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ストックマネジメント
地方の動き

補修・補強に関するマニュアル
「鋼矢板腐食対策編」( 仮称 ) を策定するに当たって
（前

北陸農政局農村振興部設計課 工事検査官
北陸農政局土地改良技術事務所 保全技術課長）
株式会社水倉組

1．はじめに
農林水産省では，既存の水利ストックを活かす
補修・補強工事に関する技術指針の迅速な整備や

佐藤

嘉康

小林

秀一

これらの現地実証試験の知見・データや民間開
発技術の収集等により【鋼矢板腐食対策編】のマ
ニュアルを平成 28 年度～ 29 年度の 2 ヵ年で作成
することを目標として現在検討を進めている。

技術支援等に対する各方面からの要請に応えてい

本稿で，マニュアル概要や検討事項を示して幅

く必要があることから「農業水利施設の補修・補

広くご意見を頂き，検討していきたいと考えてい

強工事に関するマニュアル」（以下，マニュアル

る。

とよぶ）の策定を進めてきた。
平成 25 年 10 月に【開水路補修編】（案）が策
定され，
【パイプライン編】（案）も平成 29 年 3
月に策定された。

2．実証試験の概要
ストックマネジメント技術高度化事業は，対策

農業用用排水路の護岸形式としては，水路側壁

工法の有効性や耐久性の検証など，必要となる技

と底版が構造的に一体となっているフルーム，壁

術を確立するために現地で実証試験を実施する事

体と底版が独立し，擁壁本体で土圧および水圧に

業であるが，我々はこの事業を適用して鋼矢板水

対して安定を保つ重力擁壁水路等がある。

路に対し腐食対策と倒伏・洗掘対策の 2 つの実証

しかし，これらの形式の水路は水路本体の重量
が重いことや水路幅が広い箇所には適さないこと
から軟弱地盤や水路幅が広い水路では矢板を用い
た矢板型水路が適用されてきた。
この矢板型水路も他の形式の水路と同様に経年
的な劣化が顕著に現れてきている。
特に鋼矢板が用いられた水路では，腐食により
矢板の構造性能に支障をきたしている。
このため鋼矢板水路の長寿命化対策の現地実証
試験をストックマネジメント技術高度化事業によ
り北海道開発局，東北農政局，北陸農政局で行わ
れてきた。
また，官民の密接な連携の下に進めることによ

試験を行うこととした。
腐食対策は，鋼矢板表面を塗装又はコンクリー
トで被覆して腐食を防止するものである。
倒伏・洗掘対策は，鋼矢板が前面に撓んでくる
ことを防ぐために水路内に L 型フリュームを設
置したり，河床の洗掘を防ぐ根固めを行うもので
ある。
対策工法は，（表－ 1，表－ 2，写真－ 1，図－
1）に示すとおり腐食対策 13 工法，倒伏対策 4 工
法が試験施工された。
現地で施工後，モニタリングを実施して異常等
の有無の確認を行い，有識者等で構成される第三
者委員会で評価を行った。

り，農業農村整備事業を一層効率的に推進するこ

各地域で実施された実証試験（モニタリング含

とを目的とした官民連携新技術研究開発事業によ

む）結果が，工種を担当する各農政局の土地改良

り，新技術開発の検討を行っている。

技術事務所に集約された。
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表－ 1

腐食対策で採用された工法一覧

施工年度

工

法

名

Ｈ 21，Ｈ 25

CV スプレー工法

Ｈ 21，Ｈ 25

鋼矢板超防食セラミックコーティング工法

Ｈ 22

ウレアウレタン吹付工法

Ｈ 23

エコガード工法

Ｈ 23

ノバルート SP 工法

3．技術検討委員会によるマニュアルの検討
マニュアルに記載する内容は，（図－ 2）に示
すとおりである。現況施設の状況や劣化のメカニ
ズムの解析，現場に適合する工法の選定方法，施
工時の施工概要・施工手順，完成時の品質・出来

ストパネ工法

形の評価，供用後のモニタリングのあり方等を記

Ｈ 25

ネプトライニング矢板補修工法

載する。

Ｈ 25

鋼矢板塗装（プールコート仕様）

Ｈ 25

防錆工法（無機系防錆保護材）

Ｈ 26

エコマックス

Ｈ 26

エポガードシステム

Ｈ 26

ミゼロン

Ｈ 27

ＲＣ－ 1

Ｈ 23，Ｈ 27

表－ 2

マニュアルを策定するに当たっては，技術検討
委員会及びワーキンググループを設置して（図－
3）に示す体制で検討を進めることとした。
以下に平成 28 年度に実施した技術検討委員会
及びワーキンググループの概要を示す。（表－ 3）

倒伏対策で採用された工法一覧

施工年度

工

法

Ｈ 21

Ｌ型フリューム工法

Ｈ 21

ＣＵＢＥ根固め工法

Ｈ 22

ＧＢユニット

Ｈ 22

フィルターユニット

名

図－ 2

写真－ 1

性能照査の枠組み

塗装・被覆工法

図－ 3
表－ 3
開

催

月

現地検討会

図－ 1
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コンクリート + パネル被覆工法

検討体制

平成 28 年度の検討経過
7月

9月

11 月 12 月

3月

●

技術検討委員会
ワーキング

1月

★
◆

◆

★
◆
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（1）技術検討委員会等の開催について
本委員会はマニアル（案）について審議が行わ
れる場であり，その委員構成は以下の 5 名とした
た。
新潟大学農学部

2名

石川県立大学生物資源環境学部

1名

国立研究開発法人

物質・材料研究機構

国立研究開発法人

農研機構

1名

1名

1）現地検討会及び検討方針会議

写真－ 3

技術検討委員会

3）技術検討委員会（第 2 回）

現地検討会は，新潟市内にある国営造成施設の

マニュアル（素案）で作成できた第 3 章から

排水路 3 路線で実施された対策工法を確認して頂

第 5 章のパネル被覆工法に関する内容の説明を

くことから始めた。
（写真－ 2）

行った。

最初に資料により施工の順序や工法の特徴及び

第3章

対策工法の概要

モニタリング結果を説明し，その後，既設の矢板

第4章

補修の要求性能及び材料・工法の品

の状況や対策工法の状況について目視で確認して
頂いた。

質規格と採用
第5章

補修工法の施工

検討方針会議は，技術検討会を始める前にマ
ニュアルの必要性を説明し，目次構成，検討課題， （2）ワーキンググループの開催について
スケジュール等を示して委員から意見を頂いた。

委員会とは別に，民間で開発された対策工法の
技術をマニュアルに反映させるためにワーキング
グループを編成した。
ワーキンググループは，工法別に塗装・被覆工
法及びパネル被覆工法の 2 グループに分けて行った。
工法の選定はストックマネジメント技術高度化
事業により現地実証試験を行った工法を優先的に
選定し，材料を開発したメーカーおよび施工を行
った業者とした。平成 28 年度は 3 回ワーキング

写真－ 2

現地検討会

2）技術検討委員会（第 1 回）
マニュアル（素案）で作成できた第 1 章から

グループを開催し検討を行った。
第１回

塗装・被覆工法

第２回

パネル被覆工法

第３回

パネル被覆工法

第 5 章の塗装・被覆工法に関する内容の説明を
行った。
第1章

総則

第2章

腐食の調査・診断と性能評価

第3章

対策工法の概要

第4章

補修の要求性能及び材料・工法の品
質規格と採用

第5章

補修工法の施工
写真－ 4
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4．鋼矢板を補修するに当たっての課題
（1）現状の鋼矢板の状況

（3）工法の選定について
委員から使い勝手のよいマニュアルとするため
に，腐食状態に応じた工法選定手法が示すことが

（写真－ 5）のとおり，現場では穴が開くまで

出来ないのかといった意見が出された。

腐食が進んでいる鋼矢板が数多く見られた。この

しかし，そのためには技術的に十分な裏づけが

ような状況が更に進めば，いずれ矢板が倒壊して

必要であり，現時点では不十分と判断し，今後，

排水路としての機能を果たさなくなり，そればか

現地での実証されたデータを蓄積して決めていく

りか，二次被害を起こす可能性すらある。

こととした。
このため今回は，（表－ 4）に示すような塗装・
被覆工法とパネル被覆工法の特徴を記載して，工
法の選定の参考となるものを示したいと考えてい
る。
表－ 4

塗装・被覆工法とパネル工法の比較

塗装 . 被覆工法
・メリット
対策工法の重量が軽い

写真－ 5

腐食が進み開孔した矢板

施工費が安価
･デメリット
セクションから水が出

（2）鋼矢板の設計厚さ

･メリット
セクションから多少の
水が出ていても施工は可
能。
効果が持続する期間は

ているような条件では， 40 年と持続期間が長い。

鋼矢板の設計では，設計基準に示されている腐
食代 2 mm を考慮することになっている。
しかし，時間の経過とともにこの腐食代以上に
腐食が進行して鋼矢板に穴が開くという状況に至

止水や水抜きが必要とな
る。
効果が持続する期間が
20 年程度と短い。
開孔した穴を塞ぐのに
鉄板等の溶接が必要とな

っている。
矢板の腐食は，腐食環境によって異なると言わ

り施工が面倒となる。

多少の穴が開いていて
も裏込めコンクリートで
塞ぐことが可能である。
素地調整のレベルが低
くても良い。
･デメリット
重量が重い，施工費が
高価

れている。
このため，マニュアルの第 2 章

パネル工法

腐食の調査・

診断と性能評価では，腐食環境別に気中部，干満

（4）期待耐用年数

帯，水中部，土中部，背面土中部の 5 つに区分し

補修工法という概念が農業水利施設で適用され

て，それぞれゾーン毎に環境および腐食に特徴を

てまだ歴史が浅いことから「補修材料・工法の耐

解説することとした。

用期間」は未だ実証により明らかにされていない。
したがって，マニュアルでは「耐用年数」という
用語は使用しないで，「補修材料・工法に期待さ
れる耐用期間」という用語を使用することとした。
期待耐用年数は，品質規格値から決められるも
のであるが，どのような品質規格が必要か，また，
その品質を照査するにはどのような方法があるか
を今後，検討しながら決めていく必要がある。
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れ板厚を測定して性能を照査する必要がある。

鋼矢板に塗装・被覆を行う際の前処理として行
う素地調整のランクが塗装・被覆の効果の持続期
間に影響する。
ランクが一番高い 1 種の素地調整で行えば，長
い期間効果は持続するが，素地調整の費用が嵩む
ことになる。
技術検討委員会で 1 種まで必要なのかという議
論がなされ，コストも考えて今後更に検討するこ
ととされた。
（6）対策時期の検討
鋼矢板に対する被覆防食工の実施時期は，機能
診断を行い得られた健全度評価から決められるこ

図－ 4

自立式のモーメント図

図－ 5

自立式のモーメント図

ととなる。
鋼矢板の機能診断を行うための「機能保全の手
引き」に示されている状態評価表では，鋼矢板の
腐食の程度，切梁・腹起こしの変状等により健全
度ランクの評価を行うことになっている。
健全度 S-3 は鋼矢板に開孔ありの状態とされて
おり，その段階で補修の対策工を行うことになっ
ているが，開孔した個所からの地下水の出水処理
のことを考えるとさらに早めの対策実施が必要で
はないかと議論されている。
（7）詳細調査による残存板厚の測定
土地改良事業計画設計基準「水路工」では鋼矢
板護岸は表裏あわせて 2 mm の腐食代を考慮す
ることになっている。
護岸の構造形式（自立式，切梁式など）によっ
て最大曲げモーメントの発生位置（最大応力度位
置）が異なる。
（図－ 4）は，自立式の鋼矢板の曲げモーメン
トと腐食個所を示している。
最大曲げモーメントの発生する位置は，地中部
であり，酸素が少ないことから腐食も進みにくい
環境である。
（図－ 5）は，切梁方式の場合であるが，干満
帯の腐食の著しい位置に最大曲げモーメントが発
生する可能性が大きいことから腐食が進んでいた
場合には，危険な状態になっていることが考えら
JAGREE 93. 2017・5
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板厚の測定状況
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5．官民連携新技術研究開発事業を活用し
た鋼矢板水路補修工法の開発
鋼矢板の腐食対策については，農林水産省が実
施する「官民連携新技術研究開発事業」の助成を
受けて開発されたコンクリートを被覆材とする無
機系被覆工法（ストパネ工法）について概説する。
（写真－ 7）に示すストパネ工法の特徴は，腐
食が顕在化した鋼矢板表面をコンクリートで被覆

写真－ 7

ストパネ工法の施工事例

することにより腐食因子である塩化物と酸素の供
給を遮断するとともに，酸性条件にある鋼矢板を
防食効果のあるアルカリ条件にして既存施設の長
期保全を実現するものである。コンクリートが他
の被覆材料と比べて安価であること，鋼矢板‐コ
ンクリート複合材による補強効果を期待できると
いう利点もある。工法開発において活用された官
民連携新技術研究開発事業は，農業農村整備事業
の低コスト化や課題解決に資する技術開発を行
政，民間企業および研究機関が密接に連携し推進
することを目的としている。本事業は，農業農村
整備に関する技術開発計画（5 カ年計画）に基づ
き技術開発を行う新技術研究開発と，特定の課題
について技術開発を行う新技術研究開発（特定課
題）の二つの研究課題に分けられる。平成 26 年
度の特定課題では「農業水利施設の長寿命化とラ
イフサイクルコスト（以下「LCC」と記す）の低
減を図るための適切な保全管理に資する技術」が
求められた。また，新潟県農地部と新潟大学農学

図－ 6

官民連携新技術研究開発事業の概要

部との官学連携により鋼矢板水路の腐食実態も明
らかになったことから 3），これらを踏まえ，民
間企業 4 社（藤村ヒューム管（株），（株）水倉組
ほか）で構成された新技術研究開発組合は，（独）

6．産学官連携による水理特性の検証 4）
プレキャストパネル（以下「PCa パネル」と

農研機構・農村工学研究部門，新潟大学農学部と

記す）を活用したコンクリート被覆による無機系

の産学官連携により，「プレキャストパネルを活

被覆工法は，耐候性や耐摩耗性などの長期耐久性

用したコンクリート被覆に基づく腐食鋼矢板水路

に優れ，鋼矢板の腐食による景観悪化に対する景

の迅速再生技術の開発」を実証的に行った（図－

観向上が図れる。その一方で，施工後は粗度係数

6）
。平成 26 年度から 3 ヶ年の事業期間で，施工

の低減による流速の上昇が予想され，河床が土砂

技術の高度化，施設診断手法の開発および品質の

である鋼矢板水路においては，河床洗掘が懸念さ

定量化に取り組んだが，以下に研究課題の 1 つで

れる。そこで，新潟県内で供用される鋼矢板水路

ある水理特性試験による品質の定量化について詳

で最も一般的な断面寸法を，調査により算出（幅

述する。

4 . 0 m ×高さ 2 . 0 m）し，この 1/5 スケールの水
路をモデル化し，水理特性試験を行った。試験は，
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施工前後の流速の比較を行う流下能力試験と，河

が不可欠である。産学官連携では，官による地域

床土砂の状況を確認する土砂掃流性試験を実施し

ニーズの同定，産による技術開発，そして学によ

た。

る学術的サポートなど，産学官の役割分担を明確

流下能力試験の結果，同一流量での流下能力

化することにより，ニーズに合った公共性のある

は，施工後の合成粗度係数の低減と流速の向上が

新技術の確立が可能となる。本事例は地域の民間

確認された（表－ 5）。施工後の粗度係数の低減は， 企業が大学・研究機関および行政機関と連携する
水路の平滑化によるものと推察され，水路断面が

ことにより地域特有の技術課題を解決した一つの

減少しても流下能力は同等であることが確認され

ケーススタディーであり，農業生産基盤の持続的

た。

保全管理における産学官連携の有効性に関する示
表－ 5
3

流量（m /s）
合成粗度係数

流速（m/s）

水深（m）

唆を有する研究開発事例であると考えられる。

水理試験結果
0.02

0.04

0.06

施工前

0.0346

0.0195

0.0142

術研究開発事業の研究成果をマニュアルに反映で

施工後

0.0271

0.0126

0.0103

きるように検討を進めていきたいと考えている。

施工前

0.078

0.142

0.200

施工後

0.088

0.162

0.227

施工前

0.324

0.353

0.377

施工後

0.317

0.345

0.369

土砂掃流性の確認試験は，模型水路の渠底にけ

平成 28 年度に取りまとめられた官民連携新技

表－ 6
項

土砂掃流性試験結果

目

けい砂の敷設量（kg）
けい砂の流下量（kg）
比

率

施工前

施工後

912

821

63

22

6.9%

2.7%

い砂 5 号を敷き詰め，流水後のけい砂の流出量を
確認した。その結果，施工後でけい砂の流出量の
低減が確認された（表－ 6）。施工前は，鋼矢板
の凹凸形状による水流の乱れを起因とする砂の巻
上げ流出が見られたのに対して，施工後は護岸の
平滑化による整流化によって巻上げ流出が抑制さ
れたと推察される（図－ 7）。
PCa パネル被覆後の水理特性は，粗度係数の

図－ 7

土砂掃流性試験の砂紋分布

低減によって流下能力を維持し，通水断面の減少
程度では影響を受けないことが確認された。また，
護岸の平滑化に伴う整流化により渠底土砂の流出

7．マニュアル策定に当たっての心がけ

低減が確認され，土砂堆積での環境改善効果が示

マニュアルの策定をする中で，いくつか課題に

唆された。鋼矢板水路の本来機能は，水利施設と

ぶち当たることがある。この際に既に策定されて

しての通水性能の確保であるが，開発工法により

いる「開水路編」の技術検討委員会の資料を参考

既存施設を積極的に補修することで，施設の長寿

にしたりして課題の解決を行っているが，この他

命化による LCC の低減と水理性能の向上を同時

に特に心の拠り所となったのが，関東農政局土地

に実現できることが明らかとなった。

改良技術事務所の技術調整官が書かれたマニュア

長期供用に伴い腐食の顕在化した鋼矢板水路

ルの作成について（補修・補強工事に関するマニ

は，突発的な事故の発生確率が高まり，農業だけ

ュアル【開水路補修編】（案）の経験から）の報

でなく周辺環境にも多大な影響を及ぼす危険性が

文である。この報文の中の「マニュアル策定に当

ある。膨大なストックを有する鋼矢板の腐食問題

たっての心がけ」を以下のとおり紹介します。

解決には，産学官の密接な連携による技術の確立
JAGREE 93. 2017・5

マニュアルを策定するという作業とは技術の標
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●
準化を行うことである。本マニュアルでは「求め
られる性能」とその性能を担保する品質（規格値）

8．おわりに

及び照査試験等の手法の対応と整合を旨に策定作

筆者は，4 月の人事異動によりマニュアル策定

業を行った。ストックマネジメントに係る技術の

の担当から離れることになりますが，出来たとこ

ような開発途上にある技術の標準化には，既に普

ろからマニュアルに示して，わからないところは

及した技術と異なる注意が必要である。工法や材

次回の改定までに整理していく方向でマニュアル

料の開発が先を競って行われている，あるいは

策定の作業を進めて頂きたいと思います。

試行錯誤で行われている状況にあっては，「標準」
や「規格」という一定範囲に収斂するとは限らな

最後に平成 28 年度の技術検討委員会に参加し
て頂いた方々に深く感謝を申し上げます。

いからである。
マニュアル等を検討する場合には，以下のよう
なことについて留意する必要があると考えてい
る。
１）マニュアルは技術図書であるから，技術的
なこだわりを持つことは当然必要であるが，
試験研究ではないので度を越したこだわりは
無用であり，あるレベルでの割り切り，判断
が求められる。
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