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工 法 仕 様
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１．工法の概要 

ＱＰ２工法は、老朽化した農業用水路及び排水路の表面を補修する工法です。 

老朽化したコンクリート水路を取り壊すことなく、水路の内面に緩衝材を挟んでＦＲＰＭ板を  

アンカーボルトで固定し、板同士の継ぎ目部に目地材をシーリングするだけの簡便な工法で水路を

美しく、新しく蘇らせることが出来ます。 

またアンカーボルトで固定することにより、水路の形状は問わない、万能タイプの工法とも言え

ます。 

２．工法の特長 

ＱＰ２工法の特長には次のようなものが考えられます。 

  特長①：軽量である 

        ＦＲＰＭ板の重量は、コンクリート板の約 1/3～1/4 と、非常に軽量なので、人力で運搬

できます。 

  特長②：施工性に優れる 

湿潤状況下での施工が可能なので、天候や現場状況に左右されにくい工法です。現場での

切断や穴開け加工等も市販の工具で容易に行うことができます。また、簡便な工法である

ため、作業スピードが早く、工期短縮やコスト縮減にもつながります。 

  特長③：水理特性に優れる 

表面が平滑で水理的に優れており、改修後に水路断面が縮小されても、既設水路と同等

又はそれ以上の水量を確保することが可能です。 

種   類 マニング粗度係数 

ＦＲＰＭ管※ ｎ＝０．０１２ 

ＦＲＰＭ板（実測値）   ｎ＝０．０１０以下 

コンクリート（現場打ちフルーム等）※ ｎ＝０．０１５ 

               ※土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」から引用 

特長④：耐候性に優れる 

      ＱＰ２工法に使用するＦＲＰＭ板と目地材は、紫外線による強度劣化が少ない材料を使用

しています。 

  特長⑤：耐摩耗性に優れる 

      コンクリートに比べて耐摩耗性が優れているため、滑らかな表面を保つことが出来ます。 

  特長⑥：環境に優しい 

      既設水路を使用するため、廃棄コンクリートや残土等が発生しません。 

また、目地材は、ソーセージ型チューブタイプを採用しているため、従来の数分の１のゴ

ミ量で済みます。 
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３．工法の基本仕様 

３．１ 使用材料 

  ＱＰ２工法に使用する材料は、表Ⅰ－1のとおりです。 

表Ⅰ－1 主な使用材料

材料名称 材質又は形状 

強化プラスチック複合板 

(ＦＲＰＭ板) 

板厚：8mm 

材質：ＦＲＰＭ 

質量：16kg/m2 

最大成形寸法：1m×2m 

金属拡張式アンカー 
材質：SUS304 

サイズ：M8×60L 

目地材 

材質：１成分湿気硬化型 

ウレタン系

形状：ソーセージ型チュー

ブタイプ 

緩衝材 

材質：発泡 PE 

厚さ：10mm 

定尺：1m×1m 

発泡倍率：20倍 
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３．２ 基本仕様及び適用範囲 

  ＱＰ２工法の基本仕様及び適用範囲は、表Ⅰ－2のとおりです。 

表Ⅰ－2 基本仕様及び適用範囲 

項目 適用範囲（※健全度指標より）

Ｓ－３，Ｓ－４

Ｓ－３，Ｓ－４

Ｓ－３，Ｓ－４

基本仕様

現場打ち開水路,排水路

ベンチフリューム

矩形水路

対象水路

※健全度指標については、「農業水利施設の機能保全の手引き」より引用しています。 

４．ＦＲＰＭ板の構造 

４．１ 構造

  ＦＲＰＭ板とは、表面にＦＲＰ層、中間部に樹脂モルタル層を配したサンドイッチ構造で、プレス

成形した板です。 

  ＦＲＰ：ＦＲＰは強化プラスチックと呼ばれ、 

熱硬化性樹脂を高強度ガラス繊維で 

強化したものです。 

  樹脂モルタル：樹脂モルタルは、厳選した骨材を 

熱硬化性樹脂で硬化したポリエステル 

コンクリート(略称：ポリコン)であり、 

圧縮強度がセメントコンクリートの数倍にもなります。 

４．２ 色 

  色はグレーとし、樹脂自体に着色しています。 

５．ＦＲＰＭ板の特長 

５．１ ＦＲＰＭ板の性能

    ライニングに使用するＦＲＰＭ板の厚さ及び強度は表Ⅰ－3に示すとおりです。 

表Ⅰ－3 ＦＲＰＭ板の物性値 

項目 物性値

板厚 8mm

曲げ強度 100MPa

曲げ弾性率 13.7GPa



5

５．２ ＦＲＰＭ板の粗度係数 

ＦＲＰＭ板の粗度係数は、規格等では明確に定められていませんが、同材質のＦＲＰＭ管の粗度係

数は、最も小さな材料として定義付けられています。 

ここでは、ＦＲＰＭ管の粗度係数と実際実測したＦＲＰＭ板の粗度係数を紹介します。 

表Ⅰ－4 粗度係数 

引　用　規　格 粗度係数　n

土地改良事業計画設計基準

設計「水路工」基準書　技術書

日本下水道協会規格 JSWAS K-2

下水道用強化プラスチック複合管

山海堂　パイプラインハンドブック

強化プラスチック複合管

財団法人災害化学研究所 0.00850～

粗度係数測定結果 0.00973

0.012

0.010

0.009

５．３ ＦＲＰＭ板の耐摩耗性 

 1) 促進試験による耐摩耗性 

 ① 要求性能 

 「農林水産省農村振興局整備部設計課施工調整室」発行の「農業水利施設の補修・補強

工事に関するマニュアル【開水路補修編】(案)」に規定された「アンカー固定方式パネル

工法」の品質規格の照査方法に基づいて行った耐摩耗性の促進試験結果について報告しま

す。表Ⅰ－5に当マニュアルによる要求性能及び品質規格について示します。 

表Ⅰ－5 耐摩耗性に関する品質規格

要求性能項目 品質項目 照査方法 品質規格値  

耐摩耗性 摩耗深さ 表面被覆材の水砂噴流摩耗試験(

案)(20時間経過後※) 

標準供試体に対する平均摩耗

深さの比が0.5 以下  
※補修の効果が期待される期間を 40年とした場合の例を示します。 



6

② 試験方法 

        耐摩耗性試験は前述のマニュアルに基づき，以下の方法で公的機関（島根大学・施設機

能工学研究室）に依頼して行いました。 



7

③ 試験結果 

以下に試験結果を示します。 

以上より，①～③のいずれの供試体もマニュアルに定められた標準供試体（島大 JIS）に対する平

均摩耗深さの比率が 20時間後においても品質規格値の 0.5 以下を満足し，補修の効果が期待される

期間が 40年以上であることが確認されました。 
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 2) ＦＲＰＭ管と他管種の比較による耐摩耗性 

ＦＲＰＭ板と同材質のＦＲＰＭ管、コンクリート管及び鋼管を比較した試験結果が各試験機関

で報告されています。その結果を表Ⅰ－6に示します。 

表Ⅰ－6 耐摩耗性 

試験場所 建設省 農林省農業土木試験場 新エネルギー財団

試験年度 昭和46年 昭和48年 昭和57年

試験方法 羽車回転式 管回転式 管路による実証

試験速度 6m/s 0.72m/s 10m/s

試験時間 3時間 6ヶ月 50サイクル

粒　　径 1.2～5mm 1.2～5mm 平均2.6mm

FRPM管の摩耗量は FRPM管の摩耗量は FRPM管の摩耗量は

鋼管の1/4ｺﾝｸﾘｰﾄ管の1/12 鋼管の1/10ｺﾝｸﾘｰﾄ管の1/50 鋼管の1/30
摩耗量

ＦＲＰＭ板はＦＲＰＭ管と同材質であるため、耐摩耗性に優れていると言えます。

５．４ ＦＲＰＭ板の耐久(耐候)性 

 1) 促進試験による耐候性 

 ① 要求性能 

 「農林水産省農村振興局整備部設計課施工調整室」発行の「農業水利施設の補修・補強

工事に関するマニュアル【開水路補修編】(案)」に規定された「アンカー固定方式パネル

工法」の品質規格の照査方法に基づいて行った耐候性の促進試験結果について報告しま

す。 

表Ⅰ－7に当マニュアルによる要求性能及び品質規格について示します。 

表Ⅰ－7 耐候性に関する品質規格

要求性能項目 品質項目 照査方法 品質規格値  

耐候性 紫外線による劣化 JSCE K 511 

サンシャイン2400時間※

膨れ、ひび割れ、剥がれ、変

形がないこと  
※補修の効果が期待される期間を 40年とした場合の例を示します。 
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② 試験方法 

       耐候性試験は前述のマニュアルに基づき，以下の方法で公的機関（地方独立行政法人・東

京都立産業技術研究センター）に依頼して行いました。 

 ③ 試験結果 

          以下に耐候性試験の結果を示します。 

以上より，マニュアルに定められた品質規格値を満足し，補修の効果が期待される期間が 40

年以上であることが確認されました。 
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2) 追跡調査による耐候性 

ＦＲＰＭ板水路ライニング工法は、20 年前から納入施工実績があり、その追跡調査結果から   

耐久(耐候)性を評価します。 

       [追跡調査]

施 工 主：中部電力株式会社 

件  名：松原発電所 導水路(大月川)修繕工事 

大 き さ：1000h×1200b×1000h×10m（3 面） 

施工年月：1989 年 11 月 

    調 査 日：2010 年 7 月 27 日 

    使 用 板：ＦＲＰＭ板 

写真Ⅰ－1 施工区間全景（2010 年 7 月撮影） 

   [観察、確認事項]

①2005 年撮影時に比べＦＲＰＭ板には汚れ及び藻類(写真Ⅰ－1 及び写真Ⅰ－2 の緑色部分)の付着

がやや顕著となっていた｡ 

②束子でＦＲＰＭ板の表面を人力で擦ると、新品同様の表面が現れた。(写真Ⅰ－3) 
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写真Ⅰ－2 施工区間全景（2005 年 11 月撮影） 

写真Ⅰ－3 目地部の清掃後の状況 

施工から 21 年経過していますが、藻類等の付着はあるものの、ＦＲＰＭ板の表面劣化及び異常

等は確認されませんでした。一般にＦＲＰＭという材質は、50 年の耐用年数があると言われてい

ますが、今回の追跡調査結果からも判断できるように、耐久性及び耐候性に優れ、水路のライニ

ング材として適していると言えます。 
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Ⅱ

施 工 要 領
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１．適用範囲

この施工要領書はＱＰ２工法について適用します。施工にあたっては、農林水産省農村振興局  

発行の｢土地改良事業計画設計基準 設計 水路工 基準書 技術書｣ P678 第 16 章 施工 に準拠して

行うことを原則とします。

２．使用材料及び使用機材

２．１ 使用材料

使用材料を表Ⅱ－1に示します。

表Ⅱ－1 使用材料 

材料名称 材質又は形状 適用項目

強化プラスチック複合板

（ＦＲＰＭ板）

寸法:2000×1000×t8

（成形最大寸法）

材質:ＦＲＰＭ

質量:16(kg/m2)

3.8 

金属拡張式アンカーボルト

材質：SUS304

寸法：φ8×60※

※施工条件等により他の寸法も用

意可能です。 

3.2 

3.8

目地材 

材質：1成分湿気硬化型

ウレタン系

※施工時は専用のプライマーと専用ガン

が必要となります。

3.9 

3.10 

3.11

緩衝材
寸法:1000×1000×t10※

材質:PE(20倍発泡)
3.7 
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２．２ 使用機材

ＱＰ２工法に使用する機材の一例を表Ⅱ－2 に示します。使用機材は、施工計画に合わせた施工 

能力のあるものを選定してください。

表Ⅱ－2 使用機材（一例） 

用途 品 名 仕 様／説 明

高
圧
洗
浄
用

水路洗浄 高圧洗浄機（写真Ⅱ－1）

・ 洗浄圧：2～10(MPa)／10(MPa)以上

・ 動 力：100V、200V、ガソリンエンジン式

・ 施工計画に合わせた施工能力のある機械を選定し

てください。（メーカー：フルテック、クランツレ

他）

Ｆ
Ｒ
Ｐ
Ｍ
板
加
工
用

固 定 ロータリーハンマードリル 100V 

切断機
マルノコ／ディスクグラインダー 100V 

ダイヤモンドホイル 切断機に適合するもの（通常、外径100mm、内径20mm）

孔開け

電気ドリル 100V 

ドリル軸、ホルソー 各種サイズ

目
地目地充填 目地用ガン（写真Ⅱ－2） 専用ガン（筒状）

電動式              ガソリン式 

写真Ⅱ－1 高圧洗浄機（一例） 

写真Ⅱ－2 専用ガンと目地材
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３．施工要領 

  ＱＰ２工法の施工要領を示します。 

３．１ 施工フロー 

施工フローの概要を図Ⅱ－1に示します。 

②水路洗浄工

①水替工

④既設水路止水工
　 不陸調整工

⑤緩衝材設置工

⑦目地工

③測量工(墨出し）

⑨上部仕上げ工

⑪通水・完成

施工計画等

設　計

補修計画

⑥FRPM板取付工

①既設水路の状況に応じて，水替工を実施します。

②既設水路内壁を高圧ジェット洗浄機により洗浄します。

③既設水路に墨出しを行います。

④浸透水の有るところについては，止水作業を行います。
　なお，水路底面及び側面の不陸が大きい場合，補修する
　必要があります。

⑤既設水路の内面に緩衝材をコンクリート釘又は粘着テープ
   等で仮固定します。

⑥ＦＲＰＭ板の孔位置に合わせて水路壁を穿孔し，金属拡張
　式アンカーでFRPM板を固定します。

⑦ＦＲＰＭ板の継目部に専用プライマーを塗布し，プライマー
　乾燥後に目地材を塗布します。

⑨既設水路とFRPM板の上部を目地材にて仕上げます。

⑪水路内に通水し，目視にて確認します。

アンカーボルト
　　　　　引抜き試験

　必要に応じて既設水路へアンカーボルトの仮打設を行い，
 　アンカーの引抜強度を確認します。引抜強度により，
   アンカー 本数の見直しを行う場合があります。

⑧目地工(伸縮部)
⑧既設水路の伸縮目地部とFRPM板の継目部を合わせて目地
   部を設けます。

⑩端部仕上げ工 ⑩既設水路とFRPM板の端部を補修材等にて仕上げます。

図Ⅱ－1 施工フロー（概要） 
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３．２ アンカーボルト引抜き試験

ＱＰ２工法で使用するアンカー及び数量は表Ⅱ－3 に示す設計荷重で算定しています。

表Ⅱ－3 アンカーの設計荷重

材 料 埋込み長さ 設計荷重

金属拡張式アンカー

φ8×60 
40(mm) 4.2(kN) 

 アンカーの設計荷重は水路背面の浸透水による浸透圧を考慮し、次式により、表Ⅱ－4の数値

を用い、安全率Ｓ＝2.5 を満足する値を算出したものです。

安全率：S  =  
P･A

H･γw･B･L

表Ⅱ－4 基本的な使用条件

  浸透水単位体積質量 :γw(kN/m3) 10

考慮する水路背面水位差 :H(m) 1.0

  板幅 :B(m) 1.0

  板長 :L(m) 1.0

  アンカー数 :A 6本/m2

  アンカー引抜き強度の最大引張荷重 :P(kN) 4.2

しかし、水路躯体等の状態によって、アンカーボルトの引抜き荷重が変わる場合があります。そ

のため、必要に応じて、改修する水路躯体のアンカー保持力を施工前に確認します。なお、保持力

が表Ⅱ－3 の値より小さい場合、アンカーボルトの寸法や使用本数を変更する必要があります。

また考慮する水路背面水位差が 1.0m以上となる場合も同様の検討が必要となります。

以下より、アンカーボルト引抜き試験に使用する材料を表Ⅱ－5に示します。

表Ⅱ－5 アンカー引抜き試験に使用する材料（標準寸法） 

使用器具及び材料 詳  細

ロータリーハンマードリル

金属拡張式アンカー

穿孔寸法  ：φ8.5×45L 

アンカー寸法：φ8×60L

アンカーボルト引抜き試験を行う場合、下記の手順で行います。

（箇所数については別途事前協議とします）

① 既設水路にロータリーハンマードリルで穿孔を行います。穿孔深さは、45mm以上とします。

② 穿孔後、ワイヤーブラシとダストポンプにて内部清掃を行い、切粉を取り除きます。

③ アンカーを孔に挿入し、試験治具と共にハンマーで芯棒を打ち込みます。（写真Ⅱ－3）

④ 荷重測定器により引抜荷重の測定を行います。（写真Ⅱ－4）
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写真Ⅱ－3 試験治具とアンカー     写真Ⅱ－4 アンカー引抜試験状況

３．３ 水替工(フローシート①)
既設水路の状況に応じて、図Ⅱ－2 に示すように水替工を行います。

図Ⅱ－2 水替工の状況（施工例）

３．４ 水路洗浄工 (フローシート②)
既設水路の内壁は、長年の汚れ及び藻類が付着し、風化現象等によってコンクリート表層が劣化している

場合があります。そこで、高圧ジェット式洗浄機により壁面の清掃及び劣化部分を除去します。また、既設水

路にある伸縮部分のエラストマーが水路内部に張り出している場合、ディスクグラインダー等で水路壁面と平

滑になるようにエラストマーの除去を行ってください。なお、水路内の底部に土砂等が堆積している場合、あ

らかじめスコップ等で取り除いてください。 

洗浄を行う際は既設水路を十分に視察し、表Ⅱ－5に示す範囲を目安に、施工計画に合わせた施工能力

のある高圧ジェット式洗浄機の選定を行ってください。 

写真Ⅱ－5 既設水路の視察            写真Ⅱ－6 伸縮部分のエラストマーの除去 
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写真Ⅱ－7 水路壁面洗浄            写真Ⅱ－8 水路壁面洗浄 

表Ⅱ－5 高圧ジェット式洗浄機能力選定表（参考）

現場水路の状況 高圧ジェット式洗浄機の能力

①
水路内のコンクリート面に汚れや苔又は砂等の

付着が見られる。 

2～10(MPa) 

｛20～ 100(kgf/cm2)｝ 

②
①の条件を含み、コンクリート表面が風化に

より水路躯体から剥がれ浮いている。

10(MPa)以上

｛100(kgf/cm2)以上｝

３．５ 測量工（フローシート③） 

  既設水路に墨出しを行います。 

３．６ 既設水路止水工及び不陸調整工（フローシート④）

 （１）既設水路の止水

    既設水路のひび割れ等から入り込む浸透水等は、写真Ⅱ－9および写真Ⅱ－10 に示すとおり、

   止水モルタル等で止水してください。

写真Ⅱ－9 止水補修箇所のマーキング       写真Ⅱ－10 既設水路の止水処理 
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（２）不陸調整 

既設水路の不陸が大きい場合は、ＦＲＰＭ板の取付けが困難になります。そのため、図Ⅱ－3

に示すように、既設水路の不陸をモルタルなどで調整、または除去する必要があります。

目安：5mm以上

モルタル

目安：5mm以上

除去

図Ⅱ－3 不陸調整（一例） 

既設水路のひび割れ等から入り込む浸透水等は、写真Ⅱ－9 および写真Ⅱ－10 に示すとおり、

止水モルタル等で止水してください。

３．７ 緩衝材設置工(フローシート⑤)
ＦＲＰＭ板を固定する前に既設水路の内面に緩衝材をコンクリートビス及び粘着テープ等で仮

固定します。ウィープホールや流入管がある場合は、写真Ⅱ－12のようにカッター等でくり抜いて

ください。

写真Ⅱ－11 緩衝材固定状況（一例） 写真Ⅱ－12 ウィープホール部削孔状況（一例）

側部の緩衝材は、20mm 程度下げた位置で固定してください。(図Ⅱ－4参照)

図Ⅱ－4 緩衝材固定 
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３．８ ＦＲＰＭ板取付け工(フローシート⑥)
（１） ＦＲＰＭ板の仮置き

まず、ＦＲＰＭ板の位置合わせを行い、水路内に仮置きを行います。図Ⅱ－5に示すとおり、

ＦＲＰＭ板とＦＲＰＭ板の隙間は一定の間隔（5mm 以上）になるようスペーサー等をはさみ込

みます。また、ハンチ面の隙間も 5mm 以上となるように設置してください。

図Ⅱ－5 ＦＲＰＭ板の側板の仮設置 

図Ⅱ－6 ハンチ部の仮設置について（施工例）
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ＦＲＰＭ板の持ち運び及び位置合わせには、サクションリフターを併用すると作業が便利です。

写真Ⅱ－13 サクションリフター① 写真Ⅱ－14 サクションリフター②

サクションリフター 

写真Ⅱ－15 ＦＲＰＭ板の使用事例 

側部の板は、図Ⅱ－7のように 20mm 程度下げた位置にＦＲＰＭ板を仮固定及び固定してください。

緩衝材がＦＲＰＭ板からはみ出している場合は、カッターで切除して、揃えてください。

図Ⅱ－7 側面ＦＲＰＭ板の固定位置 
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（２）アンカー設置の下孔穿孔 

写真Ⅱ－16 に示すとおり、ロータリーハンマードリルをＦＲＰＭ板の孔位置に合わせた後、

固定するＦＲＰＭ板に対して垂直に穿孔を行います。なお、下孔は使用するアンカーに応じた

穿孔深さ及び穿孔径としてください。穿孔後は必ずワイヤーブラシやダストポンプ等により数回の

内部清掃を行い、切粉等を取り除いてください。掃除が不十分であると、アンカー性能が確保できませ

ん。 

穿孔時に垂直穿孔治具(写真Ⅱ－17)をドリルに装着して使用すると、側面及びハンチ面に対して容易

に水路面に対して垂直に穿孔することができます。 

図Ⅱ－8にアンカーの穿孔一例を示します。 

図Ⅱ－8 アンカーの下孔 穿孔例（φ8アンカーの場合）

写真Ⅱ－16 アンカー用の下孔穿孔 写真Ⅱ－17 垂直穿孔治具設置状況

アンカー穿孔時の位置は、事前に水路の配筋図等で確認して決定することを推奨します。

万一、穿孔時に鉄筋等と干渉してしまう場合は穿孔及びアンカーの取付を中止し、アンカー

用孔の近傍に再度穿孔を行い、アンカーの取付けを行ってください。

中止した穴の処理については、『3.9 目地工』の要領で目地材を充填して仕上げてください。
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（３）ＦＲＰＭ板の固定方法 

ＦＲＰＭ板の固定は金属拡張式アンカーを用いて固定します。金属拡張式アンカーの標準的な

固定位置を、図Ⅱ－9に示します。アンカー標準的な本数は 1㎡あたり 6本とし、まずＦＲＰＭ板

の中心部を固定し、次に、調整を行いながら四隅の固定を行います。

図Ⅱ－9 ＦＲＰＭ板 アンカー固定位置（例） 

金属拡張式アンカーの固定手順は、以下の通りです。

金属拡張式アンカー(写真Ⅱ－18)を鍋頭部がＦＲＰＭ板の面と同じになるまで下孔に挿入しま

す(写真Ⅱ－19)。
アンカーの芯棒を鍋頭部からとび出ない位置(写真Ⅱ－21)までたたき込めば、ＦＲＰＭ板の取付

けが完了です。

なお、鍋頭部がとび出した状態でたたき込むとアンカーの性能が確保されない場合があるので、

必ず確認してください。

写真Ⅱ－18 金属拡張式アンカー      写真Ⅱ－19 アンカー挿入状況

写真Ⅱ－20 アンカー打設状況        写真Ⅱ－21 アンカー設置完了
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（４）曲線部の施工について 

曲線部の施工は図Ⅱ－10 に示すとおり、水路形状に合わせてＦＲＰＭ板の切断加工を行い、直

線部分と同様にＦＲＰＭ板の固定を行います。なお、ＦＲＰＭ板は、表Ⅱ－２に示したダイヤモン

ドホイールを装着した切断機で任意形状の切断加工が容易に行えます。また、ロータリーハンマー

ドリル等で孔開け加工も容易に行えます。 

図Ⅱ－10 曲線部の施工例 

    曲線部の施工例-1

 曲線部の施工例-2
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ダイヤモンドホイールカッターによる切断 

流入管口の処理 

（５）既設水路伸縮部の取付

図Ⅱ－11 に示す既設水路伸縮ピッチに、ＦＲＰＭ板の継目部を合わせ、その継目部に目地材

を使用することにより、既設水路の伸縮部分に対応しています。そのため、伸縮目地幅 10～20mm

程度に合わせてＦＲＰＭ板の寸法調整を行う必要があります。なお、ＦＲＰＭ板の調整は、図Ⅱ

－11 に示すとおり、施工スパンの最終とします。

図Ⅱ－11 ＦＲＰＭ板の伸縮部分設置方法（側面板）
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ＦＲＰＭ板設置完了時の断面図を図Ⅱ－12に示します。

図Ⅱ－12 ＦＲＰＭ板の設置断面（一例） 
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３．９ 目地工（フローシート⑦）

ＦＲＰＭ板の継目部全周を目地材にて充填します。表Ⅱ－６に施工方法を示します。

表Ⅱ－６ 目地工の施工方法 

1.施工準備
・ プライマー、副資材の選定を行ってください。（写真Ⅱ－22）

・ 十分に乾燥させた後に施工してください。

2.目地の清掃
・ 接着不良を防止するため、塗布箇所の油分、水分の除去及び

清掃を行います。

3.マスキングテープ貼り

・ マスキングテープをＦＲＰＭ板の継目部両側に貼り付けま

す。（写真Ⅱ－23）

・ 目地材の接着面にマスキングテープが食い込まない様に注意

してください。

・ マスキングテープは、粘着剤の残らないものを使用してくだ

さい。

4.プライマーの塗布

・ 目地部に専用プライマーを刷毛で塗布します。（写真Ⅱ－24）

・ プライマー乾燥後（1時間/20℃を目安としてください）、目地

材の充填はその日の内に施工してください。

5.目地材の充填 ・ 専用ガンにより目地材を順次塗布します。（写真Ⅱ－25）

6.ヘラ仕上げ
・ 目地充填後は、すみやかにヘラで平滑に仕上げてください。

（写真Ⅱ－26）

7.マスキングテープ除去
・ 仕上げ後、直ちにマスキングテープをはがします。    

（写真Ⅱ－27）

8.目地材の養生 ・ 養生(48 時間以上)を行い完成です。

また、ＦＲＰＭ板の固定を行わなかった穿孔部についても、表Ⅱ－６と同様の手順で穿孔部へ目地

材を充填します。充填方法の一例を図Ⅱ－13に示します。

目地処理

穿孔部 目地材塗布準備
空気孔，アンカー取付孔 清掃，マスキングテープ

プライマーの塗布

穿孔位置，数量など確認

目地材の充填

図Ⅱ－13 穿孔部の充填方法（例） 
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写真Ⅱ－22 目地材/専用ガン及びプライマー      写真Ⅱ－23 マスキングテープの貼付 

写真Ⅱ－24 プライマーの塗布         写真Ⅱ－25 専用ガンによる目地材の充填 

写真Ⅱ－26 ヘラによる目地材の仕上げ  写真Ⅱ－27 マスキングテープの除去
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３．１０ 目地工（伸縮部）（フローシート⑧）

表Ⅱ－７に伸縮目地部の施工手順を示します。

表Ⅱ－７ 伸縮部の施工例 

1.エラストマーの除去
・ 飛び出しているエラストマーをサンダー等で除去します。

・ 目地の幅が 10～20mm 程度になるようにＦＲＰＭ板を設置します。

2.伸縮目地部の清掃
・ 接着不良を防止するため、塗布箇所の油分、水分の除去及び清掃

を行います。

3.マスキングテープ貼り

・ ＦＲＰＭ板にマスキングテープを貼付けます。なお、目地材の接着

面にマスキングテープが食い込まない様に注意してください。

・ マスキングテープは、粘着剤の残らないものを使用してください。

4.プライマーの塗布

・ 水路伸縮部に専用プライマーを刷毛で塗布します。

・ プライマー乾燥後（1時間/20℃を目安としてください）、目地材の

充填はその日の内に施工してください。

5.目地材の充填 ・ 水路伸縮部に専用ガンにより目地材を順次充填します。

6.ヘラ仕上げ ・ 目地充填後は、すみやかにヘラで平滑に仕上げてください。

7.マスキングテープ除去 ・ 仕上げ後、直ちにマスキングテープをはがします。

8.目地材の養生 ・ 養生(48 時間以上)を行い完成です。
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３．１１ 上部仕上げ工（フローシート⑨）

図Ⅱ－14及び写真Ⅱ－28に上部仕上工の施工例を示します。『3.9 目地工』と同様に目地材で仕上

げてください。

 図Ⅱ－14 上部仕上げ工(施工例 左：既設水路に面取りがある場合、右：既設水路に面取りがない場合) 

       (a)目地材の充填                （b）上部仕上げ（完成）   

写真Ⅱ－28 上部仕上げ工(施工例) 

※天端の被覆に関しては、樹脂材料で覆う事も可能です。

３．１２ 端部仕上げ工（フローシート⑩）

端部については、補修材等（目地材や水中ボンド等）で仕上げてください。また、三角面木又は止

水セメント等を併用する場合でも、図Ⅱ－15のように補修材等で仕上げてください。

止水セメントのみでの仕上げや光硬化シート等で仕上げることは避けてください。

三角面木又は止水セメント等を併用する場合の注意点としては、ＦＲＰＭ板の面まで止水セメント

等で仕上げて目地材でカバーしても、界面で亀裂が生じてしまう事例が多いため、必ず、ＦＲＰＭ板

の面よりは下げた状態で仮仕上げした後、補修材等で仕上げてください。 

図Ⅱ－15 端部仕上げ工(施工例) 
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３．１３ 通水・完成（フローシート⑪）

試験通水は、農林水産省農村振興局発行の「土地改良事業計画設計基準 設計水路工基準書 技術書 

P696 16.4 試験通水」にしたがって行うものとします。その目的は施工された施設が所期の機能を果

たし、水理的及び構造的に安全であるかを確認するために行われます。

写真Ⅱ－29 目視検査 

写真Ⅱ－30 参考写真（左：施工前の水路．右：施工後の水路） 

  写真Ⅱ－31 参考写真（左：ウィープホール部仕上げ状況．右：端部仕上げ状況） 
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４．施工管理

施工管理は原則的に以下の出来形管理及び写真管理とするが、各発注機関の仕様書の仕様

書に基づくものとする。

出来形管理

管理項目 

要求品質に対する管理内容 

当工事における

管理のポイント 
管理項目 管理基準値 備 考 

工 種 種 別 細 目 

水路工 用水路補修工 

開水路 

出来形 

高さ 

幅 

仕上がり寸法 +25mm 

-15mm 

出来形測定結果表 

にて管理 

施工延長 延長 

施工延長の-0.1% 

但し,施工延長:150m

未満の場合は-150mm 

出来形測定結果表 

にて管理 

写真管理
区 分 工 種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 備 考

着工前・完成
着工前 全景または代表部分写真 着手前 100m 毎

完成 全景または代表部分写真 完成後 100m 毎

使用材料 使用材料
形状・寸法 使用前 各品目毎に 1 回

検査実施状況 検査時 各品目毎に 1 回

施工状況 用水路補修工

水替工 設置状況 1 回

水路洗浄工 施工中 1 回

測量工(墨だし) 施工中 1 回

止水･不陸調整工 施工中 1 回

緩衝材設置工 施工中 1 回

FRPM 板設置工 施工中 1 回

目地工 施工中 1 回

目地工(伸縮部) 施工中 1 回

目地工(上･端部) 施工中 1 回

出来形 用水路補修工

幅 完成後 100m 毎

高さ 完成後 100m 毎

延長 完成後 100m 毎

目地間隔 完成後 100m 毎 ※既設水路出来高で変更有り。

伸縮目地間隔 完成後 100m 毎 ※既設水路出来高で変更有り。
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17,250

3,908,691

金額

－

339,600

524,841

3,027,000

単価

－

1,132

753

10,090

箇所

数量

8,625

300

2

㎡

㎡

300

1

単位

（㎡）

㎡

ｍ

㎡

合計

㎡当たり

目地材シ－リング工

端部処理工

名称 規格

（水路洗浄工）

FRPM板取り付け工
(労務費)

FRPM板取り付け工
(材料費)

A

A÷300㎡

積算例
（労務単価：東京都）

100m×4箇所＋3×99箇所

上下流端部閉塞

QP2工法

備考

300

697
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工内訳書2-1号 FRPM板取り付け工（材料費)
(1㎡当たり)

計 式 1

FRPM板(底板） 1m×1m×ｔ＝8ｍｍ 枚 100 8,000 800,000 @8,000円/㎡

単位 数量 金額

950 285,000

8,000 1,600,000

単価

342,000

緩衝材 ㎡ 300

金属拡張式アンカ－ 本 1800 190

A

独立発砲体（20倍）
ｔ＝10ｍｍ
SUS304
M8*60L

3,027,000

A÷総平米数 10,0901㎡当たり

@6本/㎡

名称 規格

FRPM板(側板） @8,000円/㎡1m×1m×ｔ＝8ｍｍ 枚 200
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工内訳書2-2号 FRPM板取り付け工（労務費)
(1㎡当たり)

A÷120

名称 規格

人 2

普通作業員 人 3

1

23,000

22,700 45,400

6,390

19,800 59,400

1 23,000

1132

計 式 1

1㎡当たり

135,790 A

労務費の5%

1,6001,600

数量 単価 金額単位

発電機 10kVA

土木一般世話役

台

人

諸雑費 式

特殊作業員

1

35



工内訳書 3 号 目地材シ－リング工（8＊10）
(1m当たり)

A÷200

名称 規格 単位 数量

19,800 39,600

土木一般世話役 人 1

単価 金額

23,000 23,000

2,000 80,000

普通作業員

目地材 本 40

人 2

雑材料費 式 1 8,000

753

計

1m当たり

150,600

備考

材料費の10％

A
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工内訳書 4 号 端部処理工
(1箇所当たり)

名称 規格 単位

普通作業員 人 0.25

単価 金額

19,800 4,950

3,500 3,500

数量

材料 式 1

雑材料費 式 1

合計

175

8,625

水中ボンド

備考

材料費の5％
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参考歩掛 水路洗浄工
(1㎡当たり)

3,130

単価規格 単位 数量 金額名称

土木一般世話役 人 1

普通作業員 人 2

工事用高圧洗浄機 台 1

雑材料 式 1

4.9Mpa

水中ポンプ φ50　0.75Kw 台 1

タンク 台 1 250 250

1,600 1,600

3,130

発電機 台 15kVA

68,597

1㎡当たり 229A÷300

867 867

23,000 23,000

39,60019,800

計

150 150

リース

労務費の5%

A

建設物価：関東単価

建設物価：関東単価
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