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挙げられ，鋼管の弱点とされているが，とりわけ
C/S マクロセル腐食によるものが大半を占めてい
る（写真－ 2.1 ）。先年，現在国営施設機能保全

事業を実施中の笛吹川沿岸地区について既設管路
の現状を聴取する機会を得た。当地区は広瀬ダム
から取水し，起伏の多い地形の中でブドウや桃の
畑地灌漑のほか上水をも運ぶため，延長 100 km
近い幹線水路で鋼管（φ 1,800 mm ～φ 450 mm）
が採用されている。管水路の補修は 250 か所に及
ぶマクロセル腐食対策であるが，マクロセル腐食
の要因は，①コンクリート構造物の鉄筋と鋼管と
の溶接，②コンクリートと鋼管の付着を良くする
ため，鋼管の外面アスファルト塗覆装を剥ぎ取っ
たこと，③埋設時に重機類で外面被覆に多くの傷
をつけたこと，等が大半を占めることが判明した。
このように，昭和 50 年代までは技術的知見の不
足と施工管理の不適切さが要因で腐食を早めたと
考えられ，このような事例は南九州地域の大規模
畑地灌漑地区の鋼製パイプラインにも見られる事
象である。因みに，現在では鋼管の外面被覆がア
スファルトからポリウレタンやポリエチレン等の
プラスチック被覆に変わるとともに施工管理も厳
格になされるため，通常の現場条件であればマク
ロセル腐食の懸念は解消されている。1）
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1. はじめに

わが国初の鋼管の採用は農業用水路であり，
1891 年（明治 24 年）に兵庫県淡河川（おうご
がわ）疏水事業の御坂サイホン（現・東播用水，
φ 960 mm，英国：H.S . パーマー設計）で築造さ
れ，120 年以上を経た現在も供用されている。こ
のように鋼管は確実な施工管理さえ行えばゆうに
世紀を超えて機能を維持し得る資材である。農業
水利施設でもストックマネジメントの手法が導入
されて 10 数年を経た今では，各種の機能診断マ
ニュアルや手引書が整備されつつあるものの，よ
ほど専門的な知見がないと正確な機能診断ができ
ないことも事実である。

本稿では，既設鋼管路の現状とともに，近年お
問合わせの増えている鋼管路の診断方法や再生技
術の一端をご紹介したい。

2. 既設鋼管路の劣化と現状評価

2.1　性能低下の要因と変状

どの公共インフラでも「適切な維持管理」の重
要性が説かれるが，パイプラインは埋設構造物が
ゆえに現実的には 極めて困難を伴う。鋼管の性
能低下の要因は，①経年劣化（腐食による管厚減
少，貫通孔，錆こぶ），②環境条件の変化（交通
量等上載荷重の増加，地盤沈下，迷走電流）等で
あるが，主な変状としては内外面からの腐食と大
地震動等の外的要因による管体破損が挙げられる。

2.2　経年劣化の事例

鋼管類の性能低下の代表的な要因として腐食が

写真－ 2.1 マクロセル腐食（関東農政局 HP）
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2.3　熊本地震における障害

平成 28 年 4 月 14 日から 16 日にかけて熊本地
震（最大震度 7，M6.5，7.3）が発生し，その復旧，
復興はまだ途半ばである。その要因とされる布田
川断層帯から北側に近接して菊池台地用水地区が
展開している。当地区は竜門ダムを水源として延
長 95 km のパイプラインによって特産のスイカ，
メロンほか生鮮野菜団地に用水供給しているが，
急峻で起伏の多い受益地に高圧送水する。そのた
め，大半管路で鋼管（φ 2,100 mm ～φ 700 mm）
を採用しており，事業完了後 20 数年を経過して
いたが，当地域では最大震度 6 強を観測したにも
かかわらず，地区内のバルブ等数か所で漏水が見
られただけで，長大な鋼製パイプライン網に損傷
は見られなかった。

また，熊本市周辺での埋設鋼管路の被害は計
99 件確認されているが，耐震適合性のない管種
や耐震設計基準に適合しない設備であるねじ込み
継手 63 件，空気弁等の付属設備が 25 件，フラン
ジ継手が 7 件，伸縮可撓管等が 2 件と全体の 98
％を占めている。溶接接手の被害については 2 件
であり，その要因は腐食による性能低下であった。
この他，地震による外力が主因ではなく，経年劣
化による孔食が地震を契機に顕在化したと考えら
れる漏水事例が 6 件報告されており，昭和 50 年
以前に布設された古いタイプの管路被害が顕著と
なっている。2）

3. 鋼管の機能診断と補修

鋼管の診断方法としては，内面もしくは外面か
ら評価する方法がある。いずれの場合も，直接的

に目視で診断するか，間接的に診断する方法に分
けられる。

3.1　既存管路の診断

（1）鋼管内面
鋼管内面からの診断方法としては，人が管内

に入ることが可能な口径（φ 800 mm 程度）の
場合，目視等による管内面の腐食状況，腐食深
さ，塗膜の膨れや割れなどの性能低下状況を直
接的に診断する方法があり，管内に入ることが
不可能な口径の場合や，管内の水が排出できな
い場合は，管内テレビカメラ等による診断があ
る。

直接的に診断できる場合は，まず塗膜の劣化
状況を診断することとなるが，その手法とし
て，目視と膜厚検査がある。内面塗装の劣化要
因は主として水であり，鋼面と塗装の間に写真
－ 3.1 に示すような「ブリスター」と呼ばれる
水膨れが生じる。また，内面塗装の劣化進行状
況を図－ 3.2 に示す。

塗装鋼材は，健全期（①）を経た後劣化が始
まるが，その劣化はブリスターの発生及び接着
力の低下（②）に現れる。その後，このブリス
ターは成長し，またその面積も徐々に増大（③）
していくが，この間防食機能は維持され，鋼材
の腐食があったとしても極わずかである。さら
にブリスターが成長し限界を超えるとブリスタ
ーが破壊し，鋼材の腐食が始まる（④）。

水道用内面塗装鋼管の寿命をどの時点に設定
するかは種々考えがあるが，鋼管内部を流れる
水質 ( 赤水 ) を考慮して，ブリスターが破壊し

写真－ 2.2　豊潤橋（菊池台地）

写真－ 3.1　ブリスター状況

図－ 3.2　塗装鋼材の劣化進行図

	 ①健全期	 ②劣化開始	 ③劣化進行	 ④鋼材腐食開始
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鋼材の腐食が始まる（④）以前とし，余裕をみ
て劣化進行期間の中間地点（③）を寿命と想
定する。なお，劣化進行期間の中間地点（③）
をブリスター面積率 50 % としたが，これは湿
潤試験環境（湿度 100 %）では塗装の接着強度
2MPa を維持する点に相当する。

外観調査の段階で，前述に示すブリスター状
況の確認が不可欠となる。しかしながら，残寿
命を想定する際，このブリスターはいつ発生

（②）したかどうかが，重要となる。
また，内面塗装が何かしらの要因により剥が

れ，鋼面が露出し錆が発生している箇所につい
ては，孔食が懸念されるため，錆を除去後，写
真－ 3.3 に示すディプスゲージを使用し，孔食
深さの確認を行う。この孔食の深さについても
残寿命を推定する上で重要となるが，腐食速度
については過去のデータを参考にするか，既存
文献の値を参照されたい。3)

一方，他部が健全であり，一部のみ劣化が進ん
でいる場合は，経年劣化に加え，電食の可能性が
あるため，性能低下の要因についても診断する必
要がある。

なお，膜厚検査および管厚検査は，写真－ 3.4
に示す膜厚計および板厚計を使用する。

管内に人が入ることができない場合は，充水
状態で空気弁等からファイバースコープ等を挿
入して管内を観察する方法，管外面から X 線透

過写真等の撮影により通水断面積比を測定する
方法，あるいは管を切断して，その断面の閉塞
状況を確認する方法が挙げられる。これらの診
断方法を表－ 3.5 に示す。

表－ 3.5　鋼管内面診断方法の種類
診断方法 概要

管内面をファイバース
コープ等により観察す
る方法

内視鏡にて錆こぶの発生状況
（位置，大きさ）を調査する。
（写真－ 3.6）

管外面側から X 線等
により調査する方法

1）X 線による方法
管外面から X 線撮影を行い，

フィルム上の陰影から錆こぶ高
さを求めることによって通水断
面積比を計算する。（写真－ 3.7）
2）超音波厚さ計による方法

塗覆装部を取り除いた管外面
から超音波厚さ計を用いて錆こ
ぶ高さを求めることによって通
水断面積比を計算する。

管を切断して，直接確
認する方法

管の切断断面の錆こぶの発生状
況，腐食部の管厚を調査する。

（2）鋼管外面
鋼管外面の診断は，掘上管調査か地表面から

の塗覆装損傷調査の 2 つがある。掘上管調査は，
対象位置を掘削し，目視により管外面の腐食状
況，腐食深さ，塗覆装の状態を直接的に診断す
る方法となる。合わせて，管周辺の土質や湧水，
土壌抵抗率，pH，管対地電位等の環境調査も
行うことが可能である。（写真－ 3.8）

塗膜厚を測定後，既存塗膜を剥がし，超音波
厚さ計により管厚を測定する。内面と同様に，
孔食がある場合は，塗膜の劣化状況の確認が必

写真－ 3.3　ディプスゲージ

写真－ 3.4　超音波膜厚計と測定状況

写真－ 3.6　管内カメラ

写真－ 3.7　X 線による方法
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要となり，部分的な劣化であれば，電食の要因
についての調査を行う。さらに全体的に劣化が
見込まれる場合は，経年劣化と診断する。いず
れの場合においても，残寿命を考慮して対策を
検討する必要がある。旧被覆仕様であるアスフ
ァルト塗覆装は，現プラスチック被覆と比較し，
非常に水を吸収しやすく経年劣化している場合
が少なくない。そのため，地盤状況の確認とと
もに塗覆装の付着性試験等を行い，健全度の診
断を行う必要がある。

診断後は，対象箇所については熱収縮シート
を用いて防食をした後，埋め戻しを行う。なお，
塗覆装探傷調査方法については，次項にて詳細
を記述する。
 

3.2　鋼管部補修方法

鋼管内にて，前述の孔食が発生している場合，
管路として延命化が可能か，管路自体を新規に構
築するかに分かれる。管路全体的に孔食が見られ
る場合は，パイプ・イン・パイプ工法等の管路更
新を行う必要があるが，局部的な孔食の場合，そ
の範囲は限定的になることから，全体的な強度，
性能低下の度合いは比較的軽微となる。しかしな
がら，孔食部については，腐食が進行し管厚を超
えて漏水に至る恐れがあるため，孔食部について
は，深さに応じて鉄板補修，もしくは塗料による
塗装補修を行う必要がある。

腐食深さによる補修方法の区分けは，限界腐食
量から算出し決定する方法がある。下記に計算式
を示すが，一例として参考にされたい。

「限界腐食量」について
「水門鉄管技術基準」（電力土木技術協会）では，

次の①もしくは②の場合としている。
①胴局部の最大応力が材料の降伏点の 90 ％を

越える場合
②管胴の平均応力（内圧による円周方向の引張

応力）が材料の降伏点の 6 ％を越える場合
なお，①の最大応力は次式によるとしている。

σ max = 3/（1 + 2d）・σ

ここに，d=t'/t
σ max ：凹みの縁の最大応力（kN/m2）
　σ ：凹みのない場合の平均応力（kN/m2）
　t' ：凹みの部分の最小厚さ（mm）
　t ：鋼板の厚さ（mm）

補修状況を写真－ 3.9，写真－ 3.10 に示す

写真－ 3.9　補修状況（塗装）

写真－ 3.10　補修状況（鉄板）

3.3　付帯設備と構造物の取り合い部

近年の大型地震では，構造物との取り合い部に
おいて脱管や漏水被害が多くみられた。通常，こ
ういった構造物との取り合い部では，不同沈下の
ため伸縮可撓管を設置することがほとんどである

写真－ 3.8　管外面調査状況
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が，設計値以上の沈下や地震による地盤振動が生
じた場合，過去の地震に見られるような脱管被害
が生じる場合がある。さらに軟弱地盤等では，長
期間の供用により，許容値を超えた状態まで変位
が生じている場合がある。この場合は，使用時に
も漏水が懸念されるとともに，大地震が生じた場
合，送水機能停止の可能性もある。

これらの既設管の診断方法としては，掘上にて
外面から変位量を測定するか，もしくは，管内に
て変位量を測定する方法がある。診断結果により，
許容値を超えていることが確認された場合は，速
やかに適切な方法で布設替えを行う必要がある。

布設替えは，適切な性能を有した材料にて行う
こととなるが，弊社で開発を行った「大変位吸収
鋼管」が数多く採用されている。

この鋼管は，管路に予め設けた山形の部位（波
形管部）に曲げ変形を集中させることで，変形に
追随する。この波形部は，本管厚と同等であるた
め，変形後も漏水や脱管といった被害は生じない。
また，想定以上の変形が生じた場合でも，通水機
能が確保可能である。

写真－ 3.11 に泥炭地域に布設された揚水機場
での配管更新工事における大変位吸収鋼管の設
置事例を示す。本施設では，当初設計変形量を
300 mm として建設されたが，布設後 7 年の経過
で約 700 mm の沈下が調査により判明したため，
許容値を大きく超えていることが確認された。そ
こで，布設替えが検討されたが，今後も，見込ま
れる沈下に対応するため，大変位吸収鋼管が採用
されている。

写真－ 3.11　大変位吸収鋼管の設置状況

4. 鋼管外面の長寿命形防食仕様

鋼管は上述のように，内外面の塗覆装が健全で
あれば，長期間問題なく使用することが可能であ
る。しかしながら，これらの塗覆装，特に旧塗装
仕様の場合は経年劣化が生じ易いため，既存鋼管
路においては，適切に上述の診断を行う必要があ
る。

既設鋼管路の内外面塗覆装劣化箇所を適切に判
断し，再塗覆装を行うことで，リニューアルし管
路を延命化することでストックマネジメントに寄
与できると考える。

4.1　内外面塗覆装の現状

日本水道鋼管協会（WSP）では，2011 年に増
子東京大学名誉教授を委員長とする「水道鋼管長
寿命化研究委員会」（以下，「研究委員会」と称す）
を設け，水道用塗覆管の長寿命化（期待耐用年数
100 年）の調査・試験検討を実施してきた。その
結果，期待耐用年数 100 年に対応する水道用鋼管
の長寿命形内外面防食仕様が確立された。これら
の長寿命形防食仕様については，WSP 076-2012

「長寿命形水道鋼管用塗覆装材料・塗覆装方法」
として規格化された後，関連する日本水道協会

（JWWA）規格および日本工業規格（JIS）の改
正時に反映されている。
（1）鋼管内面の長寿命形防食仕様

表－ 4.1 に水道鋼管内面防食材の従来仕様と
長寿命形仕様の概要を示す。水道鋼管の内面
塗装用塗料としては，VOC（揮発性有機化合
物）削減の観点から，トルエンなどの有機溶剤
を原材料に含まない無溶剤形エポキシ樹脂塗料

（以下「無溶剤形塗料」と称す）が現在主に用
いられている。上記研究委員会においては，経
年劣化による塗膜の寿命をブリスター（ふく
れ）の発生状況で判定できるものと考え，促進
試験を行ったところ，期待耐用年数 100 年に
相当する塗装膜厚は，工場での機械吹き付け
塗装の場合 0.374 mm，現場での手塗り塗装の
場合 0.616 mm とそれぞれ推定された。長寿命
形内面塗装の仕様としては，これら推定結果
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に安全率 1.6 を考慮して，工場における機械塗
装では 0.6 mm 以上，現場での手塗り塗装では
1. 0 mm 以上と規定された。
表－ 4.1　鋼管内面防食材の規格（JIS G　3443-4）

項目 従来仕様 長寿命形仕様
防食材 無溶剤形エポキシ樹脂塗料

工場塗装厚さ
（mm） 0.50

＋規定なし 0.60
＋規定なし

現場手塗り
塗 装 厚 さ
（mm）

0.50
＋規定なし

（プライマー含む）
1.00

＋規定なし

（プライマー含む）

※表中の上付き，下付きは塗装厚さの上限，下限それぞ
れの許容範囲

（2）鋼管外面の長寿命形防食仕様
表－ 4.2 に水道鋼管外面防食材の従来仕様と

長寿命形仕様をそれぞれ示す。水道鋼管の外面
防食材であるプラスチック被覆（ポリウレタン
樹脂もしくはポリエチレン樹脂）は，環境遮断
性・電気絶縁性に優れ，長期に渡って優れた防
食性能を発揮する防食材料であり，被覆膜厚が
厚い（2 mm ～ 3 mm）ことが特徴である。研
究委員会において，防食材の酸化劣化・紫外線
劣化および酸素透過による鋼面の腐食を診断要
因として寿命推定を行ったところ，防食上必要
とされる膜厚に耐衝撃性を考慮して，期待耐用
年数 100 年に相当する被覆厚みが 1.5 mm 以上
と推定された。この結果を踏まえ，従来仕様（被
覆厚さ 2.0 mm 以上）でも長寿命形（期待耐用
年数 100 年）を満足するものであることが確認
され，長寿命形仕様は従来仕様と同じ仕様で規
定された。なお，2014 年の JIS 規格改正にお
いては，ISO 規格との整合性を考慮して，①プ
ルオフ付着強度，②耐衝撃性，③押し込み深さ，
④耐屈曲性，⑤耐陰極剥離性，⑥耐熱水浸せき
性の 6 項目について，塗装機毎に形式試験を実
施して被覆の性能を確認することが新たに盛り
込まれた。
表－ 4.2　鋼管外面防食材の規格（JIS G　3443-3）

項目 従来仕様 長寿命形仕様
防食材 プラスチック被覆

被覆厚さ
（mm）

Ⅰ形 2.0-0.5
＋規定なし 同左

Ⅱ形 3.0-0.5
＋規定なし 同左

※表中の上付き，下付きは塗装厚さの上限，下限それぞ
れの許容範囲

（3）長寿命形防食仕様の規格への反映
上記の結果は，WSP 076-2012「長寿命形水

道鋼管用塗覆装材料・塗覆装方法」として規格
化された後，関連する JWWA 規格および JIS
規格の改正に併せて反映されている。表－ 4.3
には，水道鋼管の長寿命形防食仕様が反映され
た関連規格をまとめる。

表－ 4.3　長寿命形防食仕様関連規格
規格番号 規格名称

JWWA K 151
（2014）

水道用ポリウレタン被覆方法

JWWA K 152
（2014）

水道用ポリエチレン被覆方法

JWWA K 153
（2014）

水道用ジョイントコート

JWWA K 157
（2013）

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗
装方法

JIS G 3443-3
（2014）

水輸送用塗覆装鋼管－第 3 部：長寿
命形外面プラスチック被覆

JIS G 3443-4
（2014）

水輸送用塗覆装鋼管－第 4 部：内面
エポキシ樹脂塗装

4.2　鋼管用小型内面塗装機

4.1（1）鋼管内面の長寿命形防食仕様に示した
ように，従来仕様，長寿命形仕様に関わらず，鋼
管の内面塗装には無溶剤形エポキシ樹脂塗料を適
用することとされる。この無溶剤形塗料は，主
剤と硬化剤の二液から構成され，混合後の塗料は
すぐに硬化するため，二液の混合は塗装を行う直
前に行わなければならない。また，無溶剤のため，
常温下では粘性度が高く，流動性が悪い。そのた
め，混合や吹き付けのためには予め 60 度程度ま
で加温し，流動性を高める必要がある。上記を理
由に，大型機械を持ち込めない現地管内面塗装部
の塗装については，ローラーやへらなどの手工具
で塗装を行うことを基本としている。

前述した現地における長寿命形仕様については，
従来仕様と比較して 2 倍以上の膜厚 1.0 mm 以上
を確保しなければならないことから，WSP では，
曲率のついた「くし形へら」や「ゴムへら」など
の特殊器具を開発し，これら特殊器具を用いた塗
装工法について WSP 075-2012「長寿命形水道鋼
管用無溶剤エポキシ樹脂塗料塗装方法（現場溶接
部の動力工具による下地処理と手塗り塗装）」に
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規定することで，長寿命形仕様の普及に寄与して
いる。

そこで，当社でも長寿命形仕様の普及を図ると
ともに，既設鋼管のリニューアル，延命化を加
速させるために鋼管用小型内面塗装機（特許第
5720746 号）を開発し，鋼管路の現地内面塗装に
適用してきた。
（1）鋼管用小型内面塗装機の概要

表－ 4.4 に各ユニットの外観と機能を示
す。小型内面塗装機は工場用の二液混合塗装機
の機能は従前のまま，機能毎に塗装機を 5 分
割した構造とした。いずれのユニットも，直
径 600 mm 未 満 × 高 さ 800 mm 未 満， 重 量
80 kg 以下で設計しているため，一般的な口径
600 mm の人孔からの搬出入（写真－ 4.5）お
よび 5 ユニット接続状態における 800 A 管内

（最大 90 度の曲管部を含む）のスムーズな移動
が可能である。

小型内面塗装機の構成のうち，No. 1，No. 3，
No. 4 の各ユニットが塗装作業に必要な機能
を担う。No. 4 ユニットに搭載された塗料は，

No. 3 ユニットのポンプにより主剤と硬化剤が
2：1 の割合で圧送され，No. 1 ユニットの先端
に設けられたスタティックミキサーで混合の直
後にスプレーガンから塗料が噴霧される。な
お，工場では塗料を湯煎により 60℃程度まで
加温した上で圧送・混合して使用するが，現場
では工場のような加温方法が採れないため，小
型内面塗装機にその機能を持たせた。すなわち，
No. 4 ユニットの塗料タンクの周囲に電熱線を
巻き，加温を行うとともに，No. 1 ユニットに
も加温機能を設け，加温した塗料を No. 4 ユニ
ットへ返送する循環機能を持たせた。この加温・
循環機能により，塗料の流動性と混和性を高め，
塗料塗布の作業性を向上させた。

（2）適用事例
実際に本機を N 市水道局・A 水管橋の塗装

塗替工事に適用したところ，所定の作業用人孔
（600 A）から管内へ搬入され，口径 1,350 A の
管内をスムーズに移動することができた（写真
－ 4.6）。また，スプレーガンによる吹き付け塗
装を行った結果，管内全面に均一な塗装が施さ
れており，ダレや流れ等の不具合が無いことを
確認した（写真－ 4.7）。さらに，電磁微厚計を
用いて，管軸方向 1 m 毎に，円周方向 4 箇所
の膜厚測定を行ったところ，1 回の施工で概ね
目標膜厚 1.0 mm 以上が確保されていることが
確認された。この結果を表－ 4.8 に示す。総内
面積 512 m2 に及ぶ管内全面塗替に，管内の手
塗り塗装を実施した場合，63 日間（当社算出）
かかると推定されたが，小型内面塗装機を適用
することで，検査を含め 7 日間と大幅な工期の
短縮を実現することができた。

表－ 4.4　各ユニットの外観と機能

ユニット № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

外観

機能 加湿・制御 洗浄 ポンプ 塗料タンク 塗料供給

写真－ 4.5　600 A 人孔からの搬入
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表－ 4.8　膜厚計測結果の一例
位置 （管軸方向　起点から）[ 膜厚：mm]

（円周） 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
0 h 1.5 1.4 1.5 1.6 2.0 2.0
3 h 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.3
6 h 1.6 1.2 1.3 1.4 1.3 1.6
9 h 1.4 1.0 1.1 1.2 1.2 1.4

この塗装機を使用した全面塗替の費用は全面
手塗塗装と比較すると，施工条件にもよるが，
施工期間が短いため 1 割～ 2 割程度のコストダ
ウンが見込まれる。さらに，非灌漑期の短期間
で十分施工可能，かつ，工場塗装と同等の品質
が確保可能なことから，多くの事業体より高い
評価をいただき，現在も多くの引き合いを頂い
ている。今後は，小型内面塗装機を更に活用し，
鋼管の長寿命形内面仕様の普及と，既設鋼管の
リフレッシュおよび延命化に寄与していきたい
と考えている。

4.3　自走型高感度塗覆装損傷検知システム

鋼管路の外面被覆は従来アスファルト塗覆装が
使用されていたが，平成 10 年頃よりプラスチッ
ク被覆が一般的に使用されている。現行仕様であ

写真－ 4.7　塗装完了後の状況

写真－ 4.6　管内での塗装機搬送状況

るプラスチック被覆であれば，長寿命形仕様でも
対応できるため特に問題はないが，従来使用され
ていたアスファルトの場合は経年劣化が懸念され，
健全性を診断しなければならない。アスファルト
塗覆装鋼管の損傷事例を写真－ 4.9 に示す。しか
しながら，埋設管路の場合，診断のために対象管
路の全てを開削し，外面被覆状況を確認すること
は非常に困難と言える。

写真－ 4.9　アスファルト塗覆装鋼管の損傷事例

写真－ 4.10　自走型 MS マイケル

そこで，当社では開削を行わず外面被覆状況
の診断が可能な「自走型高感度塗覆装損傷検知
システム（以下，自走型 MS マイケル）（写真－
4.10）」を有し，対応している。下記に当装置の
概要を紹介する。
（1）装置概要

自走型 MS マイケルは，塗覆装損傷診断シス
テムと自走型受信システムからなり，外面の塗
覆装の欠陥位置を地上から非開削で検出する。

図－ 4.11 のように発信器より埋設鋼管と地
中（GND）との間に電圧を印加し電気的な閉
回路を構成する。このような閉回路において，
埋設管の塗覆装損傷部には，集中して電流が流
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れ込むため，損傷部近傍の地表面に電位が生じ
る。本装置の前後（1.7 m 間隔）に 2 つの電極（誘
電性タイヤ）を取り付け，対象管路上を走行す
ることにより地表面電位差を連続計測し，塗覆
部の損傷位置を極めて精度よく検知することが
できる。装置には調査に必要とされる受信装置，
信号処理装置，センサ湿潤機構，記録装置，コ
ントローラのすべてを電動自走車に搭載してお
り，オペレータ 1 人で作業を行うことができる
上，随時処理された計測データが装置に搭載し
たモニタにリアルタイムの表示されるため，直
ちに損傷部位置を特定することができる。また，
田圃上や山間部のほか地上に障害物がある場合
は，受信装置を取り外し，可搬式で測定するこ
とも可能である。なお，通常の検知性能は，以
下のとおりである。

・日当たり調査延長：1 ～ 5 km
・探査深度　　　：　～ 7 m
・検出最小面積　 : 10 mm2 （ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆）

100 mm2 （ｱｽﾌｧﾙﾄ塗覆装）

（2）調査結果の診断とストマネ事業への適用
計測した塗覆装損傷個所について，独自の式

により推定損傷面積を算出し，その損傷面積を
診断基準のランク別に区分して診断する。（例
えば，A ランク：損傷面積 10,000 mm2 以上，
損傷の大きさ 100 mm × 100 mm，～　E ラン
ク：損傷面積 10 mm2 以下，損傷の大きさ 3.2  
mm × 3.2 mm 以下）

したがって，農業水利施設のストックマネジ
メントで用いられる健全度診断の S-1 ～ S-5 の

各ランク付けと損傷規模をリンクさせて，路線
毎に経年計測を行えば，各測点毎の劣化度の進
行や漏水危険個所の予測，ひいては路線全体の
補修，更新時期までを決定することが可能であ
る。ちなみに，自走型 MS マイケルによる鋼管
路診断の概算費用は一般的な条件下では数千円
/m 程度である。

5. むすびに

本稿では，鋼製パイプラインの機能診断手法お
よび再生技術について紹介させていただいた。昨
今の大規模地震の頻発の中で既存施設の耐震化と
併せて , 管路の長寿命化・延命化は喫緊の課題で
ある。

鋼管は，塗覆装が健全であれば錆びることなく
半永久的に使用可能であるため，適切な調査診断
を実施し，必要に応じた処置を行うことで，延命
化が可能となる。

本稿が今後の農業水利施設の計画的な整備推進
の一助になれば幸いであるる。
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図－ 4.11　自走型 MS マイケル


