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■コンクリート製農業用水路　施工完了三面水路（開水路）
施工場所：茨城県県南農林事務所　稲敷土地改良事務所　牛久幹線用水路

05

35 年から 40 年前に施工され、
老朽化したコンクリート製農業用
水路等の三面水路（開水路）の長
年の経過とともに発生する変状に
対しては、安価で簡単・確実な補
修工法が確立されれば、施設の維
持管理の節減、及び施設の長寿命
化が図られます。この老朽化によ
り発生する農業用水路の変状とし

ては、水路目地からの漏水が最も
多く、不同沈下、ひび割れ、段差
の発生、水路面の摩耗、水路背面
の水の処理等があり、これらの問
題に対して、現在様々な補修工法
が提案されてきています。
本工法は、従来の IB-M ジョイ

ント工法をさらに改良し、水路背
面の水を水路内の水流を阻害する

ことなく、効率的に水路内に排水
する機能を付加した新たな工法を
提案します。

1．IB-M ジョイント工法
IB-M ジョイント工法は、目地

部の止水補修工法であり、高分子
系防水材として実績のある IB-M
シート材とステンレス製塩ビ積層
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農業用水路等三面水路における止水性
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■ IB-Mジョイント施工概略図 ■ IB-Mジョイント施工概略断面図

様々な目地の開きや段差に対応するため 200 幅と
300 幅にて対応しています。また、施工性・運搬
性の向上を目的としてステンレス製塩ビ積層鋼板
の長さを 1 m単位とし折りたためるよう工夫して
います。

■ IB-Mジョイント標準製品規格

■基準施工可能条件

目地条件 IB-M200
シリーズ

IB-M300
シリーズ 目地の開きや段差が著しい場合は、別途製品寸法や施工方法について協

議が必要となります。目地の開き 50 ㎜以内 150 ㎜以内
目地の段差 10 ㎜以内 20 ㎜以内

■ IB-Mシート特性

物性 IB-M シートの一般物性は「JISA6008（2002 年度版）高分子ルーフィングシート一般複合シート」
に準拠して測定しました。

耐候性 耐候性はサンシャインウェザーメーターにて促進暴露試験を実施しました。サンシャインウェザー
メーター耐候試験 16,000 時間暴露後においても引張強さ・伸び率とも優れた物性を保持しています。

止水性能 プレキャストU型側溝（1種）PUI 呼称 600 に製品を取付けた後下記の変位条件にて水張り試験を
行い漏水の有無を確認しました。

※ IB-Mシートは、早川ゴム（株）が昭和 62 年に西ドイツから輸入したものです。頭文字の IB-Mは、Isolier Bahnen Mechanical の
頭文字で、ドイツ語：イゾリネル バーネンの頭文字をとったもので、英語では、「Water Proofi ng：防水シート」の意を有します。

鋼板を組み合わせて採用すること
により、優れた耐震性、耐久性が
得られ、コスト的に有利性のある
簡単確実な目地部の止水補修工法
です。本工法の特徴としては、
・防水材として実績のある IB-M

シートを活用していること
・水路の全面改修よりも施工期間
を大幅に短縮できること

・用水路下地の段差や目開きにも
対応可能であること

・施工後の用水路下地の変状に追

従し、十分な止水性を維持でき
ること

・シートと鋼板の一体成形とし、
施工に特殊な工具、技能を必要
とせず簡単であること

などの特徴、有利性を有しています。
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■ IB-Mジョイント敷設状況（排水機場）
施工場所：福島県いわき農林事務所　沢帯排水機場

■ IB-Mジョイント敷設状況（開水路）
施工場所：埼玉県春日部農林振興センター　権現堂川用水路

【参考】施工の容易性
通常の施工方法と比較して水路を

全面改修するよりも施工期間を大幅
に短縮でき、容易に水路の長寿命化
が図られます。また、コーキングに
よる目地部のみの改修工法に比べ変
位追従性及び止水性に優れます。

■IB-M ジョイントを使用した場合
の歩掛
・1箇所当り 2 mの場合≒ 0.5 人工
・1箇所当り 3 mの場合≒ 0.67 人工
・1箇所当り 4 mの場合≒ 0.83 人工

地下水位が高く水路背面の地下水
が目地部等から水路内に吹き出し
ており、目地部の損傷や揚圧力に
よる水路側壁の倒掘などにつなが
るため、ウイープホールを設ける
などにより背面の地下水を水路内
に排水する仕組みが重要。

2． 自封トラップシート
（IB-M-HT）
農閑期等で水路内に水が減った
状態で雨が降ったりすると、低位部
に設置された水位などでは、全体

的な地下水位の上昇にともなって、
水路壁の外側の土砂が大量の水を
含み水路外側の水位が上昇、開水
路の側壁は背面土圧を受けること
により押し倒されたり、また、底盤
は揚圧力を受けることにより浮き上
がったりすることがあります。
このような現場条件では、通常、
背面土圧や揚圧力を軽減するため
に、開水路側壁にコアドリル等に
より一定間隔で削孔（設計上の明
確な基準はないが、通常 2.5 m～
3 m程度の間隔で設置）し、ウイー
プホールと呼ばれる排水部材を設
置する手間と技術を要する困難な
作業を施しています。設置後 30～
40 年経過した水路などではこのウ
イープホール排水部材が目詰まり

し、機能低下を起こしている場合、
背面からの水圧でシートに膨らみ
が生じるなどの影響が懸念されま
した。このため、通常 3 m～5 m
間隔で設置する IB-M ジョイント
にウイープホールの機能を付与す
ることで、既存のウイープホール
の機能低下を補完し、IB-Mジョイ
ントシート自体を保護する機能を
付加できるものと考えました。
この機能の付加により、既存の
ウイープホールの改修や、新たに
目地部の開水路側壁に貫通孔を形
成するなど煩雑な作業を不要にし
て、簡単にウイープホールの機能
を付加するとともに、コンパクト
にまとめて水路内側の水の流れを
阻害することなく、水路内側の水
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■ IB-M-HT 機能イメージ

内水圧状態 外水圧状態

■IB-M-HT 水圧試験
【試験条件】

・マノメーターを接続した圧力容器に IB-M-HT を取付け、負荷水圧を掛
けました。

・内水圧試験時は IB-M-HTを水圧試験の内向きになるように取付けました。
・外水圧試験時は IB-M-HTを水圧試験の外向きになるように取付けました。
・内水圧試験は内水圧を 3分間負荷し漏水の有無を確認しました。
・外水圧試験は排水の始まり及びマノメーターの水位の違いによる排水量
の変化を確認しました。圧力容器

マノメーター

水圧試験器

【試験結果】

項目
条件

結果 備考
内・外圧力 水位（圧力想定）

IB-M-HT

内水圧 目地開き 20 ㎜想定 200 cm（0.020 MPa） 漏水なし －

外水圧
15 cm（0.0015 Mpa） 排水始まる 排水量は水位が高くなる

度合いに合わせて多くな
る。50 cm（0.0050 MPa） 排水あり
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水路背景

水路背景

目地部

施工完了

■試験施工状況
施工場所：神奈川県　相模川左岸幹線用水路

の流出を防止しながら、水路外側
の水を水路内側に流すことが可能
な目地補修材として自封トラップ
シート工法（IB-M-HT）を開発
いたしました。構造的には、農業
用水路で実績のある前述の IB-M
ジョイントに逆止弁として、自封
トラップシートを付けたもので、
逆止弁の穿孔が不要となります。
弁機能については、低い圧力で機
能が発揮され、目詰まりがしにく
い構造としました。また、自封ト
ラップシートは一体成型すること
から設置に特殊工具や技能を必要
としない簡単な施工で設置できる
よう配慮しました。効果としての

特徴は、灌漑期は漏水を防ぎ、非
灌漑期は背面水を水路に放水する
機能があるので、水路の亀裂、浮
上を低減することが可能です。
この報告では、このような機能
や性能を検証するため、室内試験
にて、内水圧試験による漏水の確
認や外水圧試験により排水量の変
化を確認し、さらに現場での試験
施工の実施状況をご紹介します。

（1）IB-M-HT 試験施工
本工法の試験として、室内での

水圧試験を踏まえ、試験施工を非
灌漑期の平成 23年 11 月から 16日
に実施しました。

相模川左岸幹線用水路の下流で
外水圧が高い箇所を選定し、逆止
弁の働きで水路内の水の流出を封
じること、側壁及び底盤からの水
圧により逆止弁口から水路内に水
を排出できることを試験施工で確
認しました。

（2）試験施工対象構造物の状況及
び試験施工時の確認

試験施工の対象となる開水路
は、側壁が内側に傾いており、目
地部も内側に傾き、止水板部から
躯体が損傷した状況。さらに水路
が浮上し、段差が生じている変状
が見られました。このため、従来
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目地部

水路内への排水確認

■関東農政局土地改良技術事務所
農業土木展示室

の補修工法では、ウイープホール
を設ける必要があり、開水路の側
壁に貫通孔を形成し、貫通孔に埋
め込むように IB-M シートを取り
付けなければならず、補修時の作
業として煩雑で技能を有する困難
な作業を伴うことが想定されると
ともに、逆止弁を使用する形態の
工法が多く、目詰まりを起こしや
すい状況がありました。
本工法の試験施工として、特殊

な工具や技能を必要とせず施工で
きることやウイープホールの施工
に伴うコアドリルによる削孔が不
要であることが確認され、その後、
約 2年 9か月が経過していますが、

非灌漑期に逆止弁の機能確認を
行った結果、現在も逆止弁の機能
を発揮していることが確認できま
した。

（3）試験施工後確認された結果
また、試験施工後現在までに、

・灌漑期は漏水を防ぎ、非灌漑期
は背面水を水路に放出する機能
が維持され、水路の亀裂発生や
浮上を低減する効果が発揮され
ていること

・逆止弁が目詰まりしていないこと
が確認できました。

3．おわりに
今回紹介した技術は、製品名「サ

ンタック IB-M ジョイント工法」
（農業農村整備民間技術情報デー
タベース登録 No.1024）として、
農林水産省関東農政局土地改良技
術事務所の農業土木展示室におい
て展示され、一般社団法人農業土
木事業協会発行の「農業水利施設
保全補修ガイドブック」にも掲載
されております。今回新たに機能

を追加した、製品名「サンタック
IB-M-HT 工法」とともに老朽化し
たコンクリート製農業用水路目地
部の安価で簡単・確実な止水補修
工法として、合理的で経済的な施
設の更新技術の向上に貢献するも
のと考えます。今後更に、補修技
術を向上しストックマネジメント
事業を支える重要な技術となるよ
う努力する所存です。

【お問い合わせ先】
早川ゴム株式会社　東京支店
〒135-0031
東京都江東区佐賀1丁目16番
10 号
ＴＥＬ：03-3642-1180
ＦＡＸ：03-3643-6288
E-mail：todaka@hrc.co.jp


