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ストックマネジメント
中央の動き

農業水利施設の補修・補強工事に関する
マニュアル（パイプライン編）
（案）の策定について
農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長

1．はじめに
基幹的水利施設の相当数は戦後から高度成長期

佐々木

明徳

ラインの性能低下状況や当該分野の研究成果等を
踏まえ，長寿命化対策の方針検討や工法・材料の
選定，設計，施工管理等が適切に行われるよう，

にかけて整備されており，標準的な耐用年数を超

農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュア

過するなど老朽化が進行し，突発事故や施設の性

ル（パイプライン編）
（案）
（以下，
「本書」という。）

能低下が懸念されている。

として取りまとめたものである。

そのため，これまでの全面的な更新に代えて，
施設の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ
施設の性能低下の状況に応じた補修・補強等を行

2．検討経緯

うことにより，施設の長寿命化とライフサイクル

本書の策定については，平成 26 年度から学識

コストの低減を図る戦略的な保全管理の推進が必

経験者等を構成員とした「技術検討委員会」を設

要とされている。

置し，既設管の劣化実態や対策工事の実績等の情

戦略的な保全管理の推進のためには，ストック

報を収集するとともに，農業用パイプラインの長

マネジメントのプロセスの中で確認された施設の

寿命化対策工法に関する要求性能とその性能照査

性能低下状況や要求性能，使用環境条件等に応じ

の手法や工法選定の手法等について，専門的・総

て，適切な時期に補修や補強等の長寿命化対策を

合的に審議を行ってきたところである。また，検

実施し，低下した施設性能の回復又は向上を行い

討の際には，国営事業（務）所及び工法メーカー

施設の長寿命化を図ることが重要である。

等から技術資料やデータ等を提供して頂くととも

一方，
農業水利施設の長寿命化対策に係る工法・
材料については，他分野も含め多種多様な対策技
術（工法・材料）が開発されているところである。

に，査読を依頼し，意見を反映することに努めた。
以下，本書の構成と主要な内容について記載す
る。

農業用水を対象としたパイプラインにおいて
は，下水道分野の老朽化対策を目的として開発，
適用されてきた管路更生工法による補修，補強や
継手部の漏水対策が増えている状況にある。しか
し，農業用パイプラインは下水道施設と異なり，

3．本書の構成と主要な内容
（1）適用範囲
本書は，パイプラインの長寿命化対策のための

圧力管路であることやスタンド等点検口（マン

調査，設計，施工管理までの内容と，供用期間中

ホール及び監査枡）間の延長が長いこと，路線に

のモニタリングを包括しており，現場技術者が業

屈曲部や傾斜部が多いこと等の特徴がある。

務を行う上で，技術的に留意する点等を整理した

このような点を踏まえ，下水道分野等の関連技
術をそのまま適用するのではなく，農業用パイプ
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参考図書である。
なお，本書で取り上げた工法の中には，設計手
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●
法や長期耐久性について解明されていない課題を

セスにおける「農業水利施設の機能保全の手引き

残しているものもあるため，対策工法の適用に当

（パイプライン編）」（平成 28 年８月）と本書の関

たっては，本書に記載された留意事項等を参照し

係を（図－１）に示す。

つつ，調査，設計，施工管理及びモニタリングを
慎重に行う必要がある。

（2）対象工法

また，これらの課題については，引き続き，技

本書では，パイプラインの長寿命化対策工法に

術開発や研究の進展，モニタリング等を通じた技

ついて，補修，補強，改修を目的とする「管路更

術情報の蓄積を継続し，適宜，本書への反映を検

生工法」及び補修を目的とする「止水工法」とし

討していくこととしている。

て分類している。一般的な長寿命化対策工法と各

ストックマネジメントによる機能保全の各プロ

図－１

22

工法の特徴を（表－１）に示す。

本書と「農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」」（平成 28 年８月）との関連
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表－１

補修

各工法の特徴
鞘管工法
反転工法
形成工法
製管工法

管路更生工法

止水工法

●

パイプラインの一般的な長寿命化対策工法

工法名
補修
補強
改修

ストックマネジメント

・既設管内面から新たに管を構築し，管路の耐荷性や通水性等を
回復又は向上させる工法。
・下水道分野の技術として開発，実用化されたものが多いため，
適用に当たっては，圧力管路であること，単位施工距離が長い
こと，平面・縦断的な屈曲部が多いことといった農業用パイプ
ラインの特徴に留意する必要がある。

・継手からの漏水に対する応急対策として利用されている例が多
い。
止水バンド工法
・長期耐久性の検証が十分ではないため，長期にわたり使用する
際は，緩み等の状態確認を行う必要があることに留意する。

（3）長寿命化対策の検討のための調査・情報整理
長寿命化対策の設計や施工を検討するために

材料の選定を行うことが重要である。
2）対策工法の選定の基本的な考え方

は，既存資料に基づく「施設基本条件の整理」と

補修，補強，改修の各検討においては，施設

不足する情報を補うための現地調査による「現況

の性能低下をもたらした変状の要因を十分調査

施設の確認」が不可欠である。

し，これに適切に対応できる対策工法を選定す

「施設基本条件の整理」においては，農業水利
ストック情報データベースシステム等を活用し，

る。
また，対策工法の選定に当たっては，周辺環

施設諸元，過年度の機能診断調査データ，事故履

境への影響や対策後の維持管理のし易さにも配

歴及び補修履歴等を収集する。また，施設の運用

慮する必要がある。今後の予定供用期間が長い

状況について，施設管理者等への問診調査を行う。

施設については，採用可能な工法について経済

また，
適切な長寿命化対策の検討に当たっては，

性（仮設費を含む工事費，維持管理費等）を評

変状の発生要因や程度を踏まえた対策の要否判定

価し，施設のライフサイクルの面から経済性に

や工法選定，長寿命化対策が必要な範囲の確定が

優れた工法及び材料を選定することが望まし

重要である。このため，長寿命化対策の実施設計

く，必要に応じて水理計算や構造計算を行う。

段階において，「現状施設の確認」を行い，これ
らの確定に必要な項目について調査を実施する。

なお，管路更生工法は，その工法の性質上，
施設に発生している変状，施設の線形及び施工
条件など適用可能な条件が限定されるものがあ

（4）長寿命化対策の検討

る。

1）基本的事項
長寿命化対策の検討においては，施設の調査
結果に基づいて，パイプラインの水利用機能，

（5）鞘管工法
鞘管工法は，既設管内に強化プラスチック複合

水理機能，構造機能及び社会的機能の性能低下

管，ダクタイル鋳鉄管，鋼管，ポリエチレン管等

の状況を明らかにし，対策の要否を判断する。

を立坑から運搬して接合若しくは溶接，溶着，又

長寿命化対策の区分には，補修，補強，更新

は立坑内で接合して推進した後，既設管との間隙

があり，施設の性能低下状況（変状の発生要因

にエアモルタル等を充填して管路を構築する工法

や程度）に応じてこれらの中から適切な対策方

である。なお，やむを得ず充填を行わない場合に

針を選定することとなる。

は，現場状況により個別に検討する必要がある。

対策を必要とする場合は，対策により回復又
は向上が必要な施設性能に応じた適切な工法・
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本書における鞘管工法の適用範囲を（表－２）
示す。

23

●
表－２

本書における鞘管工法の適用範囲

適用項目

適 用 範 囲

・ 補 修【 ラ イ ニ ン グ 管 】
（ 水 密 性，
通水性及び耐久性の回復又は向
適 用 目 的
上）
・改修【自立管】
・全管種（石綿セメント管は，管を
既 設 管 種
除去できない場合にのみ適用）
・補修【ライニング管】
継手部の間隙，曲げ角度，ゴム輪
の劣化や脱落，溶接部の劣化／管
体の部分的な腐食（管厚減少，錆
こぶ）／管体内面の摩耗（水理機
能の低下）／モルタルライニング
対 象 変 状
の摩耗や剥離
・改修【自立管】
管体の変形やたわみ／管体のひび
割れや亀裂，鉄筋の腐食／カバー
コートモルタルの劣化や摩耗／
PC 鋼線の腐食や破断／管体の腐
食（管厚減少）
・口径 800 mm 未満は適用外とする
（入管せずに施工可能な場合はこ
の限りではない）
口径・延長
・単位施工延長は充填材の材料性状
に変化を生じさせずに，それを圧
送できる距離とする
・原則，滞水状態での施工は行わな
い
・原則，分岐部や屈曲部への適用性
施 工 条 件
は工法の個別性能による
・勾配（水平・鉛直方向）に対する
適用性は工法の個別性能による
補修【ライニング管】として使用す
る場合は，以下の条件を満たすこと
・既設管の耐荷力は健全であること
既設管の性能
・既設管（とう性管）のたわみ率は
低 下 状 態
５％以下とする
・ジョイント間隔は施工管理基準の
規格値の 1 . 5 倍を上限とする
・設計基準「パイプライン」の技術
地盤追従性
書「9 . 5 管体の縦断方向の設計」
を準用
耐

震

性

・設計基準「パイプライン」の技術
書「9 . 6 耐震設計」を準用

（6）反転・形成工法
反転・形成工法は，施工現場で更生材の反転や
引き込みを行い，加温又は光により硬化反応させ

材（管材）の口径を縮径等させた状態で，施工現
場で引き込みを行い，加温・加圧して拡径等を行
うことにより更生管を構築するものがある。前者
を現場硬化型更生工法，後者を密着管型更生工法
と呼ぶ。
現場硬化型更生工法は，更生材の挿入方法に反
転や引き込み（形成）が採用され，硬化方法では
蒸気や温水等の加熱によるものと紫外線等の光に
よるものに区分できる。密着管型更生工法は，引
き込みによるものだけであるが，更生材の延長に
限界があるものと，現場で融着等により必要な延
長を構築するものがある。
施工時の更生材の挿入方法と硬化・形成のタイ
プによる区分を（表－３）に示す。
表－３

挿入方法と硬化・形成タイプによる区分表

硬化・形
成タイプ

現場硬化型更生工法
熱硬化

密着管型
更生工法

光
硬化

熱
形成

連続
管

温水

シャ
ワー

蒸気

光

熱

常温

反転工法

○

○

○

○

－

－

形成工法

○

－

○

○

○

○

工

法

本書における反転・形成工法の適用範囲を（表
－４）に示す。
表－４

本書における反転・形成工法の適用範囲

適用項目

適 用 範 囲

適 用 目 的

・補修【ライニング管】（水密性，通
水性及び耐久性の回復又は向上）
・改修【自立管】

既 設 管 種

・全管種（石綿セメント管は，管を
除去できない場合にのみ適用）

・補修【ライニング管】
継手部の間隙，曲げ角度，ゴム輪
の劣化や脱落，溶接部の劣化／管
体の部分的な腐食（管厚減少，錆
こぶ）／管体内面の摩耗（水理機
能の低下）／モルタルライニング
対 象 変 状
の摩耗や剥離
・改修【自立管】
管体の変形やたわみ／管体のひび
割れや亀裂，鉄筋の腐食／カバー
コートモルタルの劣化や摩耗／ PC
鋼線の腐食や破断／管体の腐食（管
厚減少）

て更生管を構築するものと，工場で製造した更生
24
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補修【ライニング管】として使用す
る場合は，以下の条件を満たすこと
・既設管の耐荷力は健全であること
既設管の性
・既設管（とう性管）のたわみ率は
能低下状態
５％以下とする
・ジョイント間隔は施工管理基準の
規格値の 1 . 5 倍を上限とする
・長期の供用で地盤が安定し，上部
の土地利用が改変される等の荷重
地盤追従性
条件が変更となる予定のない施設
への適用を前提とする
耐

震

・耐震性を要する場合は個別に検討
性
を行う

●

また，既設管の変状部や端部処理を行っ

・口径 800 mm 未満は適用外とする
（入管せずに施工可能な場合はこの
限りではない）
口径・延長
・単位施工延長は充填材の材料性状
に変化を生じさせずに，それを圧
送できる距離とする
・屈曲部において更生管の背面に空
洞が発生したり，内面にシワが発
生したりする等して施設の耐久性
や力学的安全性に支障を来すおそ
れがある場合は，原則屈曲部へは
適用しない
・原則，更生管の穿孔を伴う分岐部
施 工 条 件
や空気弁，排泥弁等の接続箇所に
は適用しない
・原則，滞水状態での施工は行わな
い
・既設管の段差への適用は 30 mm ま
でとする
・勾配（水平・鉛直方向）に対する
適用範囲は工法の個別性能による

ストックマネジメント

た箇所，河川横断部のような縦断変化があ
る箇所がパイプラインのウィークポイント
となるため，ウィークポイントに重点を置
きモニタリングの定点を設定する。なお，
定点を継続して計測する必要があるため，
管内にマーキング等をしておくことが望ま
しい。
②

モニタリングの実施頻度は以下のとおり
としている。
ア．原則，対策工法の施工後 1 年及び 5 年
後に実施する。
イ．対策工法の施工後 2 年から 4 年後まで
は，1 年後の変状を勘案して頻度や調査
項目を決定する。
ウ．対策工法の施工後 6 年からは，原則 5
年に 1 回の頻度で実施するものとし，変
状の進行状況を考慮して頻度の見直しを
行う。

（8）参考資料
1）止水バンド工法
止水バンド工法は，継手部の変状により漏水
等が生じた箇所に，変状箇所が包含されるよう
弾力性のあるゴムスリーブ等を防食性に優れる
圧着用鋼材（ステンレス鋼板）を用いて拡径装
着し，部分的に止水補修する工法である。適用
については，継手部以外には既設管の性能低下

（7）長寿命化対策後の施設のモニタリング
1）モニタリングの目的

がなく，耐荷性，水密性ともに健全であること
が求められる。併せて，止水バンド工法は人力

対策工法のモニタリングは，対策工法の効果

による管内作業が必要であるため，作業員の安

が期待される期間中，備えるべき性能（要求性

全性を考慮し適用口径を 800 mm 以上とする。

能）を確認することを目的として実施するもの

また，止水バンド工法は，管路継手内に装着

とし，技術的かつ経済的に可能な範囲において

するため局部的な管内径の縮小を伴うことか

調査項目を設定し，継続して実施することが重

ら，連続して設置することにより損失水頭への

要である。

影響が大きくなる場合があり，水理的な検討が

2）モニタリングの手法

必要である。さらに，継手の凹み部を間詰めす

①

モニタリングでは，対策工法の機能を損

なう膨れ，断面積の減少，硬化不良，シワ，
剥離，漏水，変色等の異常箇所の有無を外
観確認する。
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るバックアップ材が必要な場合には，現場状況
に応じて個別に検討を行う。
なお，止水バンド工法については，既設管の
更新工事等に着手するまでの応急対策として利
25
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用されている例が多いが長期の耐久性の検証が

いるとは言えない状況にある。このため，現時

十分でないため，やむを得ず長期にわたり使用

点においては，鉄筋コンクリート管を適用の対

する場合にはモニタリングの際に管内で止水バ

象として，応急的に対処する場合や内水圧がか

ンドの緩み等の状態確認を入念に行う必要があ

からない場合の適用を検討する等，十分注意し

る。

て検討するものとしている。また，適用に当たっ

2）製管工法

ては，円管での水密性が確保されていること，

既設管内に表面部材となる硬質ポリ塩化ビニ

一体性の照査において既設管が本来有する強度

ル樹脂材やポリエチレン樹脂材等を嵌合又は接

と同等以上の強度を有すること，構造設計にお

合させながら製管し，製管された樹脂パイプと

いて地下水面（現場条件によっては地表面）ま

既設管の間隙にモルタル等を充填することで，

での水圧に対して安全であることなどを十分確

更生管を構築する工法である。

認する必要がある。

本工法は，平成 22 ～ 24 年度に官民連携新技
術開発事業で実施された「管路更生工法の性能
規定化における照査技術の開発」において，農
業用パイプラインに対する一連の性能照査にお

本書の記載事項は，現時点で得られている知見

ける試験方法及び基準値，設計手法の検討が行

を基に取りまとめたものであり，今後，多くの現

われている。また，下水道分野の建設技術審査

場で得られたデータに基づいた持続的な研究・開

証明において，継手部に引き抜きや曲げの変位

発の成果を得ながら，段階的に整備，充実を図る

を与えた状態で内水圧（0. 2 MPa 程度）を負

必要がある。よって，本書を案の段階から活用す

荷する試験を実施し，水密性を確認している工

ることにより，パイプラインの補修・補強技術の

法もある。

普及・定着を図る一方で，実証から得られるデー

しかしながら，内水圧がかかる農業用パイプ
ラインに対する安全性の検証は十分になされて
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タや材料及び対策工法に関する技術開発の進展を
的確に反映させたいと考えている。
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