成果報告

用水路の凍害劣化と補修技術に関する研究成果について
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所
水利基盤チーム上席研究員

中村

和正

はじめに
水利基盤チームの中村です。
「用水路の凍害劣化と
補修技術に関する研究成果」と題して、お話させてい
ただきます。
用水路を長持ちさせるためには、機能診断や補修と
いった維持管理だけでなく、もともとの施工や設計の
技術が重要です。そういった意味で、北海道内の国営
事業で扱うような基幹的な用水路に関する技術の研究
の流れをきわめておおざっぱですが、このスライドで
振り返ってみました（図－１）
。
水利基盤チームの以前の名前は農業土木研究室、そ
の前は特殊土壌開発研究室でした。研究室や開発局の
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先輩方は、用水路の設計や施工の改善に取り組みまし
た。
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たとえば、用水路の設計技術については、昭和50年
前後に「凍上によって側壁が傾むいたり倒れたりする
のを防ぐ設計の考え方」が示されました。農業土木学
会が委員会を設置し、大がかりな体制で研究がなされ
ました。
また、施工の面では、平成10年に開発局が「寒地フ
ルーム水路設計施工要領」を出しました。この要領に
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は、耐久性の弱点を作らないような、コンクリートの
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打設方法が詳しく述べられています。

図－１

農業水利施設の維持管理において、予防保全の考え
方が取り入れられて、機能診断が組織的に進められた
のは、近年５、６年のことです。それゆえ、用水路の
機能診断技術や補修技術については、積雪寒冷地に適
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用できる技術が求められていて、前中期計画期間で研
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究に取り組んだわけであります。
機能診断技術に関する成果
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ஜోㇱ

私の話の前半は、５カ年で行った機能診断技術に関
する成果のエッセンスです。成果の概要は、この赤い
字のところです。読みますと「水路と周辺地盤の位置
関係や気象条件と、凍害発生の関係を整理しました。
86
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図－２
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側壁内部の劣化状況の調査などを行いました。そして、
「積雪寒冷地の水利施設の機能診断に関する技術資料
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（案）
」を作成しました。
」ということであります。こ
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の部分をもう少し具体的にご説明していきます。
このスライド（図－２）は、用水路の凍害劣化の診
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断技術の重要性を示したものです。右の絵の茶色の部
分が地山でその右側にある灰色の部分が水路の側壁で
す。薄い灰色が凍害を受けたところを意味します。
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用水路は、ほかのコンクリート構造物に比べて部材
厚が薄いので、補修で対応できるのか、取り壊した上
での改築が必要なのかという判断に対して、凍害の深
さが大きく影響します。機能診断の結果として補修で
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図－３

対応できると考えていたものが、実際に脆弱部を除去
していく段階で、実は改築が必要だったということが
わかった、となると事業の内容が大きく変わるおそれ
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が出てしまいます。
これ（図－３）は、凍害劣化を受けた区間の側壁の
写真です。左右の写真は、向かい合う両側の側壁のも
のです。左側の写真は日射を受けやすい側で、右側の
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写真は日射を受けにくい側です。夏場の灌漑期間の水
面よりも高い位置のひび割れや、上端付近のスケーリ
ングが、
日射を受けやすい側の側壁だけに見られます。
この写真（図－４）も向かい合う側壁を撮したもの

ධ᧲ะ䈐ო

䋶䋺䋰䋰
䋱䋰䋺䋰䋰
䋱䋲䋺䋰䋰
䋱䋸䋺䋰䋰
䋸䋺䋰䋰
䋱䋶䋺䋰䋰
䋱䋴䋺䋰䋰

ർะ䈐ო

ო䈻䈱᳓ಽଏ⛎⁁ᴫ 䋲䋰䋱䋰ᐕ䋳䋲䋴ᣣ 䋶䋺䋰䋰䌾䋱䋸䋺䋰䋰

で、朝から夕方までの２時間おきの写真です。
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日射を受けやすい側では、日中に雪が融け、それが
側壁の上部から供給されて、この長手方向のひび割れ
からシミだしていたり、上端から直接タレてきたりし
ます。

図－４
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ところで、表面に見えるこのような長手方向のひび
割れは、どの程度の深さを持っているのでしょうか？
側壁の裏側まで貫通しているのでしょうか？その答え
は、２枚あとのスライドで申しあげます。
用水路は長い構造物ですから、さまざまな地形条件
のところを通ります。水路と左右の地山との高さ関係
により、雪のたまり方、融け方、融雪水のタレ方、日
の当たり方などの条件が多様ですから、水路断面のう
ちで凍害の発生する場所はさまざまです。
このスライド（図－５）は、現地観測の結果から、
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図－５

凍害発生箇所を整理し、赤く塗ったものです。たとえ

日射が当たりにくく、昼・夜の温度差も小さいので、

ば、左の絵のように両側の側壁が地山よりも低い場合

凍害発生の危険性は小さいといえます。

には、
日射を受けやすい側の地山の雪が日中に融けて、

また、右の絵は、片側の側壁が地表面より高い場合

側壁天端付近に供給され、それが昼は日射で温まり、

です。この場合には、融雪が進んで右側の側壁上端が

夜は冷えるという温度差によって凍結融解を繰り返

雪から顔を出す頃に、新たな降雪による水の供給と温

し、凍害を生じます。

度変化が生じるようになって、凍害が生じます。

反対側の側壁には融雪水が供給されにくいですし、
寒地土木研究所月報

特集号

2011年度 

用水路で凍害を診断する場合には、今述べたように
87
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図－８
この５年間の成果のエッセンスを申しますと、用水
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路がおかれる冬期の温度・日射・積雪環境を調査し、
凍害が生じている場所を整理しました。また、表面の
観察ではわかりにくい内部の劣化があり得ることも把
握しました。それらの成果を用いて、
「技術資料（案）」
をまとめました。この資料はまだ案の段階で、現在、
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図－７
雪の付き方・融け方も重要なヒントになります。それ
ゆえ、歩きやすい秋や春の調査だけでなく、冬の調査
も必要です。

開発局との間で資料の活用方法について検討を進めて
います。
機能診断技術に関する今後の研究方向
さて、今年度から始まった５カ年の研究においても、
凍害劣化の診断技術の研究を行っています。
このスライド（図－８）は、今年度から始めた機能
診断と補修工法の研究内容です。左下をご覧ください。

２枚前のスライドで申しあげた、長手方向のひび割

いままでお話ししたように、コンクリート開水路に

れの深さの話をいたします。長手方向のひび割れを含

対して、表面の観察だけでは、内部の劣化状況はわか

むように、コアを抜いてみました。そうすると、左の

りません。内部の劣化を効率よく把握する技術がほし

写真のように（図－６）表面に見える長手方向のひび

いわけです。しかし、あちこちにコア抜きをするわけ

割れは貫通しておらず、
１cm くらいの浅いものでした。

にもいきません。

では、その奥は健全であるかというと、必ずしもそ

そんなことから、地山との位置関係や雪の付き方を

うではありません。右下の写真のように、内部にはコ

みて、内部に凍害の隠れていそうな場所のヒントを得

アを輪切りにするようなひび割れがみられることがあ

る技術や、コア抜きなしで内部の劣化を知る技術が必

ります。これを層状ひび割れと呼んでいます。

要になります。

このスライドでは、表面にひび割れがあって、内部

今、考えていることの中から少しご紹介します。

にも層状ひび割れがあります。しかし、表面にひび割

一例としては、表面のひび割れの分布パターンをヒ

れがないのに、内部では層状ひび割れを生じている場

ントにできないだろうか、という点です。左の写真（図

合もあります。つまり、側壁の構造的強度に大きな影

－９）のように、例えば表面ひび割れの生じている領

響を与えるであろう層状ひび割れがどこにあるのか

域が下に凸になっているようなところでは、それより

は、側壁の表面だけを見ても、見つけにくいというこ

も低い位置の内部に層状ひび割れが発生しやすいので

とであります。これは、少々おっかない話です。

はないだろうかとみています。このような仮説をたく

さて、この表（図－７）に戻ります。
88

さん立てて、今後検証していきます。
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それから、コア抜きなしで内部の劣化のヒントをつ
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図－12
補修技術に関する研究成果

かめないかという点で、超音波法のうち表面走査法（図
－10）を使えないかと考えています。表面走査法とい
うのは、超音波の発振子からの距離とそこまで超音波
が伝わる時間の関係をグラフ化し、表面付近の劣化部
の厚さを推定するものです。
超音波伝播速度は、コンクリートの水分や内部のひ
び割れ、表面への骨材の露出や、炭酸化などの影響を
受けますので、表面走査法で得られたデータが、内部
のどのような状況を反映しているのかをよく知る必要
があります（図－11）
。

さて、後半の約10分で、補修技術の研究成果（図－
12）をご説明します。
温暖な地域における用水路の補修事例は以前からあ
りました。しかし、私たちが研究を始めた平成18年度
ころは、それらの技術の積雪寒冷地での適用性に課題
がある状況でした。
それに対して、５カ年の研究成果の概要としては、
「積雪寒冷地への適用性向上を目指した工夫をし、試
験的施工とモニタリングを実施しました。また、「積

今後やろうと考えているのは、表面走査法の結果と、

雪寒冷地のコンクリート開水路の補修に関する技術資

内部の劣化状況の関連づけです。つまり、どのような

料（案）」を作成しました。この技術資料（案）につ

劣化が潜んでいると、表面走査法でどのような値が出

いても、今後の活用方法を開発局と打ち合わせしてい

るのかということを知りたいと考えています。

るところです。

凍害劣化の診断技術についての成果と今後の研究方
向の話は以上です。

この写真（図－13）は、補修後の不具合を示したも
のです。積雪寒冷地では、ふくれや剥離、めくれといっ
た不具合が生じやすいと指摘されてきました。そのた
め、数年前から、積雪寒冷条件下でも耐久性のある補
修工法の開発・検証が強く求められていました。
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図－14
このような背景から、代表的な３種の表面被覆工法
（図－14）について、適用性試験を行いました。
３種とは、有機系表面被覆工法、無機系表面被覆工

図－16
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法、パネル取り付け工法です。
温暖な地域での方法をそのまま適用しても課題があ
るわけですから、寒冷地向けの工夫を加えて、試験的
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な施工を行いました。その工夫については、４枚あと
のスライドで説明します。
試験施工（図－15）を行った場所は、剣淵町内です。
日本でも最も寒い水田地帯の一つです。約40年前に完
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成したフルーム水路において、平成18年の初冬に試験
としての補修をしました。３種の方法を用いて、それ

図－17

ぞれ長さ10m の区間で施工しました。水路幅は６m、
水路深さは２m で、側壁の厚さは20cm です。
この試験施工は、ここに書いた民間企業（図－16）
との共同研究で実施しました。有機系被覆工法は吹き

このあとの説明では、３種を簡単に、樹脂系、セメ
ント系、パネル系と呼ぶことにいたします。
各補修工法の断面はこの図（図－17）の通りです。

付けタイプのウレタン樹脂を用いました。また無機系

セメント系では、もとのコンクリートのもろくなった

被覆工法は、有機短繊維入りセメントモルタルを用い

部 分 を 超 高 圧 水 で 取 り 除 き、 セ メ ン ト 系 材料を約

ました。さらにパネル取り付け工法では、FRPM 板

10mm の厚さで塗りました。

を用いました。
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樹脂系では、超高圧水による脆弱部除去のあと断面
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図－18

図－20
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図－19

パネル系では、洗浄面に発泡ポリエチレンなどの緩
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修復材を塗り、樹脂系材料を吹き付けました。
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図－21
さて、樹脂系について、図－17の水色の部分で示す
断面修復を行わずに、表面被覆を行った区間があると

衝材を取り付けて、その上にアンカーを用いて FRPM

申しあげました。この区間についても、不具合はなく、

板を取り付けました。

付着力を維持しておりました。

４枚前のスライドで申しました、寒冷地への適用の
ための工夫（図－18）をご説明します。
樹脂系については、早く固まる速硬化タイプの吹き

前のスライドで述べたような断面修復を行っていな
い場合は、樹脂を吹き付けたあとの面に、凹凸が残り
ます。ですから、実際に適用する場合には、「水理学

付けウレタン樹脂を用いました。また、複数の断面修

的な粗度係数は大丈夫か。水はちゃんと流れるのか」

復モルタルを試しました。さらに、断面修復材を使わ

という質問が出るだろうなぁということが想定されま

ず、直接樹脂を塗布するタイプも試みました。

した。

セメント系については、低温下でも付着強度が早く
現れる、低温速硬型の材料を使用しました。
パネル系についての工夫は、緩衝材を挟んだことで
す。このことで、コンクリートと FRPM 板の間に浸

そのため、水理実験を行って粗度係数を把握しまし
た（図－20）。右のグラフがその結果ですが、水路幅
や流速を何通りかにかえて実験を行い、粗度係数が農
水省の設計基準の中に収まることを確認しました。

入した水が凍結して体積膨張を生じても、FRPM 板
が強い力で押されることがないようにしました。

補修技術に関する今後の研究方向

試験施工の結果を簡単に申しますと、４冬を経過し
た時点で、不具合は生じていません（図－19）。また、

といったところが、補修技術に関する研究の成果の

付着力も維持しています。まずまずうまくいっている

エッセンスです。今年度からの５カ年計画でも、補修

という状況です。

に関する研究を続けます（図－21）。
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これまで４冬を経て不具合がなかったわけですか
ら、施工後の短期間で発生するような不具合はないと
いえます。しかし、その後の経年変化でどのような不
具合が発生するのかを見ていく必要があります。
それゆえ、試験施工区間のモニタリングを続けると
ともに、補修工法の長期耐久性の評価技術の研究に展
開したいと考えています。
先ほどもお見せした、今年からの５カ年の研究計画
です（図－22）
。右下の部分をご覧ください。
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図－22

ます。
室内試験や現地試験を組み合わせて研究を進めま
す。補修した後、どのような指標に着目すれば、補修
部の耐久性を推定できるのかといったことを明らかに
したいと考えています。
私の説明は以上です。御清聴ありがとうございまし
た。
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