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パイプ（ダグタイル鉄管）分野
─持続可能な農業を支える強靭なパイプラインの
構築を目指して─
株式会社クボタ

パイプインフラ事業部
井谷

１．農業用パイプラインが抱える課題

昌功

の長寿命化を図り，維持管理や将来の更新費用

農業水利施設は安定的な食料供給基盤を支え

などのライフサイクルコストを節減する対応が

る重要な社会資本ストックを形成しているが，

強く求められている。また，近年頻発する地震

その相当数は戦後の食料増産や高度経済成長の

や豪雨などの自然災害にも耐える強靭なパイプ

時代に急速に整備が進められてきたため，近年

ラインの構築も望まれているところである。

では標準的な耐用年数を経過した施設割合が増
加傾向にある。食料・農業・農村白書によると，
標準耐用年数を経過している基幹的農業水利施
設は再建設費ベースで５兆円（全体の 26％）
，
今後 10 年のうちに超過する施設を加えると 7.8

（１）ALW 形ダクタイル鉄管
国営造成パイプラインの総延長の約 1/2 はダ
クタイル鉄管が占める２）。これは，管体強度が

進行とともにこれらの施設の適切な更新や機能

大きく内外圧に対して安全性が高い，供用開始

保全が大きな課題となっている。

後の突発的な事故が少ない，事故発生時に周辺

農業水利施設の老朽化は施設の破損や漏水

へ与える影響が小さいなどダクタイル鉄管の強

等の突発的な事故として顕在化するが，パイ

靭性や安全性を評価いただいた結果と考える。

プラインにおける事故件数は農業水利施設全

しかし，厳しい条件にも幅広く適用可能な製品

体の約６割を占め，その割合は年々高まって

であるが故，従来，樹脂系管材並みには管材費

２）

きている 。パイプラインの多くは地下に埋設

を低減できないことが課題とされてきた。突発

されるため，日常的に劣化の進行状況を把握す

的な事故を経験した地域からは，強靭なダクタ

ることは困難であり，突発的な事故への対応に

イル鉄管に対する大きなご期待を頂戴するが，

苦慮していると言わざるを得ない状況にある。

初期建設費用が他管種と比べて割高となり，採

突発的な事故が発生した場合，総じて被害や

用を断念されるケースがあったことも事実で

影響が大きく，復旧には多くの手間や費用が必

ある。

要となる。しかし，昨今では，農業就業者の高

このような状況を打開する製品として，2015

齢化や人口減少の本格化があり，事故対応力の

（平成 27）年，
（一社）日本ダクタイル鉄管協

低下が懸念されている。このため，今後，新規

会の規格として「JDPA G 1053 ALW 形ダクタ

建設や更新整備されるパイプラインには，事故

イル鋳鉄管」が制定された。従来と同様にダク

発生リスクの抑制を従来以上に重視しつつ施設

タイル鉄管が有する長期的な安全性は維持した
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動向

にものぼり，老朽化の

兆円（全体の 40％）

１）

２．ダクタイル鉄管およびバルブに関する技術
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耐震工法」が実施された。これにより，異形
管部や構造物際に鎖構造継手を部分的に適用
（図２）することの有効性が確認され，その適
用範囲や設計手法などが明確にされている。本
工法を用いることにより，大規模災害発生時の
被害軽減ならびに復旧費用の低減などの効果が
期待される。
図１

ALW 形ダクタイル鉄管の試験状況

まま，設計水圧をダクタイル鉄管としては低圧

耐震化範囲
（鎖構造継手）

通常時のスラスト対策
（剛構造継手）
曲管変位δ

な 1.0MPa 以下に制限するなどして管材費を従

耐震化範囲
（鎖構造継手）

来よりも安価とし，更に管内面にエポキシ樹脂
系の新たな塗装を採用することで流速係数（C
値）を向上するなどの工夫も施している。これ
までに順次口径範囲を拡大してきており，2017
（平成 29）年の規格改定により，呼び径 300 ～
1500 が規定された。

離脱・漏水しない
離脱・漏水しない
（異種）継ぎ輪
直線管路（T形，ALW形，FRPM，PVCなど）

図２

管路屈曲部の耐震工法４）

二期事業などでの既存パイプラインの再構築

現在，樹脂系管材と同等以下の建設費用で長

にあたっては，長期安全性やライフサイクルコ

期的に安心・安全なパイプラインを構築できる

ストの視点に加え，大規模災害にも負けない強

などの理由から，その採用は全国ベースで急速

靭性の確保が必須と思われる。新設管路だけで

に拡大している。現状をみると標準耐用年数を

なく既設管路の部分的な改修にも適用可能な本

超過した多くの既設パイプラインは未だ手つか

工法の普及促進が望まれる。

ずの状態にあることから，今後のパイプライン
の再構築にあたっては ALW 形ダクタイル鉄管
のように長期安全性と低コストの両立が可能な
管材料が不可欠であると考える。

（３）バタフライ弁
バタフライ弁には，一般的にフランジ継手が
採用されてきた。しかし，フランジ継手は大規
模地震などにより外力が作用した際，漏水する

（２）管路屈曲部の耐震工法

可能性が高いことが知られており，パイプライ

継手を有するパイプラインでは，大規模災害

ンの弱点となりやすい。また，維持管理負担や

などで地盤変状が生じた際に異形管や構造物の

事業費の節減などの観点から，設置スペースの

近傍が弱点になると言われてきた。現在の設計

小型化やメンテナンスフリー化も求められるよ

基準「パイプライン」には，その対策として，

うになってきた。

伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を有する
鎖構造継手管路の採用

３）

が記載されているが，

その適用条件などについては具体的に示されて
いない。
このような中，2013 ～ 2015（平成 25 ～ 27）

このような背景から，2000（平成 12）年に
弁室の設置が不要で埋設可能なバタフライ弁
（図３）が製品化された。本製品は，従来のフ
ランジ継手にかえて，ダクタイル鉄管で培われ
た離脱防止機構を備えた継手を採用しており，

年度の官民連携新技術研究開発事業において

大規模災害発生時に外力が加わった場合でも継

「液状化地盤におけるパイプラインの耐震化向

手の性能維持が可能である。操作機についても

上技術に関する研究開発（副題）管路屈曲部の

構成部品の材料や外面塗装の仕様を見直し，埋
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図３

埋設可能なバタフライ弁

図４

急速空気弁の被害部品

設に耐えうる構造としている。また，メンテナ

付けられている。
地震発生時の被害軽減のため，

ンスの回数を減らすため，金属シートやゴム

上記の対策を施した新たな空気弁の早期普及が

シートのような内部部品の材料を改良すること

望まれる。

で，長寿命化を図っている。さらに，弁体に充
水機能を付加した製品では，バイパス弁を使用

３．今後の展望

せず安全に充水作業を行うことができ，設置ス

農林水産省では，
2019
（令和元）
年度に「スマー

ペースの低減を図ることが可能となっている。

ト農業実証プロジェクト」が開始されるなど，
AI や IoT などの先端技術を有効利用して省力

（４）急速空気弁
東日本大震災などの大規模地震では急速空気

業」への取り組みが進められている。弊社では

弁での被害が多発したが，その主たる被害は，

水管理分野に着目し，クラウドを利用して低コ

フロート弁体，フロート弁体案内，遊動弁体等

ストで施設の監視・制御を行うクボタスマート

の内部部品の破損（図４）であった。この原因

インフラストラクチャシステム（KSIS）を開

は地震により管内の流量が急激に変動し，空気

発した。現在は AI による設備診断などの研究

弁内に閉じ込められた空気が瞬時に圧縮され，

開発も進めており，順次サービスを展開してい

衝撃的な圧力が発生したためと推定されてい

く予定である。

る。現在では，衝撃的な圧力にも耐えられる

KSIS を用いれば広範囲にわたる農業水利施

ように下記の対策を施した製品に改良されて

設をリアルタイムに監視しながら，遠隔で容易

いる。

に制御することが可能となる。農作物の育成に

a）中空構造のフロート弁体を使用しない構
造

ことで，将来的には高品質で高収量な作物生産
の一助とすることも想定される。遠隔で流量監

c）フ ロート弁体案内の厚さまたは使用材料

視ができるため，豪雨時に田んぼダム活用によ

d）瞬間的な内部圧力上昇を緩和するような
構造・寸法の変更
一方，過去に建設されたパイプラインには，
現在も従来型の急速空気弁が未対策のまま取り
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必要な水量や水温などのデータを蓄積していく

b）フロート弁体案内を弁箱で受ける構造
の変更
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化を図りながら高品質生産を行う「スマート農

る災害防止対策に活用することも可能となる。
また，遠隔自動給排水装置を導入したほ場
水管理システムの「WATARAS」も実用化さ
れている。これは研究開発国家プロジェクト
「戦略的イノベーション創造プログラム」（略称
185
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SIP）の「次世代農林水産業創造技術」のひと

などに対応し，製品・プラント機器単体からシ

つとして，農業・食品産業技術総合研究機構が

ステム・アフターサービスまでを含めたトータ

中心となって開発した技術をもとに弊社グルー

ルソリューションサービスの提供などに取り組

プの株式会社クボタケミックスが製品化したシ

んでいく所存である。これらの活動を通じて，

ステムである。水管理をスマートフォンやパソ

我が国の農業の持続的な発展に寄与できたら幸

コンでモニタリングしながら，遠隔操作または

甚である。

自動制御することで，水管理作業の省力化・効
率化や水位制御による品質向上などの効果が期
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