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日野川用水農業水利事業
本地域は、福井県のほぼ中央部を流れる九頭竜川水系日野川
の両岸にまたがる越前市外２市１町におよぶ水田面積5,610haの

した。２回の計画変更の後、一期事業は平成17年、二期事業は
平成18年に完了している。

穀倉地帯である。この地域の農業用水は、日野川とその支流を
主水源としてきたが、用水不足を生じるため、地下水やため池、
反復利用によって補給していた。

桝谷ダムの諸元
流域面積

この現状を改善するため、日野川用水（二期）事業により、
日野川の支川桝谷川に桝谷ダムを築造し、水源の確保を行うと
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10.2km2
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20.3km2

2,500万m3

(二ツ屋頭首工)

有効貯水量

2,310万m3

共に、日野川用水（一期）事業により八 乙 女頭首工を築造し、

型式

中央遮水ゾーン型ロックフィルダム

国営幹線用水路及び付帯県営かんがい排水事業によって県営幹

堤高

100.4m

線水路などが実施され、農業用水を受益地に安定して供給する

堤体積
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八乙女頭首工

事ができるようになった。
また、越前市外２市２町の生活用水および越前市外１市の工
業用水を供給する、都市用水事業と日野川沿岸地域の水害を防
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フィクスド型可動堰

最大取水量

9.47m3/s

止する治水事業との共同事業である。
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国内最初に防食被覆したコンクリート槽
（25年間経過し、現在も使用中）

産学連携推進セミナー
講演集

「ＯＭ水路ライニング工法による
コンクリートの凍結融解抵抗性」について
大塚

成太郎
株式会社

１．はじめに
農業用排水路の延長は約40万kmと言われ、これら施

中川

京子

大塚工業

受けたコンクリートを除去し、ポリマーセメントモルタ
ル等で断面修復を行なった後、遮水性を高める表面被覆
工法まで検討されることが多い１）。

設の多くは築40年の更新時期を迎えようとしている。
その内の基幹幹線用水路、約４万５千kmに対しては、

（２）凍結融解抵抗性試験

ストックマネジメント事業に基づき、施設機能診断を行

1999年、寒冷環境下でのポリウレタン塗装の適用性

い、適切な予防保全対策を実施することで施設の長寿命

を検討するため、凍結融解抵抗性についての室内試験が、

化を図り、ライフサイクルコストの低減を目指す方針が

北海道開発局開発土木研究所農業土木研究室（現

示されている。
OM水路ライニング工法は、1987年にコンクリート流

寒地

２）

土木研究所）により実施された 。
試験方法は、JSCE-1986、ASTM C666-77に準拠し、

雪溝内面の塗装に始まり、現在22年の実績を保有する

供試体を300サイクルまで凍結融解し、その性状変化を

「樹脂系 表面被覆工法」である。防水性、耐久性に優れ

観察している。水中凍結・水中融解で行い、凍結融解の

た樹脂ライニングを施すことで、水理機能、構造機能を

１サイクルは概ね２時間で供試体の中心部が５℃から−

回復させて水路延命を図り、耐用年数40年を目指すもの

18℃に下がり、また概ね１時間で−18℃から５℃に上

である。

がるものとした。

表面被覆工法には現在、有機系（樹脂材）と無機系
（モルタル材）があり、互いに実績を伸ばしている。両

（３）試験結果

者選択に当たっては、地域特性による劣化要因と、その

塗膜の表面性状には、凍結融解300サイクル後におい

対応実績の有無を重視されることが多い。中でも、劣化

ても塗膜のひび割れはおよそ認められなかった。塗膜と

要因のひとつである寒冷地におけるコンクリート凍害被

コンクリートとの密着状況は、何ら変化はなかった。

害は、水路施設にも影響を受けることが多い。また、水
路工事時期が非かんがい期にあたるため、冬期の低気温
下、降雪時期に施工する難しさも発生する。
本文では、有機系樹脂材の凍結融解抵抗性と、施工事
例について紹介したい。

未施工試験片は、劣化が40サイクル以降に顕著となり、
196サイクル時には崩壊した（写真−１参照）
。
外観の判断からも、樹脂系材料の表面塗布方法により
凍結融解に対する抵抗性が向上することが確認できた。
その他、重量変化、相対動弾性係数、圧縮強度の試験
においても、未施工試験片の低下がより顕著に現れてお

２．凍害の概要と凍結融解抵抗性試験
（１）凍害の概要と対策

り、表面塗布の効果が確認された。
本室内試験の他、現地施工し２年経過した状況確認も
合わせて行なっている。凍害対策としてミゼロンライニ

コンクリートの凍害は、コンクリート中の水分が凍結

ングを施した、側壁天端、落水口付近、用水路セグメン

融解を繰り返すことにより生じる劣化現象である。凍結

トの目地部を目視により確認し、「施工後約２年経過の

融解を繰り返すことで、ひび割れが発生し、表層面の剥

今日までは、補修面の状況が良好である。」と確認され

離、破壊が進み劣化していくものである。

た。

凍害による被害の発生部位はブリージングによる余剰
水が発生しやすい側壁天端部、嵩上げコンクリート部、
打ち継目としたインバートと側壁の接合部などに見られ
る場合がある。
凍害を受けたコンクリートの補修では、まず、凍害を
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（２）OM水路ライニング工法の概要

OM水路ライニング工法は、前述に挙げた必要条件を
満たす、無溶剤型特殊ポリウレタン樹脂塗料「ミゼロン」
を主材料とする表面被覆工法であり、水路施工実績22年
を保有する。
ミゼロン塗料は、アメリカで砕氷船の外板用に開発さ
れた。アメリカの湾岸警備艇が北極圏の海に入った際に、
船体に流氷がぶつかりペンキが剥がれるので、耐久性の
ある塗料開発に乗り出した。そして、1972年より２年

一般部施工試験片

間、150種の塗料について基礎試験を行い、５種の塗料
を選出。さらに、４年間の実船テストで「ミゼロン」が

表面塗布試験片

300サイクル後

最も優秀であることが分かり、世界的な評価を受けるこ
とになった。ミゼロン塗料の用途は、コンクリート分野
に限らず、港湾・電力施設等の長期重防食が要求される
分野においても好実績を上げている。
ミゼロン塗膜の物性は（表−１）のとおりである。

（表−１）MISERONの塗膜性能
項 目

条

件

結 果
20.6Mpa

引 張 強 さ JIS K 7113

未施工試験片

196サイクル後；崩壊

伸

び

硬

（写真−１）凍結融解履歴後の供試体状況２）

３．表面被覆工法の概要と施工事例
（１）表面被覆工法の条件

吸

潤すると、塗膜の強度低下、剥離に繋がる。
）
②耐磨耗性に優れた緻密な塗膜であること。（流水に
含まれる砂礫等の摩滅物質に強い、耐久性を持つこ
と。
）
③柔軟性のある塗膜であること。（コンクリートは膨

JIS K 7113

40%

さ JIS K 7215
水

率

75HDD

JIS K 7209

0.2%

体積固有抵抗 JIS K 6911
JIS K 7204 H - 10、1kg、
磨 耗 性
1000 回転
付

着

性

農業用水路の表面被覆工法に求められる条件には、
①吸水率の低い塗膜であること。（塗膜は水を含み膨

（ 210kg/ｃｍ2）

JIS K5600プルオフ法
（被塗物＝鋼材）

促進耐候性

2000hrｓ ウェザーメーター
（ - 20℃
70℃）
耐冷熱繰返性
100 ｻｲｸﾙ
ASTM G -14
耐 衝 撃 性
（ 膜厚 2.5mm）
耐 屈 曲 性

JIS G 3492

15

10 Ω・ｃｍ
50ｍｇ
7.8Mpa以上

（80kg/ｃｍ2以上）

変色少 し
異常 なし
39.2J
（4kg・ｍ）

38mm
キレツ無 し
異常 なし

張収縮を繰り返し動態である。水路では水中面と露

耐塩水噴霧性 JIS K 5600 2000hrs

出面に温度差が起き易く、露出面にひび割れが発生

耐陰極剥離性 ASTM G- 8 30日

12mmφ

し易い。
）

耐

湿

性

2000hrs 50℃ RH 95％

異常 なし

耐

酸

性

10％硫酸 20℃ 、1ヶ年
10％苛性 ソーダ 20℃、
1 ヶ年
3％NaCl 20℃ 、1 ヶ年

異常 なし
異常 なし

3％NaCl 50℃ 、1 ヶ年

異常 なし

性

JIS K 5400(10ヶ年 ）

異常 なし

耐 海 水 性

JIS K 5400(10ヶ年 ）

異常 なし

④塗膜乾燥が速いこと。（施工が１日で完了でき、養
生期間も短いことで、夜間水締切りの不都合がな

耐 アル カリ性

い。
）
⑤密着性が良いこと。（磨耗して凹凸状態だが、不陸
調整が行なえない場合もあるため、凹凸状態におい
ても密着性があること。
）
が、あると考える。
この条件を一般的な溶剤型塗料で満たすのは困難であ
り、無溶剤型ポリウレタン樹脂塗料の誕生によって、コ
ンクリート水路への塗装が可能になったと言える。

62︱ARIC情報№95ー2009

耐 塩 水 性
耐

水

異常 なし

* ここに 示 した 数値 は 代表値 であり 、 規格値 では ない 。

■産学連携セミナー講演集

OM水路ライニング工法の開発経緯については、新潟
大学工学部の研究「塗装流雪溝の流雪能力試験」に協力
したことから始まる。流雪溝とは、道路の側溝に河川等
から水を取り込み、自然の流水の運搬作用を利用して雪
の塊を流し、排雪する施設である。水源と勾配があれば、
比較的簡易に設置できる半面、コンクリートは親水性が
高いため、雪や氷が付着すると溝内が狭くなる。大量の
投雪で閉塞し、溢水する等の問題があった。
新潟大学では流雪溝内面に塗装を施すことによって、
雪処理能力を改善する研究をしており、数々の塗装材、
ライニング材で試験をした結果、ミゼロン塗装の摩擦係
数が一番小さく、雪処理能力は無塗装流雪溝に比べ2.64
倍も向上することが分かった。さらに、磨耗からコンク
リートを保護し、着雪、着氷がしにくく、凍害、閉塞解
消にも効果があった。
また、凍結防上剤（塩化カルシウム材）を含む流水に
も、耐薬品性を持つ塗膜で、コンクリートを保護出来る、
多くの付加価値を兼ね備えた水路ライニング工法を確立
した。
* WOM時間

200時間で屋外暴露１年に相当

294μｍ÷50年＝5.9μｍ／年と僅かである。

（３）塗膜の耐久性について

OM水路ライニング工法は、22年の実績を基に塗膜の

（図−１）チョーキングに伴う膜厚減少量

期待耐用年数40年を目指している。紫外線劣化（促進耐
候性試験）による塗膜物性の変化からも、長期耐久性を

ウェザーメータ試験と引っ張り強さ保持率

チョーキングに伴う膜厚減少量（図−１）では、１年
当たり5.9μｍと微量である。チョーキングとは、白亜
化（はくあか）とも言い、主に紫外線により塗膜表面が
劣化し、チョーク粉状になる状態である。

引張強度の保持率(％)

有することが分かる（図−１、図−２参照）
。
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塗膜物性の経時変化（図−２）では、促進耐候性試験
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5000時間（＝約25年相当後）の引っ張り強さ、伸び、
硬さの保持率を示した。結果からは、伸びがやや低下傾
向にあるが、引っ張り強さ、硬さの変化は僅かで実用上

ウェザーメータ試験と伸び保持率

全く問題ないと判断される。
伸びの保持率(％)

ているので紹介する（表−２〜４参照）
。
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ウェザーメータ試験と硬さ保持率
120

硬さの保持率(％)

また、実際に経年変化を見るための現地試験も行なっ
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（図−２）塗膜物性の経時変化
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（表−２）塗膜の付着強度試験（20年経過）
平均付着強度 （ N／mm2 ）

測点
A

3.56

B

2.65

* 試験方法

建研式付着試験器

（表−３）コンクリート圧縮強度試験（18年経過）
圧縮強度 （ N／mm2 ）

供試体
表面被覆無 し

40.2

表面被覆有 り

40.9

* 試験方法

JIS A 1107:2002 「 コンクリート からの コア
の 採取方法及 び 圧縮強度試験方法 」 に 準 拠

（表−４）コンクリート中性化深さ試験（18年経過）
供試体

中性化 の 深 さ 平均値 （ mm ）

表面被覆無 し

3.8

表面被覆有 り

0

* 試験方法

（写真−３）青森県内施工事例（完成）

JIS A 1152:2002 「 コンクリート の 中性化深
さの 測定方法 」 に 準拠

（表−２）「塗膜の付着強度試験」では、20年経過に
おいても付着強度としては十分な数値が維持されてお
り、ミゼロン塗膜とコンクリートの密着性、塗膜の水密
性が証明されたものである。
（表−３）
「コンクリート圧縮強度試験」では、表面被覆
の有無の差は大きくないものの、被覆の効果は現れている。
（表−４）
「コンクリート中性化深さ試験」では、劣化因子
を遮断することで、コンクリートを保護し水路の延命を図る、
樹脂ライニング系被覆材の特長が現れた結果であった。

（写真−４）青森県内施工事例（テント内作業中）

補足であるが、塗膜の硫黄浸透試験（硫黄の浸漬時間と浸
透深さ）
においても、ミゼロン塗膜への浸透は０数値であった。
このように、OM水路ライニング工法は、塗膜性能と
長期実績を伴ったコンクリートライニング工法である。
（４）寒冷地における施工事例

寒冷地施工事例を紹介する。

（写真−５）青森県内施工事例（テント仮設状況）

（写真−２〜５）は、青森県内の幹線水路施工事例で
ある。凍害対策に樹脂系被覆工法が選択され、寒冷地施
工実績が豊富な当工法が採用された。凍結融解作用によ
る損傷は一部目地付近で確認された。
（写真−２）青森県内施工事例（着工前）
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塗装範囲は内側壁面とへり部、及び、土かぶりのない

■産学連携セミナー講演集

外側壁面を土砂掘りをして覆うようにライニングした。

（写真−８）は、本文２.（３）において、施工後２

施工時期は非灌漑期の12月〜３月にあたり、風雪避け

年経過確認が行なわれた北海道内陸部の幹線水路であ

のテント養生と作業環境を５℃以上に設定するための給

る。凍結融解作用で脆くなったへり部をFRPライニング

熱養生がとられた。

で補修することが検討されていたが、フェンスを外し、

（写真−６〜７）は、長野県内の幹線水路施工事例で

型枠を組んで断面修復をし、FRPライニングするのでは、

ある。嵩上げコンクリートとライニングによる粗度係数

時間と工費が掛かり過ぎる。当工法は、フェンスを外さ

の改善で許容流量を増やすことが主目的であったため、

ず、サンドブラスト処理で脆いコンクリートをはつり、

既設側壁面だけが塗装範囲であった。

形状を選ばない吹付けライニングをすることで、早く安

防火水確保により断水出来ない水路であったため、水
路を半分に仕切り、通水しながら施工を行なった。
（写真−７）のコテ押さえ作業は、当工法の特色の一
つである。寒冷地において冬期に樹脂モルタル材を使用
することは、養生不良の不安が残る。また、夜間の水締
め切りは、水中ポンプの騒音で住民に迷惑を掛けること
もある。そのことから、不陸調整工（凹凸修正）を加え
るか否かは、協議事項とさせてもらっている。
本工事では、コンクリート表面の磨耗度合いが小さか
ったことで、樹脂モルタル工程は省略したものの、粗度
係数の改善目的から、コテ押さえによる凹凸修正を行な
った。
（写真−８）北海道内施工事例（へり部塗装）

（写真−６）長野県内施工事例（吹付け中）

（写真−９）北海道内施工事例（頭首工塗装）

（写真−７）長野県内施工事例（コテ押さえ中）

（写真−10）岐阜県内施工事例（頭首工塗装）
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価に工事が行なうことが出来た。
（写真−９）は、同じ場所の頭首工である。凍結融解
作用対策により塗装した。
（写真−10）は別地区の頭首工補修事例である。凍
害は特に見られなかったが、一級河川の頭首工で、躯体
の痛みも大きかった。樹脂モルタルで補修後、ライニン
グを行なった。本物件では、堰堤とエプロン部及び頭首
工下面部に塗膜の剥がれが生じた。原因は大型台風発生
時の洪水で、土石の衝撃を受けたものと考えられる。
（５）施工の留意点

品確工事に於ける三要素に留意すること。
①良い材料

（写真−11）国内最初に防食被覆したコンクリート槽
（25年間経過し、現在も使用中）

・凍結融解抵抗性があること。
・柔軟性が長期に亘り維持し得るか。
・強靭で緻密な塗膜であるか。
②良い設計
・材料特性を生かし、長期的視野で考察されている。
・コンクリート構造物が受ける気象条件（日射、温度
差、水分移動等）による挙動対処等、補修分野は確
立されていないことを前提に考える。
・劣化環境下では早期にコンクリート延命策を施し
（成人病予防対策に似る）、劣化進行速度を遅らせ
る。
③良い作業
・技術者が基本技能を身につけているか。
・被塗物のコンクリート性質、性状を知っているか。

（写真−12）ミゼロン塗装面の着氷試験
（室温-15℃、風3m/s、コンクリート面は白く着氷）

当工法も、水路ごとの状態を見極めながら、施工を行
なう必要があり、研究と技術向上に努めたい。
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