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パイプ
（強化プラスチック複合管）分野
－強プラ管の新規格制定に向けた最新動向－

強化プラスチック複合管協会

技術委員

農水小委員会
間宮

１．はじめに
強化プラスチック複合管
（Fiberglass Reinforced
Plastic Mortar Pipes）は，ガラス繊維強化プ

聡

日本産業規格）JIS A 5350「強化プラスチック
複合管」も制定され，農業用水のパイプライン
化の進展に伴って，広く普及してきた。

ラ ス チ ッ ク（FRP） と 樹 脂 モ ル タ ル（Resin

本稿では，基床材への転石混入等により，管

Mortar）とを複合した管で，略称をその頭文

体に点荷重作用時に対する安全性を高めた強プ

字をとり FRPM 管といい，
一般には「強プラ管」

ラ管（協会規格：FRPM

の愛称で呼ばれている。管の内外層には，引張

50 年も安心して御使用いただくために，長期

り強度の高いガラス繊維強化層（以下，FRP

強度を考慮することで供用期間内の品質を保証

層という）を配置し，その中間層には曲げ剛性

する強プラ管（協会規格：FRPM

を高めるための樹脂モルタル層（以下，中間層

刊予定）を紹介する。

T-003）と，今後の

K-111A 発

という）を設けたサンドイッチ構造となってい
２．軸 方向強度を強化した強プラ管協会規格

る。
強プラ管は，1970（昭和 45）年に生産販売
されて以来 50 年間，その優れた水密性・耐食

2.1

強プラ管の種類と設計の考え方

性・施工性・強度・耐震性等の多くの特長によ

強プラ管は製造方法の違いにより，FW 管と

り，農業用水を始め，下水道，工場排水，海水

CC 管の２種類がある。FW 管は，フィラメン

導入，トンネル内配管など広範囲に使用されて

トワインディング（FW：Filament Winding）

きた実積がある。

成 形 と 呼 ば れ， ガ ラ ス の 長 繊 維 を 芯 金 に 巻

内圧管については，1971（昭和 46）年に農

き付ける方法により製造される。一方 CC 管

林水産省農業土木試験場（現：国立研究開発法

は，ガラスの短繊維と樹脂，骨材等を高速回

人 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学

転の遠心力で成形する遠心力（CC: Centrifugal

研究部門）において行われた各種試験の結果，

Casting）成形と呼ばれる方法により製造され

その特性が高く評価され，1977（昭和 52）年

る。FW 管は長繊維ガラスで強度を発揮する一

には「農林水産省土地改良事業計画設計基準

方，CC 管の強度は短繊維ガラスと樹脂の接着

設計

水路工（その２）パイプライン」（現：

力に依存しておりガラス繊維の引張強度が最大

農林水産省土地改良事業計画設計基準及び運

限に発揮されないという課題があったが現在は

用・解説

設計「パイプライン」
）に採用された。

生産されていない。FW 管は強化プラスチック

さらに 1984
（昭和 59）
年には，
日本工業規格
（現：

複合管協会（以降：強プラ管協会）の会員企業
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２社（株式会社栗本鐵工所，積水化学工業株式
会社）により製造されている。
近年，インフラ施設には想定外の事柄は生起
し得るという前提のもとに強靭性を有すること
が求められている。農業用パイプラインの設計
においては，断面方向の検討を行い土圧や水圧
に対して必要な強度を有するパイプ断面とす

図１

異物による管の局所変形

る。一方，軸方向強度に関して，従来は埋戻し
材料として均一な土質材料を使用して転圧すれ
ば，土圧や反力が管体のどの部分でも均一に発
生するため軸方向曲げモーメントは発生しない
か非常に小さいので検討しないとの考え方で
あった。しかし，初期に施工されたパイプライ
ンでは，管底への仮設材放置や転石混入により
土圧や反力が均一に作用しない状況が発生して

図2

軸方向強化 FRPM 管の断面構造例

漏水に至るケースもあった。近年は施工管理が
改善され，2006（平成 18）年以降に施工され

2.3

性能確認試験

た FW 管による漏水事故の報告は少ない。し

１）軸方向三点曲げ試験

かし，近年の社会要請を踏まえ，想定外の状

軸方向強度の向上を確認する試験として，軸

況に備えたリスク低減策として，2018（平成

方向三点曲げ試験を実施した。試験方法を図３

30）年に基礎材への転石や木材の異物混入を想

に示す。従来品及び強化品から切り出した試験

定した管体強化に取り組み，強プラ管協会規格

片に対して，管内面側を下向きに設置し上面か

「FRPM T-003-2018：強化プラスチック複合管内

ら載荷し，曲げ強さの比較を行った。口径毎の

圧管の軸方向三点曲げ強さとその試験方法」の
制定を行った。

試験結果を図４に示す。
試験結果より，軸方向三点曲げ強さは従来品
に対して概ね 1.5 倍～２倍に向上することが確

2.2

強プラ管の性能向上

認できた。

今回想定した異物混入の状況を図１に示す。
基礎材に転石等の異物が存在する場合，管体に
は異物との接触部分で応力集中による局所変形
が発生する。管は周軸方向に曲げ変形を受ける
が，強プラ管は周方向を強化した設計になって
おり，局所変形を受けた際には軸方向強度が不

図3

軸方向三点曲げ試験方法

図4

軸方向三点曲げ試験結果

足する。
そこで今回，対策として図２に示すように軸
方向 FRP 層を追加した。この対策により，軸
方向強度の向上に加え，破損初期の内面 FRP
層の断裂を防ぎ，管内からの溢水による管底管
側の基礎材の緩みや流亡による管偏平の進行さ
らに管破損の進行を防止する効果が発生する。
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２）異物外圧試験

なお，今回の新規格制定は想定外の事態に備

実際の異物に対する抵抗性を確認する試験と
して，JIS A 5350 に準拠した外圧試験に土中

えた安全性確保策であり，埋め戻し土への異物
の混入を認めるものではない。

で異物接触の要素を組み込んだ異物外圧試験を
実施した。図５に示すように従来品及び強化品
の供試管（呼び径 500

長さ 300mm）の管底

に異物を接触させ，周囲を木枠にて拘束した状

３．長 期 強 度 を 考 慮 し た 強 プ ラ 管 協 会 規 格
「FRPM K-111A」制定へ向けた取り組み
3.1

背景

態で荷重を加え，破壊荷重及び内面 FRP 層の

農林水産省の土地改良事業計画設計基準及び

亀裂有無を確認した。内面 FRP 層の状況を図

運用・解説 設計「パイプライン」の設計手法は，

６に示す。

管製造直後の短期性能に一定の安全率を考慮し
た許容構造設計であるため，供用期間内で確保
されている部材強度の低下を定量的に評価出来
ない課題があった。そこで，今後 50 年に及ぶ
供用期間内の品質を保証する管材が必要とされ
図5

試験方法模式図

るなか，長期強度を考慮した強プラ管の設計，
製品開発および現地埋設時における性能評価を
行い，規格制定（FRPM

K-111A）に取り組

むこととした。
3.2
図6

管内面状況（左：従来品 右：強化品）

長期強度と短期強度

管体の長期性能評価手法として，ISO10471

試験結果より，破壊荷重は従来品より 20％

（GPR 管湿潤条件下における管の長期極限曲げ

以上向上していることが確認できた。更に，従

ひずみと長期極限変位の求め方）及び ISO7509

来品では破壊発生時に内面 FRP 層の亀裂が確

（GPR 管内圧保持による破壊に至る時間の求め

認されたが，
強化品では確認されなかった。
従っ

方）規格に準拠した長期極限曲げ歪み並びに内

て，内面 FRP 層の強化により，異物による破

圧歪み試験がある。強プラ管協会が実施した試

壊への抵抗力が一定程度増加するとともに，た

験結果をそれぞれ図７及び図８に示す。

とえ破壊に至っても農業用水の噴出がないため

図７より，呼び径 500 の内圧３種管の 50 年

基床材の支持力は保持され，異物貫入の進行に

後の破壊外圧（Pc50）は 26.04（kN/m）を得た。

よる大規模な漏水事故に至る可能性は低下する

初期の破壊外圧（Pc0）は 52.38（kN/m）で

と考えられる。

あ る た め，Pc50/ Pc0 ＝ 0.50 と な る。 よ っ て，
長期強度で設計を行う場合，初期強度の設定は

2.4

軸方向強化品の新規格制定

圧 力 管 路 用 の 強 プ ラ 管 協 会 規 格「FRPM

確保できる。

K-111-2016」には，管の種類，品質，形状及び寸法，

図８より，呼び径 200 の内圧３種管の 50 年

試験方法などが定められている。今回，強化品

後の破壊内圧（Hc50）は 1.767（MPa）を得た。

における製造時の品質管理項目として前述の

強プラ管は，初期の試験内圧（Hc0）（最大設計

軸方向三点曲げ試験を導入し，2018（平成 30）

内圧に安全率２を乗じた値）を 1.4（MPa）と

年７月にその規格値と試験方法を定めた強プラ

して製造管理を行っており，50 年後の破壊内

管協会規格「FRPM T-003-2018」の制定を行った。

圧 1.767（MPa）はこれを上回る。よって，内
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圧についても，長期強度は確保できる。

図9

図7

破壊時間と破壊外圧の関係

図 10

図8

3.3

施工断面図

ひずみ計測断面図

破壊時間と破壊内圧の関係
図 11

現地埋設時評価

管たわみ量経時変化

呼び径 900，管長 6,000mm の内圧４種管の
強プラ管を埋設し，埋設時における管のたわみ
量と円周及び軸方向発生歪みを計測した。施工
及び歪みゲージ貼付断面図をそれぞれ，図９及
び図 10 に示す。埋戻し完了時までのたわみ量
の経時変化と発生歪み分布図をそれぞれ図 11
及び図 12 に示す。埋戻し完了時における最大
たわみ量は，水平方向 6.662mm（たわみ率：
0.73%），鉛直方向 6.295mm（たわみ率：0.69%）
であった。いずれも管の許容たわみ率（５%）

図 12

円周方向発生歪み分布図

を下回っている。現行規格に準拠した管材にお
いて，図９に示す施工条件下でたわみ量を計算

るかに小さい範囲で推移していることを確認し

すると，設計上のたわみ量は 11mm（たわみ率：

ている。軸方向については，発生歪みから曲げ

1.2%）となり，埋設実験での計測値は 60% 程

応力を算出すると 0.61MN/m2 となり強プラ管

度抑制されている。

の軸方向応力（軸方向曲げ強さを安全率＝２で

円周方向及び軸方向発生歪みは，管底部（測

除した数字）14.70MN/m2 よりもはるかに小さ

点：７）においてそれぞれ最大 657 × 10-6，69

いことを確認している。今後は，通水時及び長

-6

× 10 であった。円周方向については，50 年
後の破壊歪み
190
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-6

9,866 × 10 と比較しても，は

期埋設時における計測を継続することで，さら
に安全性を確認していく。
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４．おわりに
強化プラスチック複合管は水密性，耐食性，
施工性等の優れた特性により，幅広い分野で使
用されてきた。本稿では近年，強プラ管協会で
取り組んでいる点荷重作用時の安全性を向上さ
せた強プラ管協会規格「FRPM

T-003-2018」
（制

定済み）および長期強度を考慮した強プラ管協
会規格案「FRPM

K-111A」
（検討中）の２つ

の協会規格について紹介した。現在，管路施設
においては長期の耐久性，安全性が強く求めら
れているなかで，パイプラインの長期性能は管
体強度だけではなく，継手，腐食，流速係数等
の長期特性を含めた総合的な性能が重要である
と認識し，今後も引き続き実態調査や対応策の
検討を継続し，農業用パイプラインの整備に貢
献していきたいと考えている。
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