
12．保全管理 

 

12.1 基本事項 

12.1.1 保全管理の必要性 

基幹的水利施設の相当数は戦後から高度成長期にかけて整備されており、標準的な耐用年数を超

過するなど老朽化が進行し、突発事故や施設の機能低下が懸念されている。 

そのため、これまでの全面的な更新に代え、施設の監視・診断などによるリスク管理を行いつつ

施設の性能低下の状況に応じた補修・補強等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフ

サイクルコストの低減を図る保全管理の推進が必要とされている。 

保全管理の推進のためには、ストックマネジメントのプロセスの中で確認された施設の性能低下

状況や要求性能、使用環境条件等に応じて、適切な時期に補修や補強等の長寿命化対策を実施し、

低下した施設性能の回復又は向上を行い施設の長寿命化を図ることが重要である。 

 

12.1.2 機能と性能 

パイプラインは、農業用水を送・配水する目的を果たす機能を有し、これらの機能は水利用機能、

水理機能、構造機能に分類される。また、これらの機能のほかに農業水利施設全般に求められる安

全性・信頼性といった社会的機能がある。 

パイプラインの性能は、これら機能の発揮能力であり、漏水の有無、流量、たわみ量などといっ

た複数の性能指標で表すことができる。 

 

12.1.3 性能に着目した管理 

パイプラインの性能管理は、外形的な構造状態だけでなく、水利用機能、水理機能に関する指標

に着目することが重要である。 

(1)性能管理 

パイプラインは地中埋設構造物であることや、口径による診断調査の作業環境の制約等から、

構造機能に着目した管体の直接調査は、技術的、経済的に困難な場合が多い。また、圧力管路に

よる水利システムとして機能を発揮しているため、施設に生じた変状の程度がある閾値を超える

と急速に性能低下が進展し水利システム全体の機能の喪失（事故）に至る特性を持つ。 

(2)性能低下要因と変状の現象 

パイプラインの性能低下は、施設の内部要因、外部要因、その他の要因に影響されて進行し、

一般に、図-12.1.1 に示すような性能低下の原因と変状の現象・状態との関係を持つ。 

また、パイプラインの変状は、立地（埋設）条件、配管設計条件、管種別によって千差万別で

あるため、複数の要因に起因していることに注意を払う必要がある。 

なお、表-12.1.1 ではパイプラインの一般的な変状を示しており、写真-12.1.1、写真-12.1.2

では変状の状況写真を示している。 
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図-12.1.1  一般的なパイプラインの性能低下とその原因 
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表-12.1.1  パイプラインの変状の特徴 

変状の種類 変状の原因、内容 影響 

水
利
用
・
水
理
性
能
に
係
る
変
状 

漏水 

漏水は以下のような要因により発生する。 
・管体亀裂、破損、腐食孔。 
・継手部（接合部）の緩みや劣化。特に不同沈下箇所や

分岐管、弁類接合部は弱点になりやすい。 

また、継手タイプが古いもの、例えばゴム輪を使わな

いタイプは漏水を起こしやすいので、どのような継手

を使用しているか事前に把握しておくとよい。 

用水が無効に流失する。 

漏水箇所の地盤が緩み、管

路の耐久性、耐荷性の低下

を促進させる恐れがある。 

通水性能低下 

錆こぶや管体の変形・たわみ等により通水断面不足や粗

度低下が生じ、通水性能が低下する。 
現象としては通水量の低下、水圧の低下などとして現れ

る。 
なお、土砂やごみ、藻類などの異物の混入、あるいは水

理システム上の問題（空気連行等）による通水性能の低

下も多いので、管路の性能低下を原因としたものと区別

する必要がある。 

通水性能はパイプライン

の基本的な要求性能であ

り、これが大きく阻害され

た場合、受益者に与える影

響は大きいので、日常的に

通水性能の異常の有無の

把握に努める必要がある。 

構 

造 

変 

状 

・ 

劣 

化 

管体破損 

管路の支持条件の変化や腐食による管強度の低下から

周方向の管路折れや軸方向割れにより、管体が破損す

る。 

高水圧が加わる管路では、さらにその危険性が増大す

る。 

管路の破損規模が大きい

場合、周辺地盤の陥没や崩

壊による二次災害を引き

起こす危険性がある。 

ひび割れ 

過剰水圧や自動車荷重、あるいは不同沈下などによる荷

重の集中化等を原因として管体にひび割れが発生する。 

ひび割れの方向（縦断方向、横断方向）によって、管体

に加わる荷重の分布状態を類推することが必要である。

なお、コンクリート管では、鉄筋コンクリート構造物と

同様に、中性化や塩害といった劣化要因によってもひび

割れが発生する。 

漏水や管体破損を誘引す

る。 

変形・たわみ 

管体の支持条件の変化（地下水や漏水による砂基礎の流

失、埋設土の空洞化等）や自動車荷重等の上載荷重の増

大等によって変形、たわみを生じる。 

通水性能の低下やひび割

れ、管体破損の原因にな

る。 

継手部・接合

部の変状 

不同沈下や支持力不足により継手部に偏圧が加わる場

合に継手の緩みが発生する。施工不良による継手の緩み

もある。 

腐食性土壌に埋設されている場合、ゴム輪がバクテリア

に侵食されたり、高水圧に継手性能が追従できない場合

に継手部・接合部の変状が生じる。 

漏水の原因となる。緩みの

状態がひどい場合は、管の

抜け出しにより二次災害

の危険性もある。 

沈下・蛇行 
不同沈下や地盤の緩み、地震により管路の沈下・蛇行が

生じる。 

通水性能の低下、管体強度

の低下の原因になる。 

管内面腐食 

腐食性の用水が通水されている場合に内面の腐食が発

生する。また、内面塗膜が流水摩耗等によって経年劣化

した場合も内面腐食を起こしやすい。 

通水性能の低下、錆こぶ、

貫通孔などを発生させる。

管厚が減少し、耐荷性が低

下する。 

管外面腐食 
主に水質、土壌の腐食性によって外面腐食が発生する

（PC 管のカバーコートモルタル等の腐食）。 

管厚の減少により耐荷性

が低下する。 
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その際、調査の結果により判定できる機能保全コストの縮減やリスクの軽減といった効果と、調

査に要する費用等が見合うものであるか、との視点での検討も必要である。 

機能診断調査は、以下に示す 3 段階の調査を基本とし、施設の重要度、水利用システムの観点、

管種ごとの主要な変状及び劣化特性を踏まえて、合理的に調査を実施する。 

(1)事前調査 

事前調査は、設計図書、管理・事故・補修記録等の文献調査やデータベースの参照、施設管理

者からの聞き取り調査等により、施設の重要度評価やリスクの把握に必要な情報を含む機能診断

調査に関する基本的情報を効率的に収集し、現地踏査や現地調査をどのように実施するか等を検

討する。 

①パイプラインの名称、所在地、設計者及び施工者 

②竣工年月 

③通水開始年月 

④設計内容 

⑤施工内容 

(2)現地踏査 

現地踏査では、専門的な知見を有する技術者が巡回目視により対象施設を調査することにより、

埋設管の地上状況確認、露出配管（水管橋）・附帯施設（通気施設・保護施設・調整施設等）の

外観調査等を行うとともに、劣化要因の推定を行う。これらを踏まえ、現地調査の単位、定量的

な調査項目等を決定しつつ、安全対策の必要性の有無等、現地調査の具体的な実施方法を検討す

る。 

現地踏査に当たっては、以下の点に留意して巡回目視を行う。 

①地盤の陥没、崩壊、漏水痕跡の有無 

②水管橋、その他露出配管部の変状 

③調整水槽本体、その他配管施設・バルブ等の変状 

④サイホン部の河床低下、露出の有無 

⑤空気弁等のバルブ類の外観及び作動状況、計器類の状況（故障の有無） 

⑥埋設位置の地上部の土地利用状況 

⑦重要構造物や避難施設、宅地の有無 

また、現地調査に向けての準備として 

⑧制水弁工等、簡易流量計の設置可能な場所の確認 

⑨分水工、調圧施設等の管内への進入可能な場所の確認 

⑩管内面調査地点の概定及び安全対策 

(3)現地調査 

現地調査は、事前調査、現地踏査で得られた情報、施設の重要度や経過年数等を踏まえ、適切

な調査範囲において実施するもので、施設の性能低下状態やその要因について定量的な調査を行

う。なお、調査については、漏水試験、水圧調査、流量調査等を地上から間接的に実施する定量

調査（間接的定量調査）のほか、近接目視、計測、試験等を管内等から直接的に実施する定量調

査（直接的定量調査）を必要に応じて組み合わせて行う。 
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12.2.2 機能診断評価 

機能診断評価は、施設の状態、劣化状況を把握するとともに機能診断調査の結果明らかとなった

「施設状態」に基づき、対象施設の「健全度評価」を行う。 

健全度評価は、主に構造性能に係る指標に基づいて、対象施設の変状がどの程度のレベルにある

かを総合的に評価することを基本とするが、状況に応じて水利用性能、水理性能に係る指標も合わ

せて考慮する。 

 

 

12.3 パイプラインの補修・補強等の対策工法 

パイプラインの補修・補強等の対策工法の検討に当たっては、農業用管路として必要な性能や機

能、目的、現場条件、耐久性、維持管理対策、施工の難易度、経済性等を総合的に勘案し、技術開

発の動向や経験のある技術者の意見等を聴取して適切に計画する必要がある。ここでは、補修・補

強技術の基本的な考え方や、留意点を示すものである。 

パイプラインの補修・補強等の対策工法は、発展途上の新しい工法も多く、施工実績が少ないも

のもある。このため、補修・補強後の経過年数も短く、技術的評価が定まっていないものや、統一

された品質基準も規定されていないものがあるのが現状である。したがって、今後、補修・補強技

術を体系的に整理し活用して行くためには、試験施工やそのモニタリング等を通じた技術情報の蓄

積、技術開発・研究の進展状況等を踏まえて検討していく必要がある。 

なお、補修補強における用語の定義は次のとおりとする。 

【用語の定義】（農業水利施設の機能保全の手引き） 

補修：主に施設の耐久性を回復又は向上させること。 

補強：主に施設の構造的耐力を回復又は向上させること。 

改修：失われた機能を補い、又は新たな機能を追加すること。 

更新：施設又は設備を撤去し新しく置き換えること。なお、施設系全体を対象とした場

合は、施設系を構成する全施設を更新する場合だけではなく、補修、補強等を包

括して行うことも更新という。 

 

12.3.1 パイプラインの対策工法 

機能診断調査・評価の結果を勘案し、施設の状態に応じた機能保全の対策を検討する必要がある。

対策の必要性が判断された施設については、施設の性能低下要因、低下の状態を十分に把握し、耐

荷性等の構造性能や管路の水密性、通水性等の水理機能の要求性能に適合した工法・材料を選定す

る。パイプラインの代表的な対策工法を表-12.3.1 にとりまとめた。 
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表-12.3.1 パイプラインの対策工法 

工法名 各工法の特徴 

補
修
・
補
強
・
改
修
工
法 

補
修
・
補
強
・
改
修
工
法 

管路更生工法 

鞘管工法 
・既設管内面から新たに管を構築し、管路の耐荷性や通
水性等を回復又は向上させる工法。 

・下水道分野の技術として開発、実用化されたものが多
いため、適用に当たっては、圧力管路である、単位施
工距離が長い、平面・縦断的な屈曲部が多いといった
農業用パイプラインの特徴に留意する必要がある。 

反転工法 

形成工法 

製管工法 

補
修
工
法 

止水工法 
止水バンド
工法 

・継手からの漏水に対する応急対策として利用されている
例が多い。 

・長期耐久性の検証が十分ではないため、長期にわたり使
用する際は、緩み等の状態確認を行う必要があることに
留意する。 

   注）農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル(パイプライン編)(案)（平成 29 年 4

月）で示された施工実績の多い工法を示す。 

 

12.3.2 対策工法の検討における留意事項 

パイプラインに適用する対策工法はさまざまなものがあり、実績が少なく信頼性に乏しいものも

あることから、類似の工法の実績などの情報を可能な限り加味して、適切な対策工法の選定を行う。 

(1)対策工法の選定における留意点 

対策の必要性があると判断された施設については、調査・評価により施設の劣化の要因、程度

を十分に把握し、管路の水密性、通水性等の水理機能、耐荷性等の構造機能に適合した工法・材

料を選定する。工法選定に当たっての留意点は、以下のとおりである。 

① 対策工法は、施設個別の施工条件、使用環境条件に留意し、早期の再劣化、施工時の不具合

の生じることのない工法を選定する。また、開削工法が可能な場合には、開削・非開削工法の

両者について経済比較を行い、総合的に検討する。 

② 対策工法は、当該施設の劣化状況を考慮し、必要とする性能を有する工法・材料を選定する。 

③ 対策工法は、現場条件（施工時期・期間、周辺環境等）を考慮し、性能が確保できる工法・

材料を選定する。 

④ 対策工法の選定に当たっては、経済性や周辺環境に配慮することが重要であり、また、長寿

命化対策技術の発展のために新技術の活用を積極的に検討することが望ましい。 

(2)対策工法の要求性能における留意事項 

農業用管路の特性を踏まえ、施設の性能低下要因、低下の状態を十分に把握し、管路の水密性、

通水性等の水理機能、耐荷性等の構造機能の要求性能を満足していることを確認するために性能

照査を行うことが重要である。性能照査試験は、適正な試験結果を得るために、公的機関等の第

三者機関において確かめられたもの、又は立会試験で確認し、慎重に検討する必要がある。 

(3)対策工法の設計における留意事項 

a.設計手法 

対策工法には、既設管の強度を期待しない構造（改修工法）、既設管の強度を期待する構造

（補強・補修工法）等、工法により設計手法が異なるため、適用条件等を十分に把握した上で
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構造検討を行う必要がある。 

b.通水能力・流速係数の改善（管壁面の摩耗や、土砂堆積による通水能力の低下への対策） 

非開削工法による対策工法を行う場合、通水断面が縮小されることが多いため、必要な通水

能力が確保されることを確認する必要がある。 

また、農業用管路は屈曲部が多いなど複雑な管路形状である。対策工法の一部には屈曲部に

シワが発生し、通水断面積が縮小されるもの等もあるため、注意が必要である。 

c.水密性の改善 

農業用管路は下水道と異なり、内圧が作用する。このため、設計水圧に対しても安全性を十

分検討の上、対策工法を選定する。 

d.既設構造物への影響 

対策工法を行うと従前の通水状況が変化する場合がある。この場合、必要水位が低下する等

の課題が生じる可能性も懸念される。したがって、スタンド、分岐工、弁類等の施設機能への

影響のないことを確認することが必要である。 

e.施工条件 

対策を行う区間の周辺環境によっては作業スペースが制限されることがあるため、現地条件

の把握等が重要である。また、通水条件が、工法選定、施工計画に大きく影響する。このため、

工事の実施に際して断水が可能か確認し、断水ができず通水する場合には通水量、通水期間等

について検討することが必要である。 

f.維持管理 

対策工法の実施に合わせ、以降の点検、維持管理等が容易にできるような管理施設を設ける

等の検討も必要である。 

 

12.3.3 対策工法の施工後のモニタリング 

(1)モニタリングの目的 

対策工法の施工後のモニタリングは、対策工法の効果が期待される期間中、備えるべき性能（要

求性能）を確認することを目的として実施する。 

(2)モニタリングの実施 

モニタリングは、供用開始後の状況変化、当初品質の維持状況を継続的に把握し、性能等を検証

するものであり、施工後に行う。 

(3)モニタリングの手法 

モニタリング手法は、対策工法の機能を損ねる異常箇所、すなわち隆起、断面積の減少等の有無

を外観観察する。 

また、モニタリングは対策後のパイプラインのウィークポイント（例えば、既設管の変状部、端

部処理部、補修箇所、河川横断部のような変化点がある箇所等）を踏まえ実施する。管路更生工法

のモニタリングは、目視又は管内カメラによる管路内調査（計測、打音調査を含む）が基本的な調

査手法として挙げられる。 

(4)モニタリング記録・管理 

モニタリングの結果は、直接測定及び撮影記録により結果を記録する。これらの調査結果は記録

媒体で記録し管理する。 
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