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ポロナイ分水工は道央注水工の分水工として建設されたコンクリート構造物である。供用２
年後に施設の状態確認をしたところ主ゲート（φ1,150ジェットフローゲート）下流側の減勢工
部において、側壁下部や底部に著しい摩耗剥離が確認されたため、施設の安全性を維持するた
めゴム版による対策を実施した。対策工法の選定及び摩耗対策施工後１年目のモニタリング結
果について報告するものである。
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1. はじめに

栗山町

大夕張地区
国営造成施設直轄管理事業「大夕張地区」は、北海道
開水路
オープンタイプパイプライン
石狩振興局、空知総合振興局及び胆振総合振興局管内に
L=7.8km
L=23.0km
位置する5市5町にまたがる24,088haの水稲作を中心とし
た農業地帯を受益とし、国営大夕張土地改良事業（かん
がい排水）及び国営道央用水土地改良事業（農業用用排
川端ダム
水）により造成された夕張シューパロダム、川端ダム
（頭首工）及び道央注水工、安平川注水路等の注水路8
馬追調整工
ポロナイ分水工
条を、直轄管理している。
道央注水工に設置されているポロナイ分水工において、
0
5km
平成30年度にリターンフロー型減勢工内の側壁下部や底
図-1 道央注水工位置図
部に最大130mm程度の摩耗（鉄筋の露出）が確認された。
本報告は、ポロナイ分水工減勢工において実施した摩
耗対策工の選定及び摩耗対策施工後１年目のモニタリン
分水工到達流量（道央注水工本線の必要水量及び2方
向分水量の合計値）は最大約15.5m3/sで、大流量放流主
グ結果について報告するものである。
ゲート（ジェットフローゲート (以下JFG)φ1,150）及び
小流量放流主ゲート（JFGφ300）操作により調整及び余
2. ポロナイ分水工の概要
剰水頭の減勢を行う。
分水制御は、期別流量の変化や分水比率が大きく変化
(1) 施設概要
道央注水工は、石狩川支流夕張川の中流に造成された
するため、操作式分水工とし水需要量の変動に対してゲ
川端ダム（栗山町・由仁町）より取水し、石狩川支流千
ート操作（南長沼幹線注水路：2基、長都幹線用水路：1
歳川（恵庭市）及びその支川へ注水するための送水施設
基）により分水を行う方式である。
平成26年度に分水工本体が施工され、その後、埋め戻
であり、上流が開水路、中下流がオープンタイプパイプ
ラインの延長約30.8kmの用水路である。
し・周辺整備を行っている。
ポロナイ分水工は、道央注水工の中間にある馬追調整
(2) 摩耗状況
工の下流に位置し、本線と南長沼幹線注水路及び長都幹
ポロナイ分水工は、平成27年度より道央注水工等の通
水試験において利用を開始しているが、小流量放流主ゲ
線用水路に分水する。
ート経由で最大0.3m3/s程度であった。平成29年度からは
大流量放流主ゲートを使用し本格的な通水を開始してい
る。
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平成30年度のかんがい終了後の施設点検において、ポ
ロナイ分水工のリターンフロー型減勢工内において下記
に示す変状が確認された（図-2）。
・底版及び側壁のコンクリート摩耗（写真-1）
・排水弁の離脱（摩耗）（写真-1）
・昇降タラップの離脱

上部水路

図-2 減勢工変状箇所

コンクリートの摩耗に
よる鉄筋露出
（摩耗量130mm程度）

排水弁の離脱
（摩耗量70mm程度）

3. 摩耗原因の想定
ポロナイ分水工最大通水量の38％程度を基にした、大
流量放流主ゲート（JFGφ1,150）からの噴射流速は、バ
ルブ開度調整（概ね30～50％開度（Q=2.0～6.0m3/s））
を行って流出させたと仮定すると、流出流速はV=6.4～
11.6m/s程度と推定される。
流速的には計画最大流量時の噴射流速がV=14.9m/sで
あることから、施設対応ができないレベルではないと判
断される。
減勢工の形式から、初期状態においてはJFGより高流
速噴射水が流出するが、減勢工内が水で充填されると水
中減勢効果が発揮されるため、最大流量時でJFG噴射流
速が約15m/sであっても、減勢工端末位置では断面積拡
大分とリターンフロー分で相当の減勢は見込まれる構造
（減勢工内断面積での流速はV=1.1m/s程度）である。
馬追調整工は、一時的な調整池として利用することか
ら、用水を一定水位で貯留するため必要とされる遮水性
（透水係数が１×10-4㎝/s以下）を確保するため、図-4
に示す赤色着色部分に遮水材（不透水性材料ｔ=0.70m）
を施工しており、遮水材の保護層として40mm級切込砂
利ｔ=0.30mが敷かれている。
馬追調整工を確認した結果、保護層の切込砂利が取水
口側の方向に堆積した状態であったことから、馬追調整
工から土砂が若干でも混入した事も考えられる。初期摩
耗で削れたコンクリート分も一緒になって減勢室内に留
まり、徐々に摩耗を促進する状態で水使用が行われた可
能性がある。

流入工

写真-1 コンクリート摩耗（鉄筋露出）・排水弁の離脱

遮水材施工範囲

この2ヵ年（各年：4月～8月）における最大通水量は、
H29年度は3.384m3/s、H30年度は5.912m3/sとなっており、
計画最大通水量約15.5m3/sに比して最大でも38%程度の通
水実績である（図-3）。
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図-4 馬追調整工の遮水材施工範囲
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図-3 JFG通水実績

このことは、下流減勢室上部水路に土砂が堆積してい
ることからも推察される（写真-2）。
今回の現象は、タラップ等の鋼材が短期間（12ヶ月の
小流量通水）に破断していることや、コンクリート摩耗
が骨材をも破断していることを考えると、単なる水流に
よる摩耗現象だけではなく、「サンドブラスト」に近い
状態で摩耗したと推測される。
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年＝280cmとなる。この様に大きな摩耗に対する保護工
は、現状でゴム系被覆工法が妥当と判断した。
この工法は、発電所の放水施設やケバウ幹線排水路
（室蘭開建）でも採用されており、砂防ダムや発電ダム
等の転石が多い箇所の実績が多く過酷な条件でも他工法
に比して耐摩耗性が高い工法と言われている。
よって、ポロナイ分水工減勢室内のコンクリート摩耗
部に対しては、摩耗深に対する適用性から、④のゴムマ
ット（ｔ=3.4cm）を摩耗対策として採用した。
(3) 補修範囲の考え方
摩耗範囲は、図-5に示す高流速の範囲及びリターンフ
ローしている範囲のうち、コンクリート表面の摩耗が進
行していると判断（コンクリート水路の機能診断で用い
る施設状態評価の「摩耗・すりへり」のうち、S-4相当
である“粗骨材露出”が顕著に発生している範囲）した
部分を補修対象とした。

写真-2 減勢室上部水路内に堆積した土砂

4. ポロナイ分水工補修計画
(1) コンクリート本体の補修工法の選定
今回の事象に基づき、4月～8月の5ヶ月の利用が2ヵ年
で摩耗量が最大130mm程度であったことから、余裕を見
込んで1年で70mmが摩耗するとして工法を選定した。
一般的にコンクリートの摩耗対策工法には、表面のコ
ンクリート強度を増加させて抵抗する工法と耐摩耗材を
被覆して抵抗する工法の2種類に大別できる。
これらのうち、施工実績が多く特に耐摩耗性が高いと
言われる4工法を抽出し、コンクリートの摩耗対策工法
を選定した。
表-1 耐摩耗性を有する工法と特徴
工

法

特

徴

①高強度ポリマーセメ ・高炉スラグ微粉末を混合した高強度コンクリートをコンクリート表面
ントモルタル系
に被覆する方法
（NEM-RS）
・付着性に優れコンクリートと一体構造物として機能する
②レジンコンクリート
（ASフォーム）

・セメント及び水を全く使用しないで、結合材を液状レジン樹脂とした
コンクリートをプレス成形した高耐久性埋設型枠材
・高強度、耐酸性、耐磨耗性、遮塩性、凍結融解抵抗性に優れている

③鋼板被覆工

・鋼板および鋼材をコンクリートの表面に被覆する方法
・橋梁等の保護材として、よく用いられる

④ゴムマット
（タフマイト）

･鋼板に合成ゴムを被覆したものを、コンクリート表面にボルト固定す
る方法
・比較的古くから砂防の天端工に用いられている

表-2 摩耗対策工法の評価
工

法

摩耗速度

補強必要厚
耐摩耗性能
( cm )

施工性

経済性
( 千円/m2 )

総合評価

①高強度ポリマーセメ
1/2程度
ントモルタル系

140

△

○

1,400

×

②レジンコンクリート
(ASフォーム)

1/10程度

28

△

×

170

×

③鋼板被覆工

1/3程度

94

△

△

190

△

1/100程度

3.4

○

○

220

○

④ゴムマット
(タフマイト)

図-5 減勢室内平面図

上図により、渦流を起こしている範囲の摩耗が最も顕
著で、水路幅的には側壁から概ね1/3B（約1.5m）程度、
水路長的には奥壁からダミージョイントまでの概ね1/2
（約1.4m）程度、側壁高さ方向には概ね1.0m程度の範囲
内となる。顕著に摩耗している範囲からS-4相当に移行
する範囲も補修範囲としたが、施工性や資材の調達の関
係から摩耗大小の範囲を包括して厚さ3.4cmのゴムマッ
トで補修することとした。
ゴムマットの単位幅が50cmであることを踏まえ、平
面的な補修範囲は全水路幅4.20m×水路長3.0m（0.5m＠6
枚）×側壁高1.5m（0.5m＠3枚）に決定した。
なお、摩耗深さがゴムマットの厚さ以下の範囲は、既
設コンクリートをハツリ、鉄筋が露出した範囲は防錆処
理を施し、下地コンクリートとしてポリマーセメントを
打設後にゴムマットで摩耗対策を実施した。

5. 対策工法のモニタリング

※ 摩耗速度：普通コンクリートに対する割合
※ 補強必要厚：施設の供用年数40年の補強厚
※ 経済性：直接工事費を計上

本案件では、摩耗深を7cm／年としていることから、
施設の供用年数40年で摩耗する量を推定すると7cm×40

(1) 摩耗調査計画
ゴム製コンクリ－ト耐摩耗板タフマイト設置後の摩耗
量測定は、正面壁12箇所、側壁16箇所、床面12箇所の計
40箇所で行った（図-7）。
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床面：上部のスラブとの垂直距離を計測
側壁：側壁(L)から側壁(R)の水平距離を計測
正面：あらかじめ設置した計測鋲から、10cmの位置か
ら下げ振りを垂らし、計測ラインを出し、ゴム
表面までの距離を計測

写真-5 正面壁・底版

図-6 摩耗調査計測位置

(2) 目視調査結果
ゴムマットに多少のキズ（写真-3）は確認されたもの
の、表面は滑らかで摩耗は認められなかった。（写真-4
～5）ゴム表面のキズからも水流による摩耗だけではな
いことがうかがえる。

ゴムマット
t=3.4cm

図-7 ゴムマット取付断面図

しかし、ゴムマット補修擦り付け部のモルタルや補修
範囲周辺部の側壁・底版コンクリートの摩耗（写真-6）、
正面壁の摩耗量測定の基準として設置した計測鋲が全て
流亡し、少量ではあるが細粒土砂が残存している状態で
あった（写真-7）。

写真-3 ゴムマットのキズ

1500

擦付け部の摩耗
（幅10mm、全幅）

底版の摩耗
（ほぼ全面）

写真-6 コンクリートの摩耗
写真-4 右側壁
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集積した土砂

写真-9 初期値測定状況（側壁）

写真-7 細粒土砂の残存

また、破損した昇降タラップ対応として設置した伸縮
タラップが再度破損し、その残がいが減勢工内及び上部
水路で確認されている。
(3) 摩耗量測定結果
床面のゴム摩耗量の測定は、初期値計測方法を踏襲し
デジタル伸縮ポール尺により行い、側壁については計測
の簡素化と精度向上を図るためレーザー距離計により行
った。
なお、正面壁については、初期値測定時に設置した計
測鋲が流亡していたため、補修範囲上部のコンクリート
面より10cmの位置から下げ振りを垂らし、計測ライン
を出し、ゴム表面までの距離を計測し相対的な関係（縦
方向4か所）の比較を行った。

レーザー距離計

写真-10 レーザー距離計による計測

床面及び側壁は、初期値に比して±1mm程度の差、相
対的な比較を行った正面壁についても、±1mm程度の差
であった。
初期値との差は計測精度内のバラつきによるものと思
われ、ゴムマット自体の摩耗量はないと判断している。
(4) 対策工法の評価
摩耗対策施工後1年目のモニタリング調査の結果、目
視調査ではゴムマット表面にキズがあったものの差は確
認されず、摩耗量は計測精度内の±1mm程度であり、現
段階において対策工法検討時に期待した耐摩耗性0.7mm/
年（普通コンクリート70mm/年の1/100）との比較は難
しいが、ゴムマットは概ね良好な状態と判断している。
写真-8 初期値測定状況（床面）

(5) 今後のモニタリング計画
① 摩耗量計測方法
今回の摩耗量調査において、正面壁の測定の基準とし
て正面壁の補修範囲の上部に設けた計測鋲が流亡し、初
期値との比較が出来なかったことから、流亡の可能性が
低いと思われるリターンフロー型減勢工の頂版下面に計
測鋲を計測ラインに合わせて3箇所に設置する事とした。
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側壁の摩耗量計測は、側壁間の水平距離を計測し行っ
ている。この方法では、側壁(L)・側壁(R)の摩耗量の合
計値は把握できるが、夫々の摩耗量の把握が出来ない。
現時点では摩耗がほとんど見られないことから問題はな
いが、将来、計画流量を通水させた場合や、摩耗が進行
した場合を想定し、夫々の摩耗量が把握できるように、
正面壁と同様に減勢工の頂版下面に計測鋲を計測ライン
に合わせて夫々4箇所に設置することとした。
これにより、計測鋲から下げ振りを垂らし、計測ライ
ンを出し、ゴム表面までの距離を計測することで、摩耗
量把握を可能とする。
改めて初期値を設定した。
200

正面壁

計
）
測
用
L

4

）計
測
用

本報は、平成30年度に実施したポロナイ分水工減勢水
槽の摩耗対策施工後1年目のモニタリング結果について
まとめたものである。
現時点では、ゴムマットの摩耗は認められず、良好な
状態であると考えられるが減勢水槽内のタラップの破損
については対策が必要である。
また、農業用水(河川原水)を通水分水する施設の設計
にあたっては当初から何らかの対策が必要と考えられる。
今後のモニタリング調査により、ポロナイ分水工減勢
工の経年的変化の把握に基づき、本補修工法の課題や改
良点、有効性等について検討していきたい。
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図-8 計測鋲設置位置（頂版下面）

減勢工頂版下面
床面計測用
(4×3＝12点)

側壁(L)計測用
(4点)
測壁(L)

正面壁計測用
(3点)

側壁(R)計測用
(4点)

正面壁

測壁(R)

写真-11 計測鋲設置位置（減勢工頂版下面）

② 計測頻度
摩耗状況のモニタリングは、かんがい終了後に行うこ
ととし、今後5年目までは毎年実施し、その後はモニタ
リング結果や利水状況の変化を勘案し実施計画を検討す
ることとする。
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