
 

TAKASUKA Toshiyuki TAMIYA Yoshinao AOYAMA Hitoshi 

平成24年度 

相関法による小口径管路の 

漏水箇所調査について 
 

稚内開発建設部 農業開発課  ○高須賀 俊之 

                              田宮 義直  

                                        青山 仁   

 

 パイプラインの漏水調査手法の一つである相関法は、管体を伝播する振動波（漏水音）の相

互関係から漏水位置を特定する調査手法であり、鋳鉄管等の漏水箇所調査において一般的に実

施されているが、振動波が伝播しにくい小口径樹脂製管路への適用事例は少ない。本報告では、

その適用性について枝幸南部地区のパイプラインにおいて検証した結果について紹介する。 
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1.  はじめに 

パイプラインは、開水路に比べて合理的な水配分が可

能であることや、複雑な地形での路線選定が容易なこと

などの利点から、かんがい施設への導入が進められてき

た。一方で地中埋設物のため日常の点検がしにくいなど

機能保全の観点から課題もある。 

特に漏水事故は通水機能自体が損なわれ、地域の営農

に多大な損害を与える恐れがあるため、可能な限り迅速

に漏水箇所を特定することが必要である。パイプライン

の漏水箇所調査はいくつかの手法が知られているが、各

調査手法ではそれぞれ適用条件が異なり、対象となるパ

イプラインの管種、管径の他、上部土地利用等を勘案し、

適切な手法を選択しなければならない。 

 今回漏水箇所調査に用いた相関法は、管体を伝播する

振動波の相互関係から漏水位置を特定する調査手法であ

り、適当な条件下であれば、地上附帯施設を利用して一

度に数百mの調査が行え、漏水をピンポイントで特定

することが可能である。相関法はこの簡便性の高さから、

上水道等の漏水箇所調査では実績があるものの、畑地か

んがいなどで用いられる小口径樹脂製管路への適用事例

は少ない。 

 そこで本報告では、枝幸南部地区のパイプラインにお

いて相関法(多点相関法、振動測定法)の適用性について

検証した結果を紹介する。 

 

2.  目的 

 小口径樹脂製管路に対する相関法の適用性を検証する

ため、パイプラインの漏水箇所調査を行う。調査対象は

丘陵地形の牧草地に埋設される小口径樹脂製管路であり

相関法の適用性が不明である。 

 

3.  調査対象施設 

調査対象施設は、国営総合農地開発事業「枝幸南部地

区」（昭和55年～平成11年）で整備された畑地かんがい

施設の音標第3号幹線配水路である。 

本地区は、宗谷総合振興局管内の枝幸町及びオホーツ

ク総合振興局管内の雄武町にまたがる酪農地帯に位置し、

未墾地の農地造成と既耕地を含めた3,113haの畑地かん

がい及び排水改良を行い、経営規模の拡大と生産性の向

上により、農業経営の安定化を図ることを目的として実

施された。 

 

 
図-1  枝幸南部地区 位置図 

 

今回調査対象とした音標第3号幹線配水路は、口径

75mmの硬質塩化ビニル管、延長1,430.30mのパイプライ

ンである。 

音標第3号幹線配水路は、町道沿いに配置されている

が、車両の通行は少なく、車両通行で生じる振動が測定

値に影響を及ぼす弊害はほとんど無い状態である。 
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写真-1  音標第3号幹線配水路 

 

4.  相関法 

今回漏水箇所調査に用いた相関法は、管体を伝播する

振動波の相互関係から漏水位置を特定する調査手法であ

り、管水路を伝播してくる振動波（漏水音）を、漏水

箇所を挟むセンサーでとらえ、漏水箇所から各センサー

まで伝播する振動波の時間差から漏水地点を特定する方

法である。 

 

 
図-2  相関法による漏水箇所特定のイメージ 

 

図-2において、センサー1とセンサー2の設置間隔を

D、各センサーで捉える振動波の到達時間をt1、t2とし

たとき、漏水箇所とセンサー2の距離Lは、以下の式

(1a)で表すことができる。 

 

L
D N
2

D （V Td）
2  

 
ここで、V：伝播速度、Td:遅れ時間（t1－t2） 

 

相関法には音波振動の違いやセンサーの設置手法によ

り、多点相関法、振動測定法、AE法などがある。いずれ

の方法も、弁栓にセンサーを設置し、ケーブルを配線す

る(有線の場合)だけであるため、作業が容易である。 

また、検知棒を地中に差し込み、管体に接触させた検

知棒にセンサーを取り付ける手法もあり、この場合、埋

設管位置を確認した上での検知棒挿入孔の掘削を要する。

測定に当たり、配管長、口径、配管材質など管路情報が

必要となる。 

 

 
写真-2 相関式漏水探査機 センサー 

 

 
写真-3 センサー設置状況 

 

漏水箇所からの振動波は、センサーで感知されてはじ

めてその位置が推定できるが、それぞれのセンサーで捉

える振動波が同一のものであるかどうかは、相関率を用

いて評価する。2点で感知した振動波の相関率は、完全

に一致する場合に100%、全く一致しない場合に0%となる。 

これに加え、相関の高い振動波が特定の位置にある振

動波であるかどうか、測定結果の再現性（検知回数）と、

発生源の推定区間（漏水懸念区間）を加味し、表-1のよ

うにあらかじめ漏水懸念ランクの基準を設定し、これに

準じて計測結果を整理した。この基準は、過去にダクタ

イル鋳鉄管などパイプラインに対する相関法の調査実績

から検知精度をランク分けしたものである。 

 

      表-1  漏水懸念ランクの基準 

 

 
ここで、検知回数ｎは、各ランクで規定する相関率が

ランク
相関率
　γ（%）

検知回数
ｎ（回）

漏水懸念区間
L(m)

A 75≦γ 4≦ｎ L≦20

75≦γ 20＜L

70≦γ＜75 L≦20

C 70≦γ＜75 2≦ｎ 20＜L

D 68≦γ＜70 2≦ｎ L≦20

E 68≦γ＜70 2≦ｎ 20＜L

B 3≦ｎ

(1a) 
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検知された回数であり、本調査においては1調査区間当

たり24回の測定により解析を行った。また、漏水懸念区

間Ｌは、その検知箇所が分布する範囲である。  

 

5. 調査内容  

音標第3号幹線配水路における漏水箇所調査は、多点

相関法により全路線に対し漏水が疑われる区間を絞り込

み、その区間に対してセンサー設置間隔を更に短くした

振動測定法による調査を重ねて実施し、漏水懸念箇所の

確認を行うこととした。 

 

 
図-3 漏水調査のフローチャート 

 

6. 調査結果 

(1)事前調査 

施設管理者への聞き取り調査および、現地踏査を実施

した。現地踏査では、管路上の漏水による地表面への滞

水、陥没の有無の目視確認を行ったが、漏水していると

疑わしい箇所は確認できなかった。 

またこの時、付帯施設と曲点工に対し音聴棒を用いて

漏水音の有無について補足的に調査したが、明確な異常

音は捉えられなかった。 

 

(2)多点相関法による漏水区間の絞り込み 

多点相関法による調査は、音標第3号幹線配水路全体

を3区間に分けて実施した。一つの調査区間は、500m

程度とし、連続する空気弁工等の附帯施設4箇所にセン

サーを設置して、センサー間の測定は4回行い、1回の

測定は60秒間行った。 

 

図-4 多点相関法で設定した調査区間 

 

1区間につき、4箇所のセンサーを設置することから

測定するパターンは6パターンとなり、6パターン×4

回=24回の測定を行い解析した。 

 

 

図-5 4箇所のセンサーで測定する相関のパターン 

 

調査した3区間について、それぞれの区間ごとに解析

した結果、漏水懸念ランクＢ：1箇所、Ｃ：6箇所、

Ｄ：2箇所という結果を得た。漏水懸念ランクＡについ

ては計測されなかった。 

 

 

図-6 漏水懸念箇所位置図(多点相関法の調査結果） 
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図-7に漏水懸念ランクＢの相関波形の一例を示す。 

 

 

図-7 漏水懸念ランクＢ 相関波形 

 

 ここで、相関波形の横軸は、2 つのセンサーを設置し

た距離を表し、両端がその設置位置である。縦軸は、2

つのセンサーでとらえた振動波の相関を表し、グラフの

山が高いほど相関性が大きく、その位置から特定の振動

波が発生している可能性が高いといえる。この場合の相

関率は73.0%となっている。 

 

(3)振動測定法による漏水箇所調査 

多点相関法により漏水懸念ランク B～C となる箇所が、

複数区間検知されたという結果を踏まえ、この中から更

に漏水区間を絞り込むため、調査区間②において検知さ

れた漏水懸念箇所を対象として、振動測定法による調査

を行った。この際、検知棒を地中に差し込み、先端を管

体に接触させた検知棒に対してセンサーを取り付けるこ

とで、より短いセンサーの設置間隔で相関を確認した。 
 

 
写真-4 検知棒とセンサー設置状況 

 

 附帯施設と検知棒によるセンサーの設置間隔は最小

7mで合計12パターンの計測を行ったところ、漏水懸念

ランクＣ：2箇所、Ｄ：2箇所という結果を得た。これ

らの懸念区間は、一箇所を除いて多少の差異は有るもの

の、初めに行った多点相関法の調査と重複する場所であ

った。 

 

 (4)漏水確認調査(試掘･流量調査) 

多点相関法および振動測定法で検知した、漏水懸念箇

所を包括する区間について上下流の流量差を確認したと

ころ、当該箇所では漏水が発生していないことが判明し

た。 

 改めて、上流区間の多点相関法による調査で漏水懸念

ランクＣであった場所を含む、図-8の試掘1と試掘4の

区間で流量計による流量差を測定したところ、193m間

での漏水の発生が推定された。 

 

 (5) 振動測定法による詳細調査 

漏水確認調査(試掘･流量調査)により漏水が推定され

た区間を対象に、振動測定法による詳細調査を実施し、

漏水箇所を特定するため、図-8に示す試掘1から試掘4

の4箇所で管体を露出させた上で、センサーを直接管体

に設置して調査を実施した。 

 
図-8 試掘位置 

 

 調査の結果、試掘1から試掘2の区間で漏水懸念ランク

Ｂ：1箇所、Ｄ：1箇所、試掘2から試掘3の区間で漏水懸

念ランクＢ：1箇所、Ｄ：1箇所という結果が得られた。 

この結果を受け、試掘1と試掘2の間に検知された漏水

懸念ランクＢの範囲で漏水を確認するため、試掘を行っ

た。この際に試掘箇所の上流側からの湧水が認められた

ため、その方向に掘削を進めたところ、№6+6.00におい

て管体破損による漏水が確認された。   

振動測定法の検証のため、再度試掘1から試掘2、試掘

1から漏水箇所近傍、漏水箇所近傍から試掘2の区間の3

パターンで12回の測定を行ったところ、漏水箇所から上

流9.5mの区間で漏水懸念ランクＢの結果を得た。   

また、同区間において、通水量を増大させて再度計測

したところ、漏水箇所から上流0.2mの区間で漏水懸念ラ

ンクＣという結果が得られた。 

 以下、図-9に、試掘1と試掘2にセンサーを設置した際

に得た相関波形を示す。 

 

 

図-9 振動波を捉えた相関波形(試掘1～試掘2) 

 

相関波形では、漏水箇所の上流9.5mの地点で振動波を

相関率69.9%で検知しているが、この振動波は漏水に起

試掘1 №5+62.00 
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因する上流側の振動を捉えたものと考えられる。 

図-10に、試掘1と漏水箇所近傍間にセンサーを設置し

た際に得た相関波形を示す。 

 

 

図-10漏水箇所を捉えた相関波形(試掘1～漏水箇所近傍) 

  
この場合の相関率は77.2%と比較的高い数値を得てい

る。 
 一連の調査により漏水に起因する振動波を捉えたのは、

67mの間隔で、管体に直接センサーを設置した条件で行

った振動測定法であった。 
 試掘2から試掘3の区間で検知された漏水懸念箇所につ

いては、漏水箇所(№6+6.00)補修後の水張り試験により

漏水が無いことを確認したことから、漏水以外で発生す

る振動波を検知した可能性が考えられる。 

  

7. 考察 

(1)多点相関法の適用性 

今回、付帯施設にセンサーを設置した多点相関法で漏

水懸念箇所を概定した後、これを確認するため、センサ

ー設置間隔を狭めた振動測定法による漏水箇所の特定を

するという流れで調査を行った。 

しかしながら、附帯施設を利用した多点相関法では複

数の漏水懸念箇所が検知され、1箇所に絞り込むことは

出来なかった。検知された漏水懸念箇所は上水道が並列

配管されていたり、曲点工が存在する場所であり、その

水流音を振動波として検知した可能性が考えられ、実際

の漏水音と検知された振動波には明確な差異を見出すこ

とは出来なかった。 

 

(2)振動測定法の適用性 

今回の調査により、75mmの小口径樹脂製管路で現地踏

査や音聴調査で漏水箇所の目処がつかない条件下では、

①約70mの間隔で検知棒を用いた振動測定法により開削

区間の優先順位を定め、②優先順位に応じ開削を行い、

管体にセンサーを設置した振動測定法で漏水箇所を特定

する。という2段階の手順を踏んだ調査手法が有効であ

ると考えられる。 

検知棒を用いた振動測定法では、開削前に漏水箇所の

特定に至らなかったが、この手法は比較的簡易に漏水懸

念箇所を調査することが可能である。この調査法を70m

間隔で実施することにより、漏水懸念箇所から開削区間

の優先順位が定められる。この優先順位を踏まえて、管

体にセンサーを設置する振動測定法を行うことで、全体

の開削回数を少なくし、漏水箇所を特定出来る可能性が

ある。 

本調査では最終的に67mの間隔で開削して管体に直接

センサーを設置することで漏水箇所を特定した。この結

果から、75mmの小口径樹脂製管路パイプラインにおいて

振動測定法で漏水箇所を特定するには、開削して直接セ

ンサーを管体に設置する必要があるといえる。このとき、

開削による調査間隔は約70mが妥当と想定される。 

今後、この調査間隔を前提とした漏水箇所調査を行う

場合、出来るだけ開削回数を少なくすることが重要であ

る。 

 

(3)漏水懸念ランクの適用性 

漏水地点を含めた多点相関法、振動測定法、振動測定

法の検証において検知された漏水懸念箇所の漏水懸念ラ

ンクがそれぞれの調査方法により異なる結果であったこ

とや、漏水地点以外の区間の調査においても、多点相関

法と振動測定法とでは検知された漏水懸念ランクが異な

る結果となったことは、調査区間内に設置するセンサー

の数及びセンサー間の距離の違いによる要因が大きいこ

とが想定される。 

 多点相関法及び振動測定法は、漏水地点で発生する振

動波(振動音)をセンサーで捉えて解析するものであり、

本調査で行っている樹脂製管路のように振動波が伝わり

にくい材質の場合、漏水地点を挟んだセンサー間距離の

長短により、センサーで捉えられる振動波(振動音)の数

量や伝わる時間に対する影響が考えられ、今後の調査に

おいては、センサー間の距離も考慮した漏水懸念ランク

の基準を定める必要性があると考えられる。 

 さらに、今回の調査で用いた漏水懸念ランクの基準は

ダクタイル鋳鉄管や鋼管など振動が伝わりやすい材質で

の漏水調査実績からランク分けした基準であることから、

今後、樹脂製管路の漏水調査実績を積み重ね、漏水懸念

ランクの基準について検証･修正を行っていく必要があ

る。 

 

表-2  漏水地点付近の漏水懸念箇所検知結果 

 

 

8. おわりに 

本研究により得られた知見として、検知棒を用いた振

動測定法により、対象路線全体の試掘優先順位を決める

という手法を提案したい。 

今後、漏水があるがその場所が不明であるパイプライ

ンに対し、この手法による漏水箇所調査を行うことで、

その実用性について更なる知見が蓄積され、より確実な

漏水箇所特定調査の手法となることを期待したい。 

調査方法
調査区間
延長（m）

センサー
設置数

測定
パターン

測定
(解析)数

検知された
漏水懸念ランク

多点相関法（②区間） 539 4 6 24 C

振動測定法（試掘） 67 3 3 12 B,D

振動測定法の検証 67 3 3 12 B,C

77.2% 


