの流況を観察するとともにシワ

損失係数を明らかにすることを目的としている。
　本実験で用いた模擬管路は，直径 300mmで平
面線形に 22.5°，45°，90°の多節屈折管を配置し，
実験時に流況観察ができるように多節屈折管は
透明アクリルで製作した（図－ 1）。実験流速は，
設計流速範囲と精度検証を考慮して，0. 3 m/s，
0. 8 m/s，1. 2 m/s，1. 6 m/s，2. 0 m/s を設定し，
また動水位は，ピエゾメーターによる曲管部の上
下流において測定を行った。なお，損失水頭デー
タは，シワによる損失の他に摩擦損失と屈曲部損
失を含むため，解析時にそれぞれの損失に分解し
て解析を行った。
　シワの実験条件は，各工法による横断的な施工
性実験の結果から得られたシワ高さとシワ間隔の
分布状況から類型化を行い，表－ 1に示すシワパ
ターンを設定した。なお，周方向に生じるシワ範
囲は，一般に曲管部内側の半周に生じるが，本実
験では水理特性の傾向把握を行うため全周シワも
設定している。

表－ 1　水理実験のシワパターン

シワ間隔
シワ高さ

分散 集中 密集
（100 mm）（50 mm） （25 mm）

全周 30 mm ○ ○
15 mm ○ ○

半周 30 mm ○ ○
15 mm ○ ○
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図－ 1　模擬管路概要図
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3．水理実験結果

　本実験によるシワ無しの多節屈折管の損失係数
は，90°曲管：fr＝0. 263，45°曲管：fr＝0. 109，
22. 5°曲管：fr＝0. 075 が得られ，既往実験の検
証結果とほぼ同等であり，実験施設が概ね妥当で
あると確認できた。曲管部の流況をみると，管底
及び管頂で内壁に沿って内周側に向かう流れ（二
次流）が卓越し，曲管通過時に流れが拡散してエ
ネルギーを損失している。ここにシワが形成され
ると，シワとシワの間に局所的な渦が卓越し，流
れの乱れがさらに顕著になりエネルギーの損失が
生じている。シワパターンと損失係数の関係性を
みてみると，シワ高さが高いほど，またシワ間隔
が分散するほど損失係数が大きくなる傾向が見ら
れた。具体的な係数としては，半周シワでシワ高：
30 mm（管径の 10％）・シワ間隔 100 mm（分散）
の損失係数の場合，90°曲管：fr＝約 1.5，45°
曲管：fr= 約 1. 0，22. 5°曲管：fr＝約 0. 5 となった。
　ここで，シワ損失係数を支配する主なパラメ
ータは，①シワ高 d（シワ高管径比 d/D），②曲
管角度 θ，③シワ間隔 s，④シワ周長ℓと考えられ，
本実験結果からシワ損失係数の一般化を検討し，
半周シワによる損失係数の概略推定式を式（1）
のように導いた。

fw＝ K・{ α・（d/D）2 ＋β・（d/D）} ……　（1）

s/D ＞ 50/300 のとき K＝
γ・（s/D）＋ δ
―――――――
γ・（50/300）＋ δ

s/D ＜ 50/300 のとき K＝
γ′・（s/D）＋ δ′
―――――――
γ′・（50/300）＋ δ′

ここに，
K：シワ間隔補正係数　α，β，γ，δ，γ′，δ′：定数
d/D：シワ高管径比　s/D：シワ間隔管径比
＊推定式の適用シワ条件：シワ高管径比
d/D≦ 0. 1　シワ間隔管径比 0. 083 ＜
s/D≦ 0. 333

4．おわりに

　本実験では，シワの主要なパラメータを抽出し

モデル化することで，曲管部内面シワの損失係数
の概略推定式を導き，通水性の設計照査に供する
基礎的情報を得ることができた。今後，関係官公
庁とのモニタリング工事等と協力しながら，シワ
パターンと損失特性の整理，解析を進めていきた
いと考えている。
　また官民連携事業では，設計標準値に対して製
造，施工のバラツキ（安全率），長期特性等を考
慮した更生管材料の技術情報の体系化と，施工シ
ステムに応じた施工管理・品質管理手法の整理が
進められている。日本管路更生工法品質確保協会
では，本事業を通じ，引き続き，設計・施工管理
における照査技術の最適化による工事等の品質向
上を目指して参りたい。

���� ������� 0.8m/s写真－ 1　シワ無し：流速 0.8 m/s

写真－2　半周シワ：流速0.8 m/s・シワ高15 mm・密集

写真－3　半周シワ：流速0.8 m/s・シワ高15 mm・集中

���� ������� 0.8m/s���� 15mm���

���� ������� 0.8m/s���� 15mm���



詳細の問い合わせは，　一般社団法人　農業土木事業協会　企画部へ
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平成 23 年度
農業水利施設機能総合診断士　合格発表

　一般社団法人　農業土木事業協会は，平成 23 年度農業水利施設機能総合診断士の認定試験の結果を

3月 1日発表しました。認定試験は，平成 23 年 11 月 28 日東京会場と京都会場で，択一式 30 問，記述

式 1問の出題で行われ，受験者は 254 名でした。診断士制度の試験委員会及び運営委員会の厳正な審査

を経て 68 名が合格されました。合格率は 26.8％でした。合格者の皆様大変おめでとうございます。

平成 23 年度の合否基準は，

　「択一式（配点 30 点）及び記述式（配点 30 点）の各々の得点が 50％以上，かつ択一式及び記述式の

合計得点が 60％以上」

と高い専門性が要求される基準でした。

　合格者は，農林水産省，独立行政法人，都道府県，都道府県土地改良事業団体連合会，コンサルタン

ツ等の技術者と広範に亘っています。

　農林水産省は，既設の農業水利施設に対するストックマネジメントの本格的な実施に対応するため，

同資格の積極的な活用を図るため，平成 20 年度からストックマネジメント・機能診断業務の実施の際，

総合評価落札方式，プロポーザル方式で技術者評価の加点対象になっております。

　協会では，農林水産省や都道府県が発注する農業水利施設に対するストックマネジメント・機能診断

業務に診断士の技術力の活用していただくため，登録者名簿を毎年 4月に公表し，発注機関へ配布して

おります。

　平成 24 年度は，講習会を東京会場（定員 120 名）で 9月末に開催する予定で，認定試験は東京会場

と京都会場で 11 月下旬に予定しています。講習会の受講資格は，技術士（農業部門　農業土木）の資

格保有者，農業土木技術管理士，及び農業農村整備事業の技術実務経験が 18 年以上です。応募要領等は，

出来次第配布することとしております。

　今年度講習され，残念ながら不合格になった方にも，受験の機会が設けられておりますので，ご応募

をお待ちしております。

　診断士の登録は 5年間有効で，平成 19 年度に合格された方の登録更新が平成 24 年 4 月よりスタート

しています。登録更新は，業務経験レポートと課題レポートの提出のみで更新でき，更新の対象者の負

担を軽減する制度を導入しています。




