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要約：老朽化した水路の補修工法として，FRP（Fiber Reinforced Plastic）を用いた補修工法の評価を行

った。素材の評価として，耐候性，耐食性，水質の安全性，物性評価として，耐衝撃性，耐ひび割れ性，

耐摩耗性，水路の機能評価として，改修後の粗度係数の測定と補修工法の耐用年数の検討を行った。その

結果，本工法は水路の補修材料として十分な強度を有しており，水路の補修工法として使用できる材料で

あった。また，水路内側に施工するので通水断面が小さくなるが，補修材の粗度係数がコンクリートより

小さくなるので，当初の水路機能が維持できることが分かった。 
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１． はじめに 
 近年，農業用水施設の老朽化が進み，新設するほどでは

ないが，コンクリートのひび割れや基礎の不等沈下などが

原因で漏水するなど，水路の補修や改修を求める声は多い。

特に水路機能は低下していないが，材料が劣化している水

路では，水利用形態の変化や農地面積の減少などの影響も

あって，全面改修より費用負担が少ない水路内面の改修が

行われることが多い１）。水路の損傷としては，コンクリー

ト表面の摩耗，あるいは凍結融解による材料の劣化，コン

クリート打ち継ぎ部の損傷やひび割れ等による漏水など

があげられる。 

水路の補修工法では，防水性や耐久性を向上させるだけ

でなく，設計当初より水路機能が低下しない工法が求めら

れる。一般的な補修工法としては，①表面処理工法，②注

入工法，③充填工法，④部分交換工法などがある。本報告

では，施工期間が短く，改修費用が安価で，安全性の高い

工法として，FRP（Fiber Reinforced Plastic）を補強・補

修材に用いたライニング工法を取り上げ，物理的強度，施

工性，水路機能性などから，水路補修工法としての妥当性

を検討したので報告する。 

 

２．補修工法の特徴 
 FRP ライニング工法は，補修の必要なコンクリート面に

ガラス繊維マットを張り付け，この上に不飽和ポリエステ

ルを主成分とした樹脂を含浸させ，現場で強化プラスチッ

クを形成する工法である。この工法は，コンクリートが中

性化して部分的な剥離やひび割れが発生し，ここから漏水

している水路の補修には有効な工法である。さらに，現在

の水路形態が維持できるだけでなく，内側に FRP を貼る

ことで通水断面積が減少するが，仕上がり面の平滑度が高

く，コンクリートより FRP の粗度係数が小さくなり，設

計当初の機能を十分回復できる工法である。また，コンク

リートが部分的に削られ剥離した場合でも，充填物で補強

して FRP を施行するので，水路自体の補修機能もある。

さらに，年間を通して施工出来ることや，樹脂が短時間に

硬化し施工が早いこと，均一な厚さの防水防食層を形成出
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来ること，下地の乾燥が十分でない場所でも施工出来る事

など，状況に応じて施工が可能である。そこで，本報告で

は，本工法に用いる材料の物理的な検討及び，水路機能の

改善評価を行ない，FRP ライニング工法の妥当性について

検討を行なった。 

 一般的な施工手順としては，①コンクリート面の下地処

理，②ガラス繊維マット貼り付け，③樹脂の塗布，④含浸・

着色，⑤上塗材の塗布の順番で行うが，コンクリート水路

に段差や剥離，打ち継ぎ目などにひび割れや漏水がある場

合は，下地を平滑にするために樹脂モルタルの塗布や，目

地部にはシーリング材を充填して絶縁テープで補修する

などの下地処理も可能である。また，端部やパイプ部など，

水路内の形状が異なる部分の処理は，防水防食材を巻き込

んで端部のシーリング処理を行ない，漏水を防止すること

が可能である。さらに，樹脂の硬化速度を調整することが

出来るので，一般に通年施工が可能な工法であるが，季節

による施工期間の違いはほとんどなく，通年施工が可能で

ある。 

３．補修工法の評価 
FRP ライニング工法は，補強材にガラス繊維マットを用

い，樹脂を含浸させて約２mm 厚の防水防食層を形成する

工法である。本工法で検討すべき課題は，水路に用いる材

料としての強度評価，耐久性の有無，水質に対する安全性，

施工後の水路としての機能評価である。そこで，水路素材

の評価試験としては，耐候性，耐食性，樹脂による水質の

安全性の検討を行なった。材料の物理性評価試験としては，

耐衝撃性，耐ひび割れ性，耐摩耗性の検討を行なった。水

路の機能評価試験として，改修後の粗度係数の測定と補修

工法の耐用年数の検討を行った。FRP ライニング工法に用

いた素材としては，ガラス繊維マット，不飽和ポリエステ

ル樹脂，防水絶縁シートである。補修工事の手順としては，

①コンクリート下地の洗浄，②ひび割れや欠け等の補修，

③下地処理材の塗布，④ガラス繊維の張付け，⑤不飽和ポ

リエステル樹脂の塗布，⑥含浸・脱泡，⑦中塗り材塗布，

⑧上塗り材塗布の順で行う。なお，ひび割れの大きい場所

や目地部については，下地処理後に絶縁テープを施工し，

施工目地や伸縮目地の動きに対応出来るように処置する。

今回各種実験に用いた試料は，既成品のコンクリートパネ

ルに現場と同じ手順で施工した FRP 材を用いた。試験方

法は，表１の通りである。 

 

(1) 素材評価試験 

水路素材の評価試験としては，耐候性，耐食性，衛生安

全性試験の検討を行った。 

 耐候性の検討は，サンシャインウエザオメーターを用い

て色彩の変化を調べる試験を行なった。試験時間は，最長

2000時間でこれは屋外に設置した場合の12年間に相当す

る紫外線量である。評価は色彩色差計を用い，未使用材料

との色差（ΔE）で評価を行った。試験は，供試体作成後，

25℃の条件下で 7 日間養生を行った後に実施した。試験結

果を見ると，2000 時間における色差はΔE＝6.00 で，本

材料は紫外線の影響を受け色彩が変化する可能性がある

  
 

 規        格 

耐候性 サンシャインウェザロメーターJIS B7753 に規定する試験機 

耐食性 ガラス繊維強化プラスチック製浄化槽構成部品 JIS A4101 に準拠 

JWWA K 149（2004） 水道用コンクリート水槽内面 FRP ライニング

材料規格 

JIS K7209 プラスチックの吸水率の求め方 

安全衛生性 JWWA K 149（2004） 水道用コンクリート水槽内面 FRP ライニング

材料規格 

厚生労働省令第 15 号第１条 17．ハ水道施設の技術的基準を定め

る省令による規格 

変異原性試験 

耐衝撃性 規定なし 

耐摩耗性 ＪＩＳ K 7204 摩耗輪によるプラスチックの摩耗試験方法 

クラック追従性 規定なし 

コンクリートとの接着性 JIS5600-5-7 に規定する試験機にて測定  

耐久性 JIS K７０５４ ガラス繊維強化プラスチックの引張試験方法 

 

表 1 各種試験方法 



事を示した。しかし，試験片を見ると保護層の機能には問

題なく，防水層にも剥離などの現象が見られなかったこと

から，必要な耐候性は有していると判断できる。 

 耐食性は，各種薬品に対する抵抗性を判断する試験で，

薬品の濃度とそれが適応出来る温度で決まるが，農業用水

路等の一般水路で施工する場合は，農業用水の水質基準な

どに準拠した水が流れていると判断できる。そこで，各種

薬品の耐食性試験を行ったが，通常の農業用水などでは，

耐食性に問題がないことが分かった。 

 安全衛生性としては，本工法で補修された水路を流れた

水が，上水道や農業用水に用いられることを考え，水道用

コンクリート水槽内面 FRP ライニング材料規格（JWWA 

K 149（2004））および，厚生労働省令第 15 号 1 条 17

ハに定める水道施設の技術的基準を定める省令による規

格試験，樹脂が細胞に突然変異を起こさせガンなどを発症

させる可能性を検討する突然変異誘起性の試験，硬化させ

た防水防食層にカドミウムや鉛などが含有されてないか

を調べる試験，重金属の溶出の有無を調べる試験（器具及

び容器包装規格試験（合成樹脂））を行った。これらの FRP

ライニング層の溶出試験や浸出性試験，突然変異誘起性試

験等は財団法人日本塗料検査協会に委託し，器具及び容器

包装規格試験（合成樹脂）は日本食品分析センターに委託

した。試験結果を見ると，いずれも，本補修工法で用いる

材料は安全であることが確認できた。従って，本補修工法

は上水道や農業用水路に用いても人体等の安全性に問題

が無いと判断出来る。 

 

(2) 物理性評価試験 

FRP の物理性評価試験として，耐衝撃性，耐摩耗性，

耐ひび割れ追従性，コンクリートとの接着性の検討を行っ

た。水路内の流下物としては，大きいもので流木等が考え

られるが，一番被害が大きいのは，流水内に含まれる砂に

よる摩耗である。そこで，FRP 板の耐衝撃性，耐摩耗性の

検討を行った。耐衝撃性試験は，基準がないことから，コ

ンクリート板に FRP を張った状態で，2m の高さから 1kg

の鉄球を落下させ，ひび割れの有無で比較検討した。その

結果，コンクリート板単体では破損したのに対し，FRP

を張ったコンクリート板ではひび割れが認められず，高い

耐衝撃性を有していると判断できた（写真１）。 

耐摩耗性の検討は，流水に含まれる砂などで流水試験を

行っても，短期間に評価できないことから，耐摩耗性試験

は，JIS K 7204（摩耗輪によるプラスチックの摩耗試

験方法）に準拠し，テーパー型摩耗試験機（写真２）を用

い，摩耗輪は CS－１７，荷重は 1kg 載荷で試験を行った。

そして摩耗減量を測定し評価した。本試験では，FRP 板と

防水に使われているエポキシ板で比較した。その結果，図

１に示すように，回転数が増えるにつれて摩耗量も増加す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 テーパー型摩耗試験機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 摩耗試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 落球試験結果（左：表面，右：裏面） 
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るが，2000 回転終了後でも，摩耗減量が 0.12ｇ程度でほ

とんど摩耗していないことが分かる。また，エポキシ樹脂

板と比較すると，FRP 板は摩耗減量が少ない結果を得たこ

とから，耐摩耗性が高いといえる。 

 FRP で補修した水路では，補修後に他の要因でコンクリ

ートが破損した場合，FRP のひび割れや浮きが発生する可

能性がある。そこで，FRP のクラック追従性とコンクリー

ト板への接着性について検討した。クラック追従性試験で

は，鋼板に FRP ライニングをおこない，25℃の条件下で

7 日間養生した後に，振幅長さ 0.5ｍｍ，振動サイクル 300

サイクル/分でひび割れ疲労試験を 10,000 サイクル行ない

評価した（図２）。このとき，FRP 工法で用いられる下地

処理として，ひび割れ箇所に絶縁テープを張り下地の動き

が直接 FRP 板に伝わらない処理をした材料と，下地処理

をしない材料で比較検討した。その結果，どちらの供試体

も 10,000 サイクルでは FRP に異常は見られなかった。 

本工法はコンクリートに FRP を接着させる工法である

ことから，コンクリートとの接着性について評価をいった。

試験方法は，建研式接着強度試験機をもちいて行った。試

験条件は乾燥状態と湿潤状態で行った。その結果，表２に

示すように，乾燥状態の接着強度は 2.74MPa，湿潤状態

では 2.81MPa と高い値を示した。また，破壊状態はいず

れも下地コンクリートが破壊されており，十分な接着強度

があったことを示している。また，劣悪条件を考え，凍結

融解試験後の接着強度を検討した。凍結融解試験は ASTM 

C 666-75 で行い，試験条件は凍結-18℃，融解+5℃で 40

サイクルと 80 サイクル後に接着試験を行った。その結果，

凍結融解試験前に行った供試体より強度が低下したが，破

壊試験状況からも接着強度が十分あると判断できた。 

 

(3) 機能性評価試験 

水路を改修する場合，本工法のように，水路内側に補強

材を接着させ機能を維持する工法では，当初の計画時より

改修後の通水断面積が小さくなる。従って，設計時の粗度

係数より大きな数値を示した場合，水路送流能力が小さく

なり機能が低下する。そこで，図３に示す水路で粗度係数

の測定を行った。水路は全長 12m で，水路の側壁と河床

に FRP を貼付けたコンクリート板を設置した．また，現

場に即した状況を再現するため，補修板には一定間隔で幅

5mm の目地を設けた．水路断面は矩形で，水路幅 0.285m，

水路高 0.35m である．補修板を設置した試験区間内には 4

台のポイントゲージを設置し，各地点の水深を測定した．

区間長は，P1～P2区間が 1.840m，P1～P3区間が 3.625m，

P2～P3区間が 1.785m，P2～P4区間が 5.429m，P3～P4区

間が 3.644m である．通水試験は，表３に示すように，流

量と河床勾配を変化させて行った．流量は，概ね 0.4，0.6，

0.8，1.0m3/min の 4 段階，河床勾配は，1/500，1/625，

側面図 

 
 
上面図 

 
 

 

図３ 粗度係数の測定に用いた水路の概要 

 

表 3 粗度係数の測定条件 

流量（m3/min） 河床勾配 

0.4  1/500  

0.6  1/625  

0.8  1/833  

1.0  1/1000  

 

表４ 粗度係数の測定結果 

サンプル数 176 

粗度係数 0.011 

標準偏差 0.001 

Fr 数  0.62～0.95 

 

 
 
 
 
 

図２ ひびわれ疲労試験の概要 

 

表２ ひびわれ疲労試験結果 

 

 

破壊状態

下地コンクリート破壊

下地コンクリート破壊

乾燥状態コンクリート板

湿潤状態コンクリート板

接着強度(MPa)
2.74
2.81

1.840m 目地幅
0.005mP1P2P3

P4

勾配（1/500～1/1000）

L=12.000m

三角堰

（JIS規格）

B0=0. 600m

L=12.000m

LT=0.900m
目地幅
0.005m

1.785m3.644m



1/833，1/1000 の 4 段階に設定し，計 16 通りの条件下で

粗度係数，Re 数，Fr 数を計算し，マニングの公式から粗

度係数を求めた。 

 実験結果は表４の通りである。FRP を用いた水路の平均

粗度係数は ｎ＝0.010（標準偏差 0.001）で，コンクリー

トフルーム水路の一般的な粗度係数 ｎ＝0.015 に比べる

と小さな値を示している（農林水産省農村振興局，20012））。

従って，本工法で補修を行った場合，水路断面が小さくな

っても粗度係数も小さくなることから，当初の通水機能を

維持できる水路になると思われる。 

 耐用年数はＦＲＰの耐久性を評価することで検討でき

る。本試験では，施工 17 年経過した防水防食層と未使用

の FRP 板との引張強度を比較検討した。その結果，施工

17 年経過した供試体は，未使用の供試体に比べ，引張強

度と引張弾性率は 20％小さくなっていたが，防水防食層

としての機能は確保されており，十分使用に耐える材料で

あることが分かった。 

 

４．まとめ 
 本研究は，建物等の屋上防水などに利用されているＦＲ

Ｐ防水工法を用い，コンクリート等の劣化で漏水を起こし

ている水路などに適用した場合の諸問題について検討を

行った。その結果，内側にＦＲＰを張り付けることで，通

水断面が減少するが，補修材の粗度係数が設計当初より小

さくなることから，当初設計した水路機能を維持できると

考えられる。また，水路として必要な物理的条件，化学的

条件等もクリアー出来た。また，耐用年数等も十分あると

判断し，本工法は水路の補修工法として適していると考え

る。 

 

５．おわりに 
 現在，多くの農業用水路が改修補修の時期を迎えている

が，新たな構造物を作る環境にはない。そこで，維持管理

が容易で従来機能を保全できる補修工法が求められてい

る。農業土木の発展に寄与出来れば幸いである。本研究を

行うに当たり，ご助力いただいた多くの学生に御礼申し上

げる。 
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