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北総中央地区は、千葉県北部に広がる北総台地にあって、八

街市外６市にまたがる千葉県下有数の畑作主体の農業地帯であ

る。

また、当地区は首都圏に近接した農産物の供給基地としての

条件を具備している地域である。しかしながら、かんがい用水

としては、一部地域で地下水や台地からの浸出水が利用されて

いるのみで、大半は天水に依存していることから、天候に左右

される不安定な営農を余儀なくされている。北総中央農業水利

事業は、利根川河口堰及び霞ヶ浦開発を水源とし、船戸揚水機

場（水資源機構）から汲みあげられた農業用水を、北総東部用

水幹線水路に設置した取水口２箇所から取水し、地区内に導・

配水する送水路及び幹支線用水路を新たに建設するもので、揚

水機場２箇所、調整水槽19箇所、調整水槽まで導水する幹支線

用水路、地域用水路線の整備と関連事業で整備される末端用水

路により、北総台地に跨る3,267ha（畑2,859ha、水田408ha）の

地域の農業用水の安定供給と農業経営の安定化・近代化を図る

ものである。

さらに、地区内の農業用水が従来から有している防火用水と

しての機能の維持・増進を図るものである。

（主要工事計画）

  取水口２箇所、揚水機場２箇所、送水路22.4km、

 幹・支線用水路46.4km、末端用水路78.3km、

 調整水槽19箇所

（工期）

 昭和63年度～平成27年度予定
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北総中央農業水利事業

船戸揚水機場
利根川からの農業用水を揚水する施設。
水資源機構が管理。

富里揚水機場
第２取水口から２号送水路を通ってきた用水は、富里揚水機場の貯水槽（貯水量
28,900m3）に貯められ、本機場のポンプで幹線用水路、支線用水路に圧送する。
揚水量：2.32m3/s、実揚程：14m、ポンプ型式：横軸両吸込渦巻、口径：φ700×２台、
φ400×１台

12 号調整水槽
八街市滝台地区に用水を供給する畑地
かんがいの基幹的施設である。地区内
の調整水槽として最初に設置されたも
ので、平成 16 年３月に完成した。PC 
構造で、規模は、高さ 14.42m､ 直径
24.80m、容量約 4,900m3 である。アオ
コの発生を抑制するよう屋根をかけて
遮光を行った。

滝台地区第４加圧機場及び散水状況
12 号調整水槽からの用水を加圧し、ほ場へかん水する。

地域用水機能
地域用水機能として防火用水に
使用されている。
（写真は放水訓練）

ウォータースタンド
受益農家は、12 号調整水槽横に設置されたウォータースタンド
で利根川から導水した用水を車に積んだタンク等に無料で給水
することが出来、営農の状況に応じた水利用が可能となった。
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1．はじめに

　高度経済成長期に集中的に整備された農業水利施設

は、外部環境の影響により損傷が蓄積し、更新時期を迎

えている。特に鋼矢板材は、多くの農業用排水路の整備

に使用されてきたが、長期供用に伴い鋼材の腐食による

断面欠損が維持管理において重要な技術的課題となって

いる（写真－１）。このため既存施設の長寿命化による

効率的な保護工法の技術開発が求められている。

　本報では、筆者らの産学協同研究により開発している

腐食が進行した鋼矢板水路へコンクリート被覆を施す補

修工法（ストパネ工法）について概説し、コンクリート

を用いた既設鋼矢板材の保護工法の有効性と課題を報告

する。

２． 産学共同研究に至った経緯

　鋼矢板は、鋼材の腐食反応により断面を減少させる。

鋼矢板水路では、供用期間中の腐食による肉厚減少を考

慮し、設計時に腐食代を設定している。一般に鋼矢板の

腐食代の設定値は表裏あわせて２mmである
１）
。鋼矢板

の腐食状況調査によると、腐食部位は常時水位の水面付

近での進行が他の部位と比較して顕著であり、特に供用

から20年以上経過した施設では腐食の顕在化が顕著にな

ることが報告されている
２）
。

　このような状況下において、鋼矢板水路の効率的な機

能保全には、既存施設の腐食実態を踏まえた保護工法の

開発と普及が急務な課題となっている。従来の保護工法

には、腐食した鋼矢板表面のさびや付着物をブラスト除

去した後、防錆剤を塗布しウレタン樹脂などで被覆する

表面被覆工法が多用されてきた。しかし、多くの施設で

被覆層の剥離や紫外線による再劣化が顕在化している

（写真－２）。筆者らは、LCC（Life Cycle Cost）の低減

と施工性・普及性の観点から優位にあると考えられるコ

ンクリートを被覆材とした補修工法を開発している
３）
。

本工法は、腐食代を有する既設鋼矢板を対象として、コ

ンクリート被覆による鋼材の腐食の進行抑制と、鋼矢板

－コンクリート複合材による補強効果を目的とした補修

工法である（図－１）。

（写真－１）既設矢板材の腐食と断面欠損

（写真－２）再劣化した鋼矢板水路
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　開発にあたり、既存の鋼矢板水路にコンクリート被覆

を施した場合の構造安定性を力学的に検証するため、公

益財団法人にいがた産業創造機構が実施する助成事業

「平成24年度建設企業経営革新支援助成金」を活用し、 

産学共同研究を行った。本事業は、建設企業が新技術・

新工法開発等の経営革新に向けて取り組む事業に対し、

必要な経費の助成を行い、新潟県内における建設産業の

活性化を図ることを目的とした助成事業である。

３． 鋼矢板－コンクリート複合材の力学特性
　　評価４)～７)

　提案工法の開発では、既存の鋼矢板水路から採取した

既設鋼矢板と新品鋼矢板にコンクリート被覆を施した鋼

矢板－コンクリート複合材の力学特性に着目して、実験

室内での曲げ試験を実施した（写真－３）。その結果を

踏まえて、既設鋼矢板水路への提案工法の適用性を検証

した（写真－４）。

（１） 室内曲げ試験

１）試験方法

　曲げ試験は（表－１）に示す実験条件により行った。

Case１～２では、鋼矢板のみを試験した。Case３～４では、

鋼矢板へコンクリート被覆を施した供試体を作成した。

載荷条件は、繰り返し載荷とし、同一荷重を３回繰り返

した。その際、供試体に発生する作用モーメントが同一

ケース 種　別 材料構成

Case １ 既設鋼矢板 軽量鋼矢板 t ＝ 2.7 ～ 6.3mm

Case ２ 新品鋼矢板 軽量鋼矢板 t ＝ 5.9 ～ 6.6mm

Case ３ 既設鋼矢板＋コンクリート 軽量鋼矢板 t ＝ 3.6 ～ 6.4mm、コンクリート σck ＝ 18 N/mm2

Case ４ 新品鋼矢板＋コンクリート 軽量鋼矢板 t ＝ 5.9 ～ 6.3mm、コンクリート σck ＝ 18 N/mm2

（表－１）室内曲げ試験条件一覧

（図－１）ストパネ工法構造概念図

（写真－３）室内曲げ試験概要（Case １）

（写真－４）現地曲げ試験概要

（図－２）室内曲げ試験模式図
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になるよう設定した。力学特性は、ロードセルにより荷

重を計測するとともに、変位計（最大変位量200mm）に

よる変形挙動の計測を行った。力学特性以外には、載荷

時のAE（Acoustic Emission）を計測するとともに、画

像解析による３次元的な変形挙動を評価した（図－２）。

２）試験結果

　実験的検討の結果、既設鋼矢板と新品鋼矢板では荷重

－変位挙動が異なることが明らかになった。試験荷重は、

検討断面における設計荷重で作用するモーメントの1.5

倍（＝ 27kN･m）とした。最大変位量は、基準モーメン

ト27kN･mにおいて、Case １で34.3mm、Case ２で22.9 

mm、Case ３で7.3mm、Case ４で10.6mmの結果とな

り、鋼矢板－コンクリート複合材では既設鋼矢板、新品

鋼矢板ともに最大変位量の低減効果が確認された。

　ここで、AE発生挙動の観点から室内曲げ試験を考察す

る。鋼矢板－コンクリート複合材の曲げ載荷過程におけ

る作用モーメントとAEヒット数、残留変位量の変化を（図

－３）と（図－４）に示す。

　検討の結果、コンクリートに曲げひび割れが発生した

ことによるAEの頻発がCase ４（図－４）において確認

された。Case ４では、39kN・mの載荷時に曲げひび割れ

の発生が確認され、それ以降の載荷サイクルにおいてAE

の頻発と残留変位量の増加傾向が確認された。画像解析

による変化量検出画像を検討した結果、A部（鋼矢板凸部）

とB部（鋼矢板凹部）の変形挙動が異なることが明らか

になった（図－５、図－６）。Case １では、A部で検出

された最大変位量（Z軸方向）とB部で検出された最大変

位量の差は0.7mmであったが、 Case ２では、その差は

2.0mmとなり、供試体にねじれが発生していることが確

認された。前述のAE発生挙動も同様の試験結果であるこ

とから、曲げ試験による力学特性に加えて、AE計測と画

像解析を導入することにより、提案工法のより詳細な破

壊挙動に基づく材質評価が行えたものと考えられる。

３）室内試験から考えられるストパネ工法の有効性

　一般的に自立式鋼矢板の許容変位量は、土地改良事業

計画設計基準・設計「水路工」において、護岸高さ4.0m

　

 

 
　　

　

 

　

　

  

  

    

    

（図－３）AEパラメータと残留変位量の関係
（Case ３）

（図－４）AEパラメータと残留変位量の関係
（Case ４）

（図－６）画像解析結果（Case ２）（図－５）画像解析結果（Case １）
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以下では護岸高さの1/40と設定されている
１）
。本検討断

面の護岸高さは1.5mであるため許容値は37.5mmとなる。

本試験結果は、基準モーメント27kN・mの試験荷重に

おいて、いずれのケースも最大変位量は許容値を下回っ

ていた。しかしCase １～２に対してCase ３～４は最大

変位量の低減率が大きく、鋼矢板－コンクリート複合材

では、載荷過程において曲げ変形量を抑制する効果が働

いたものと推察される。

　このことから、腐食代を有する既存施設への提案工法

の適用の可能性は高いものと考えられ、室内試験の結果

を踏まえて、既存施設での検証を試みた（図－７）。

（２）既設矢板へのストパネ工法の適用

　実構造物での検討結果を（図－８）に示す。

　その結果、室内試験同様、基準モーメント27kN・mの

試験荷重において既設鋼矢板単体では最大変位量

22.8mm、鋼矢板－コンクリート複合材では12.9mmが確認

された。いずれのケースも土地改良設計基準の許容値を

下回っていた。しかし、鋼矢板－コンクリート複合材で

は、鋼矢板のみの場合と比較して最大変位量で9.9mm減

少しており、載荷過程における曲げ変形量の抑制効果が

室内試験同様、確認された。

　以上のことから、室内試験および既存施設での検証結

果を踏まえ、腐食代を有する鋼矢板のコンクリート被覆

による保護工（ストパネ工法）は、力学的観点から十分

に既存施設において施工可能であると考えられる。

４． 当該技術の現場での施工事例

　本研究で筆者らが開発しているストパネ工法につい

て、（図－９）に施工事例、（図－10）に施工手順を示す。
施工は、新潟県の白根郷地区に位置する新村排水路で

行った。施工延長は70m、水路幅5.5m、水路高1.7mで、

広幅鋼矢板（２w型L＝８m）により水路断面が確保さ

れている。

　施工手順は、高圧洗浄機（洗浄圧14.7MPa）を使用し

て、既設鋼矢板表面を洗浄し、基礎採石および均しコ

ンクリートで基礎処理を行った後、鋼矢板面に専用の

接続金具を溶接してプレキャストパネル（500×500×

30mm）を設置し、内部にコンクリートを充填するとい

うものである。

　本工法は、下地処理が容易でかつ耐候性に優れたコン

クリートで被覆するため、有機系被覆材による表面被覆

工法と比較しても、防食性は同等かそれ以上と考えられ

る。プレキャストパネルは、工場生産のため品質・強度

が安定しており、構造的にも鋼矢板との複合部材となり、

安定した構造体となる。また、部材が薄く重量も軽い

（16.9kg/枚）ため人力施工が可能で、農業用排水路のみ

ならず、都市化の進展により大型機械が進入できない狭

隘な都市河川でも施工性を確保できる。水理性は、鋼矢

板表面をコンクリートで被覆するため通水断面は減少す

る。

　しかし、プレキャストパネル表面は平滑であり鋼矢板

に比べて粗度係数が向上するため、流下能力は同等かそ

れ以上となる。表面被覆材としてコンクリートを用いる

利点は、LCCの低減のみならず、コンクリートのアルカ

リ性が鋼矢板の腐食の進行を抑制する効果も期待できる

ことにある。技術的課題は、施工後に内部の鋼矢板材の

腐食状況が直接目視できなくなるという点であり、現在、

 

　

　

 

 

 

 

 

 

 

（図－７）現地曲げ試験模式図

（図－９）ストパネ工法施工事例

（図－８）最大変位量と作用モーメントの関係
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管対地電位を計測することより腐食の可能性を定量的に

評価する取組みを進めている。

５． おわりに

　本報では、筆者らが開発している鋼矢板－コンクリ

ート複合材を鋼矢板水路において構築するストパネ工

法について報告した。室内曲げ試験と現地試験の結果、

土地改良設計基準に基づく自立式矢板に対する許容変

位量の基準値を下回るとともに、構造安定性を力学的

特性から確認した。

　このことから、今後、農業用排水路において既存施

設の長寿命化を試みる際にストパネ工法の有効性は高

いものと考えられる。
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■民間開発の技術の紹介
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