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札幌市水道第3期拡張事業にお
ける送配水管について

札幌市水道局

拡張部長
　　　　　　　　　　　　　　　岡本　成之

　札幌市水道の沿革を紹介するともに、現在を工事を進めている第3期
拡張事業の送・配水管の計画概要や施工事例（呼び径1800mmトンネル内
配管、呼び径1200mm～2000mm推進工法、電気防食）を報告する。

実用化されたタイトンジョイント管

大阪市水道局

工務部長
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　秀夫

　実用化したタイトンジョイントの概要、離脱防止方法（ロックタイト
ンジョイント、タイトン用離脱防止金具）、異形管、許容差の問題、接
合器具、安全性について報告する。

ガス用メカニカル継手について

大阪瓦斯株式会社

導管管理部
　　　　　　　　　　　　　　　中村　修一

　ガス供給導管用ダクタイル鋳鉄管の接続方法として、新しい継手であ
るGM形継手を開発した。GM形継手は水道界で使われているメカニカル継
手のもつ施工の迅速性と可とう性を有し、引抜阻止力がガス型鉛継手以
上の性能を持つものであることを実験により確認したので、継手構造お
よび継手性能試験結果を報告する。

水道用遠心力ダクタイル鋳鉄管
モルタルライニング（規格改正及
び解説）

日本水道協会

　今回、日本水道協会において、水道用遠心力ダクタイル鋳鉄管モルタ
ルライニング（JWWA A 107）の規格改正が行われたので、改正の内容を
紹介する。
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欧米の水道界における鋳鉄管－
現地調査報告－

日本鋳鉄管協会

技術専門委員会
　　　　　　　　副委員長　宮岡　正
　　　　　　　　委員　　　　長尾　正三

　アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、ノル
ウェー、スウェーデン、デンマークの各都市水道を訪問し、管路の現況
について現地調査を行ったので報告する。

U形ダクタイル鋳鉄管（φ
1500mm）による推進工事につい
て

静岡県駿河工業用水道

事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　瀬古　武彦

　静岡県東駿河湾工業用水道事業岳南配水管路布設に当り、東海道本線
下の横断が生じ、推進用ダクタイル管（呼び径1500☓32m）を使用した
ので、その工事の状況を報告する。

都心の漏水防止作業

東京都水道局

中央支所漏水防止課長
　　　　　　　　　　　　　　　島崎　秀夫

　東京都水道局の漏水防止作業の現況を報告する。

万国博の水を引く

吹田市水道部

工務部長
　　　　　　　　　　　　　　吉田　繰太郎

　万国博会場への給水の計画、施工の概要を報告する。
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配水管の事故に思う

東京都水道局

技監
　　　　　　　　　　　　　　　松田　暢夫

　東京都水道局での鋳鉄管での漏水事故の現況を報告する。

不良土とたたかう

四日市市水道局

拡張課長
　　　　　　　　　　　　　　　　黒川　　薫

　特殊土壌による腐食での漏水事故の現況を報告するとともに、ポリエ
チレンチューブ被覆などによる対策を紹介する。

大阪府における工業用水道配管
の誤接事故防止対策について

大阪府水道部

工業用水道課主幹
　　　　　　　　　　　　　　　　濱野　　守

　大阪府工業用水道の配水管布設状況と誤接合防止対策について報告す
る。
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〈寄稿〉

事

拡
@ 

いて

札幌市水道局拡張部長

関本成之

1 .序にかえて

一札幌市水道の沿革一

明治 2年、北海道開拓の本府として、開拓

使の設置とともに「札幌J が誕生してから、

はやくも 1世紀を迎え、いまや北海道の中心

首都として、人口は 100万人をこえようとし

ている。北海道の腔史は札幌市の歴史であり

「風雪100年、輝く未来J という、北海道創建

100年のスローガンの言葉ほど、その歴史風土

を端的に表現する言葉はない。

今でこそ、全国有数の基幹都市であり、特

別市制施行を目捷にひかえる札幌市であるが

しかし、その水道の歴史をひもといてみると

その文化の香り貴さに似ず、意外にその歴史

の浅さに驚くのである。たしかに、昭和12年

藻岩第 l浄水場竣工によってはじまる札幌市

の水道事業は、全国の主要都市に比べると、

遅い方に属しよう。

だが、それには十分な理由があるのである。

「サッポロ」という地名は、アイヌ語で「よく

乾いて広いところ」の意と解されているが、

石狩川の支流である豊平J11がつくる扇状地は、

北に向う典型的なファンで、川が石狩平野に

流れ出るにつれて、ゆるやかに湿地に消えて

いる。藻岩山・軍艦岬の蔚項から伏流した地

下水は、札幌市中をうるわ L、その清J列、豊

富さは水道施設の必要性を感ぜしめなかった

のである。

明治43年、上下水道調査費として 3，000円

の予算を計上し、区議会内に臨時水道調査委

員会を設置して調査を開始しているが、主眼

は上水道布設よりも電業公営にあり、そのた
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めに豊平川の水利権を獲得すべく、大正8年

区議会の議決を経て、水利権の許可と事業認

可について内務・逓信両省に申請している。

この出願は、大正日年、市政施行にともない

改めて市議会にはかり、その議決を得て再度

出願しているが、電気事業経営をめぐる問題

は、大きな政治紛争にまで発展し、市街電車

による交通事業の公営問題を併発、昭和2年

には札幌市は札幌電気軌道株式会社を寅収し

て、今日の札幌市交通事業の礎をひらくなど

この豊平川の水利権問題は、札幌市を近代都

市へと押し進めた、大きな力のーっといい得

るので、ある。

一方、上水道計画の方も、その間の市勢の

発展に伴い、既定の計画では間に合わなくな

り、大正14年に設計変更を行っている。かく

するうちに、種々折衝奔走の結果、昭和6年

に待望の水利権許可をようやく得たのである

が、市の自家用発電計画では、発電量を消化

するには電車事業だけでは容易でなく、一つ

の難関にぶちあたり、逓信省でも認可をしぶ

ったので、市会は紛糾をつづけたのである D

この行き詰りを打開するため、昭和 8年に

至って北海道長官が調停、斡旋の結果、札幌

市は水利権を放棄し、発電事業を北海水力電

気株式会社(現在の北海道電力)に譲り、そ

の代りに低廉な料金で水道などの市営事業に

電力を供給すること、水道用水(38カ所一 1日

9万1300ぱ)を無償で供給することなどを条

件に話がつき、足をひっぱられ焦心苦慮を重

ねた水道事業も、やっと陽の目をみることが

できることになったのであるが、水道の創設

に際し、明治・大正・昭和の 3代にわたる紛

争の調停を北海道長官がその労をとって終罵

に至ったことと、札幌市の将来水源として期

待をあつめる、現在建設中の豊平峡ダムが、

その建設決定に際し、北海道知事の周辺市町

聞の調停、斡旋を得た経緯を思いあわせると、

奇しき因縁を思わざるを得ない。

かくして、好余曲析を経て創設水道は昭和

写真一1 札幌市藻岩浄水場全景(左から藻岩第一浄水場、藻岩第二浄水場)
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9年 2月、布設認可を得るに引続き、同年 3

月、起債、国庫補助についての認可をも取得

同年 6月に藻岩第 1浄水場等の施設建設に着

手し、昭和12年 4月、一部通水を開始、同年

6月30日竣工、 7月28日には盛大な竣工式を

行い、この日が藻岩浄水場内に紀られる緩道

神社の例大祭日として、水道を記念する日と

なっている。

創設水道は、給水人口を220万人、 l人 1日

最大給水量1632、1日最大給水量を 3万5800

ばとし、この時布設した配水管延長は 196km

に及んでいるが、なかでも、口径 1000mmの

普通鋳鉄管が採用されたことは、技術的にも

特筆さるべきことである上、先覚技術者の英

断的先行投資が、その後長く札幌市水道にお

ける配水のピンチを救っているのである。

このときの総工事費は334万 2000円71銭と

いうから、いかにも隔世の感にたえないが、

さらに、清例、豊富な地下水に親んだ市民は、

容易に水道をひこうとせず、水道局員が各家

庭をまわって勧誘したり、給水工事費を月賦

で割り戻して無料にするなど(現在、当時の

給水装置は貸付装置と呼ばれ、極めて老朽化

しているため漏水が多く、給水上のガンにな

っている)水道普及のため、大いに努力した

というエピ・ソードが残っているが、 1年間

に2万件をこえる新設申込が殺到する、近年

の激しい給水需要をみるとき、まさに今昔の

感深いものがある。ちなみに、このときの給

水戸数は、わずかに1万 8000戸、給水人口は

9万 2000人であったという。

水道創設の昭和12年から第 2次世界大戦の

写真 2 近代的な築中管理方式を採用した

札幌市藻岩浄水場管理室

終った昭和20年の聞は、市勢の発展よりも、

水道にとっては、むしろ苦難の時代であった

といえるであろう。労力、資材の不足は、拡

張、改良を見送り、維持管理にもこと欠く有

様であった。

それが、終戦後から、人口増加が急激にな

りはじめた。図ー 1、 2、表-1にもみられ

るとおり、昭和20年、終戦の年から 5年毎に、

人口増加は約10万人のテンポで続き、それが、

昭和35年からは20万人のテンポに変わり、い

よいよ急速になってきている。現在では、 99

万人を超え (45年 8月 1日現在)10月の国勢

調査では 100万人を超えることは確実とされ

るに至っている。人口では、川崎市、福岡市

を抜いて、いまや全国第8位の大都市となっ

たのである口

したがって、外周に伸張する市勢に伴い、

未給水地帯を解消するため、拡張事業の第一

陣として、昭和23年から昭和34年までの問、

総工事費 2億4800万円を投じて、 118kmtこ及ぶ

配水支管の拡張工事を行ったのである。この
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図-2 札幌市水道給水人口の推移

問、藻岩第 l浄水場からの配水量も増加の一

途をたどり、昭和27年夏には日最大 5万4900

ぱに達し、計画を 5割も超過する事態となっ

たので、水源およびj争水施設の拡張のため、

藻岩第 2浄水場建設を中心とする、第 l期拡

張事業を開始することになるのである。

第 l期拡張事業は、昭和45年における給水

人口を32万7000人と推定、 1人 1日最大給水

量を300Qとして、 1日最大給水量を 9万8000

ぱに拡張するもので、総工事費 8億2500万円

をもって、昭和29年着工、昭和33年 8月に通

水、昭和35年 3月に竣工している。

この際特筆すべきことは、この事業の施行

に際し、将来水源として、昭和29年豊平川左

岸、北海道電力藻岩発電所放水路から、新た

に1日7万2000ぱの水利権を取得したことで、

在来の水利権と合わせて 1日16万3000ぱの原

水で、全体計画を昭和60年給水人口48万人、

1日最大給水量14万4000ぱと策定していたの

であるが、この計画は急激な変化を遂げる現

実のため、次々と変更を余儀なくされていく

表-1 札幌市の人口推移

年次 人 口 f庸 考

大正 9年 139，346人 第 1回国勢調査

昭和元年 197，828 

5年 223，024 第3回国勢調査

10年 257，605 第4回国勢調査

12年 264，602 
水道創設
支那事変

15年 269，814 第5回国勢調査

20年 283，513 来冬 戦

25年 384，008 第7回国勢調査

30年 476，233 第8回国勢調査

35年 601，151 第9回国勢調査

40年 794，901 第10回国勢調査

45年 1，000，000 ? 第11回国勢調査

表 2 札幌市水道配水管口径別布設延長

J Kご!?! 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度(予定)

藻岩 全水道 藻岩 全水道 藻岩 全水道

対4 口径500~2000mm 28， 713 m 28，7l3m 32，753m 32，753m 41 ，373m 41，373 m 

鋳 口径350~450 7，194 7，194 8，107 8.107 8，107 8，107 

主失 口径200~300 99，146 107，533 103，150 114，679 113，479 129，436 

管 口径 75~150 458，547 472，605 478，791 493，822 494，612 513，877 

計 593，600 616，045 622，801 649，361 657，57l 693，493 

※※ 
口径 75~300 98，594 181，647 100，052 184，387 102，782 193，855 そのイ也

VP.SP. 口f歪50 10，473 30，284 17，807 37，618 。17，807 。37，618

延 長 702，667 827，976 740，660 87l，366 778，160 924，966 

米 ダクタイル鋳鉄管を含む。

※※石綿セメント管、塩化ピ、ニル管、鋼管。。予定が不明なので前年度と岡ビとした。実際はこれ以上になる。
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衰-3 昭和35年度以降配水管拡張工事調
( 単 位 延 長m、工事費千円)

年度 区分 寝岩地区 定山渓地区
下野幌・大

手稲地区 言十
谷地等地区

日百不日 延 長 17，165 17，165 

35 工事費 41，668 41，668 

延 長 46，099 46，099 
36 

工 費 110，314 110.314 

延 長 27，658 536 28.194 
37 

工事費 104，688 945 105，633 

延 長 25，964 
38 

725 860 27，549 

工事費 117，109 4，933 1，735 123，777 

延 長 29，251 513 467 30.231 
39 

工事費 131，131 2，047 1，000 134，178 

延 長 31，475 924 1，440 33，839 
40 

工事要望 134，177 2，742 8，849 145，768 

延 長 45，658 574 8，287 54，519 
41 

工事費 167，521 1，479 20，674 189，674 

延
42 

長 40，789 2，970 10，835 54，594 

工事費 168，963 7，610 25，405 201，978 

延 長 45，573 378 12，549 58，500 
43 

工事費 208，870 1，130 32，970 242，970 

44 延 長 25，200 1，903 3，931 31，034 

(決見) 工事費 470，000 14，558 42，788 527，346 

45 延 長 26，500 26，000 1，100 53，600 

(予) 工事費 700，000 128，000 6，687 834，687 

延 長 361，308 5，017 40，560 28，415 435，300 
言十

工事費 2，354，441 26，889 168，813 107，850 2，657，993 

表-4 年度別給水人口と配水管廷長等調

よて 給水人口 (10月 1日) 配水管延長 配水管 1m当り 給水人口 1人当り

(A) ( B) 給水人口 (AjB) 配水管延長(BjA)

日百矛日
245，154人 342，096m 0.71人 1.41m 

34 

35 261，056 359，261 0.73 1.38 

36 297，258 416，885 0.71 1.40 

37 328，146 448，451 0.73 1.37 

38 358，449 479，224 0.78 1.29 

39 381，497 517，705 0.78 1.28 

40 413，819 553，331 0.75 1.34 

41 455，850 680，100 0.67 1.49 

42 517，198 733，673 0.71 1.42 

43 589，526 827，976 0.71 1.40 

44 632，542 871 ，366 0.73 1.38 

45(予) 682，000 924，966 0.74 1.36 
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のである。

しかし、ますます急増する給水需要は、 1 

拡竣工の翌年には l回最大給水量 6万8000ぱ、

昭和35年には 8万3000ぱと、たちまちにして

施設能力に肉迫し、早々にして計画変更のや

むなきに至ったのである。

幸い、水平叶雀はR先に耳又得しであったので、

これを適度に利用することとし、昭和38年か

ら第 2期拡張事業に着手することになったの

である口この計画は、計画目標年次を、さき

に述べた全体計画よりも、さらに l年短い昭

和44年とし、総人口81万2000人、給水区域内

人口75万人、普及率67%、給水人口50万人、

1日最大給水量15万5000ばとしたもので、昭

和38年度から昭和40年度は、山鼻取水場建設

を中心とする水源拡張事業(総工事費2億4300

万円)を施行し、昭和40年 8月には取水場を

通水し、藻岩浄水場に水を送って急場をしの

いでいる。

また、藻岩第2浄水場の拡張、薬注センタ

配水池の新設を中心とする浄水場拡張事業は

昭和39年度から昭和41年度にわたって、総工

事費 5億4000万円をもって施行され、昭和42

年 4月 1日をもって竣工、通水を開始してい

る。だが、この昭和42年の給水状況をみてみ

ると、給水人口49万2400人、 1日最大給水量

15万 600ぱとなっているのであるから、いか

に水道施設の追いかけ投資が余儀なくされて

いるかがわかるであろう。

これらの拡張事業の問、昭和35年以降も、

表-3、4にみるとおり、配水管の拡張も併

行して進められ、昭和35年から昭和45年まで

の間総工事費26億5800万円を投じて、 435km 

にわたる布設を行って、総延長は言葉岩水道で

779km、全体で、925kmとなっている。

現在、給水人口は65万6000人で、創設当時

の約7倍に達し、 1日最大給水量も、今夏20

万ぱを記録している。このような給水需要は

第 3期拡張事業完成までとうてい施設をもち

こたえることができないので、緊急施設整備

事業として、昭和43・44年の 2ヵ年間に取水

ポンプの増設をはりめ、イ頃余材反の設置などに

よる浄水能力の増強をはかる藻岩浄水場の臨

時的改良や、深井戸地下水による水源補給の

事業を行うほか、定山渓水道、手稲水道の拡

張事業を昭和43~45年の聞に、総工事費 6 億

7000万円を投資して施行し、応急的にしのい

でいる状態である。

2.豊平峡ダムと第 3期拡張事業

人口の都市集中は、いまや全国的傾向であ

るが、札幌市における最近の人口増加は、他

都市に類例を見ない程急激で、、主として道内

外からの人口流入による社会増が原因すると

みられるが、年間4万ないし 5万人の増加を

続けている。

札幌市の中心部は、豊平川のつくる扇状地

にあって、地下水の水質もよく、水量も豊富

といわれたところであるが、人口の澗密化に

よる地下水の汚染、枯渇は、給水需要にさら

に拍車をかけ、新たに、長期的展望に立った

将来計画の策定を促がすに至ったのである。

札幌市水道の水源として、豊平川はいいし

表-5 艶水管布設延長と道路延長との比較

(昭和44年度末)

区 分 市道 国道 道道 計

配水管布設延長 km 739.3 30.5 31.4 801.2 

延長km 1，792 122 191 2，105 
市域内道路

率% 41.3 25.0 16.4 38.1 

給水区域内 延長畑 1，257 52 72 1，381 

道 路 率% 58.8 58.7 43.6 58.0 

(注)配水管布設延長 871.4kmの内道路の両側に布設され

ている70.3kmを除く。

(市道39.4km、国道12.4km、道道18.5km)

表-6 札幌市水道事業における計画規模

三に 計画 言十 画

年度 給水人口
1日最大
給水量

年度 人 町1
3

藻岩水道
50 742，000 267，000 

定山渓水道 55 5，300 6，000 

下野幌水道 52 60，000 18，000 

手稲水道 50 50，000 16，000 

ZロL 言十 857，300 307，000 
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れぬ恵みを札幌市民に与えてきたが、札幌市

水道の将来計画を考えるとき、やはり第一番

に「母なる豊平)I!Jをおいて他になく、第3

期拡張事業の根幹をなす豊平峡ダムは、必然

のなりゆきともいい得る。

しかし、追かけ投資が産んだ超先行投資ダ

ムと騒がれた豊平峡ダムも、勿然として出現

したものではない。思い起こせば、この川の

開発をはかろうとする最初の計画は、終戦直

後の昭和23年にさかのぼるのである。

この北海道庁によって計画されたダムは、

銚子口ダム計画といわれ、定山渓温泉のすぐ

上流にある銚子口にダムをっくり、支あ湖を

調整池に利用して、発電、舟筏による森林資

源開発を狙ったものであるが、構想は雄大で

あったが経済性に乏しく、計画のみに終って

いる口

昭和27~29年に、北海道開発局の手によっ

て調査の行われた豊平峡ダム計画は、現在の

ダム計画の前身ともみられるもので、地点は

現在地点とほぼ同じ個所にアーチ・夕、、ムを築

造し、新規開田のための濯概用水、発電、水

道等の多目的ダムを目ざしたものであるが、

農業開発への再検討、火主水従への転換期に

あった電力側の電源開発方式への反省などか

ら、折角、調査費までつきながら、実現には

至らなかった口

昭和34年、札幌通産局および北海道電力か

ら発表された定山渓上流部電源開発計画は、

豊平川の支流、小樽内川の中空重力式のダム

をつくり、これをトンネルで手稲山麓に導水

し、発電、濯瓶、工業用水わよび水道用水を

石雀イ呆する多目的ダムとするものであるが、 jヒ
海道水利用連絡協議会などで検討の結果、豊

平川の大幅な流域変更による影響や、さらに

豊平川には洪水防御のためのダムが必要とさ

れること、水道用水が不利で、あることなどか

ら、豊平峡地点、の方が有利であると結論され

るに至った。

一方、北海道開発局では、昭和38~39年の

両年にわたり、再び調査費をつけて豊平峡夕、、

ム計闘を再検討し、ここに両計画は全く競合

することになったのである。

しかし、昭和39年秋、関係市町であった札

幌市、小樽市、手稲町(昭和42年 3月札幌市

に合併)の三者は、北海道知事の斡旋により、

札幌市は手稲町の用水不足に対し、計画に含

めた上水道用水の確保と供給を行うこと、札

幌・小樽地区の工業用水については、十分に

調査を行うとともに、 大量需要に対しては、

小樽内川ダムを建設して確保するが、それ以

前については、札幌市水道用水の余裕分を一

時流用することなどの覚書を交換して、豊平

峡ダム建設に一本化したのである口

これによって、北海道開発局はいよいよ豊

平峡ダム建設の臓を回め、昭和40~41年に実

施設計、昭和42年に着工、昭和47年には完工

の運びとなったわけで、おもえば、豊平川開

発ダム計画として、銚子口ダム計画から数え

て20年の歳月を要したのである。

豊平峡ダム計画は、北海道総合開発計画の

一環として、豊平川水域の総合開発を目途と

するもので、定山渓温泉上流約 3km、支あ・

洞爺国立公園特別指定地域の、いわゆる景勝

の地豊平峡に、高さ 102.5m、堤項長305mの

対物線アーチ・ダムを築造するもので、貯水

面積は1.5km2、総貯水量 4710万ぱ、有効貯水

量 3710万ぱの一大人造湖を形成するもので

ある口

このダムによって、夕、、ム土也有、にわける計画

高水流量820ぱ/secを680ぱ/secカットして140

ぱ/secとし、下流雁木地点(札幌市外)の計画

高水流量 2650ぱ/secを2100m /secに逓減さ

せる洪水調節と、新たに豊平峡発電所および

砥山発電所にわいては、それぞれ最大出力 5

万kwおよび l万kwのピーク発電を行い、年間

14万MWHの電力量を発電するとともに、札

幌市に対し、新たに 1日最大52万8000ぱ(うち

定山渓水道に対し 8000ぱ)の水道用水の供

給を行う多目的ダムで、総工事費67億円で出

発し、その後の物価変動、設計変更により、

最近80億5000万円に改訂されている。

この豊平峡ダムが、とくに有名となったの

は、その先行性もさることながら、仙台市の

釜房ダムとともに、多目的夕、、ムにおけるコス

ト・アロケーション問題のチャンピオン的存

在となったためで、昭和40年、日本水道協会

理事会の席上、札幌市は仙台市とともに、多
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目的ダムのコスト・アロケーションにわいて

水道部門がいかに不当な圧迫を受け、ケース・

ノ〈イ・ケースの矛盾に泣いているかとして、

身替り妥当支出法を骨子とする共同費用振分

け方法の改訂、検討を迫ったのである。

その結果、関係省庁による「ダム・アロケ

ーション問題協議会」が昭和40年11月に発足

昭和42年には「分離費用残余身替り妥当投資

法」による新要綱が決定されるに至っている。

ちなみに、建設大臣が昭和42年12月告示した

豊平峡ダム建設計画では、コスト・アロケー

ションによる建設工事費の負担割合は、洪水

調節目.9%、水道40.9%、発電 4.2%となっ

ている。なおこのコスト・アロケーションの

問題は、昭和43年に至ってふたたび取り上げ

られ、日本水道協会で、はダム・アロケーショ

ン問題研究会において、水道側の妥当投資額

の考え方、維持管理費用の分担などを含めた

問題を研究中である。

豊平峡ダムによって、新たに供給される水

道用水52万m"/d(藻岩水道分)を利用し、これ

に既得16万3000ぱ/dを加えた68万3000ぱ/dを

もって、昭和70年における総人口 160万人、

給水区域内人口155万人、給水人口140万人と

推定、 l人 1日当り最大給水量454.Qとすれば

図-3 豊平蝶ダム平闇図

1日最大63万5000ぱとなる必要量に対応する

ということで、昭和70年を目標年次とする全

体計画を策定し、これらの拡張を 4期に分け

て施行することとしたから、昭和42年から始

まった第3期拡張事業は、その第 l次分とい

うことになる。(表-7) 

第3期拡張事業は、そのうち目標年次を昭

和50年として、とりあえず 1日最大12万ぱを

供給し得る白川浄水場を中心として、諸水道

施設を新設しようとするもので、これとは別

表ーワ 豊平映ダムによる札幌市の水道計画

第3期拡張計画 全体計画

計画目標年次 昭和50年 昭和70年

市域内人口 1，120，000人 1，600，000人

給水区域内人口 1，030，000人 1，550，000人

給水普及率 72.0% 90.3% 

高合 人 口 742，000人 1，400，000人

1人 1日最大給水量 360Q 4日S

1日 最 大 給 水 量 267，000ni 635，000ni 

計画擁設能力
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。
一
場
一

-zn
一

一

慨
一
水
一

時
一
争
一
計

ト

-
j
-
i

マ

/

一

一

一

争
一

i
一

、1vd
・-.，

B
'

『

:jF 

岩
一
一

藻
一
白
一

155，000ni 

120，000ni 

275，000ni 

gm
一
宿
直
一

ωan

的
町
一

A
U
-
-
A叫

『
凡
一
口
U

一
ハ
U

P
L
一円
U
一

nu

，
-
'
一
'

F
h
u

一
円
リ
一
-
コ

5
一
8
一
3

1
i

一A
性
一

P
O



14 鋳鉄管 昭和45.10 第9号

途に、定山渓水道(昭和43~44年)、手稲水道

(昭和44~45年)などの拡張事業も併行して施

千子している。

事業の完成は昭和46年度、 (ただし、配水

管は昭和50年度まで)ピークの渇水に間に合

わせるため、昭和46年 7月に通水を予定して、

急ピッチで工事を進めている口

豊平峡ダムに貯水された水は、北海道電力

の豊平峡発電所および砥山発電所をとわり発

電した後、残流域の水とともに下流のみすま

いにあるダムに入る。ここで、藻岩発電所行

きの水と別れ、放流路から本流に入って柱状

節理が美しい河道を流下、約 800m下流の白

川(しらいかわ)取水ダムに至る。

ここから約 200mのトンネルをくぐり、右

岸の白川地点に建設される浄水場は沈砂池を

へて導水される。白川浄水場は、将来 1日最

大48万ぱを給水する大浄水場で、雄大な約5

万坪の敷地の中にどっかと腰を据えている。

この白川浄水場については、処理プロセスに

十分新技術をとり入れ、プロセス管理には D

DC方式を採用するなど、努力を続けている

が、詳細については後日を期したい。

浄水場を出た水は、浄水池にいったん貯水

され、ここカか、ら送水管を通ピて平岸配水池ま

で

西岡配水調整池で漠岩j浄争水場配水池と同ヒ水

イ立になり、ここから口径:2，000mmの白111目己*.

幹線を通り市内に配水されるという、フロー

シートになっている。これに要する総工事費

は、昭和50年まで続く配水管工事と豊平峡ダ

ム建設分担金を含めて、総額 115億円という

巨額を要する計算となっている。

ところで、札幌市長期総合計画審議会は、

昨年、昭和65年の推定人口を 180万人と打ち

だしたが、これは、現在もっている水道全体

計画を大幅に上回るもので、このときの給水

人口 170万人、 1人 1日最大給水量475Qと推

定すれば、必要となる 1日最大給水量は約81

万ぱと推定され、昭和70年までもっといわれ

た豊平峡ダムも、神通力を失うことになって

しまうのてもある。

そこで、この20年後に不足する水源を求め

ることを現在検討中ではあるが、これには先

述した小樽内川ダムの開発によらねばならな

いと考えられ、急、j敢に拡大する市勢は、水道

の広域的運営、水源、水質の確保を含めて水

道事業を大きくゆさぶっているのである。

3.拡張事業における

送・配水管について

前置きが大分長くなってしまったが、この

辺で主題である送・配水管ヘ話を戻すことに

しよう。第 3期拡張事業における送・配水管

については、表-8および図 4に示すとわ

りであるが、これらの計画・設計・施工に際

し、特に、技術的に興味ある 2、3の話題に

ついて、以下に触れてみることにする。

3. 1 送・配水管の計画

水道のプロセスは、一名運搬のプロセスと

考えられるほど水の配分について管と密接な

関係を有するものである。水道管の配置は、

水量、水圧の適正な配分、配水管理に重大な

影響を及ぼすものであり、また、管種、管径

の選択の如何によっては、経済上あるいは維

持管理上、大いに問題となるところであろう。

札幌市水道においては、現在まで配水管と

しては鋳鉄管、石綿セメント管、塩化ピニル

管などを使用し(表-2参照)、鋼管は、水管

橋などの特殊なものを除けば、口径50mm以下

の小口径配水補助管に限られており、最近で

は、石綿セメント管は道路の交通量の急増と

ともに折損事故が相ついだため、全くといっ

てよいイ立イ吏用していない。

藻岩浄水場関係の 3本の導水管のうち、藻

岩取水場系の口径 700mmは創設当時の高級鋳

鉄管、他のもう 1本口径 600mmが鋼管で、こ

れは第 l期拡張で布設している。他の l本、

山鼻取水場系は、口径 900mmのダクタイル鋳

鉄管で、第 2期拡張の際の布設だから、これ

が一番若い導水管といえる D 以上のような現

状から申しあげると、鋳鉄管がそのほとんど

であり、管種の選定などについても、さほど

問題はないはずで、あった。事実、市内の配水

幹線では公道に布設すること、市街地の工事

であるのでまきかえし、あるいは覆工などに

よる急速施工の可能なこと、などの点を検討
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図-4 札幌市水道鶴 3期拡張事業送・配水管路系統図

凡例

園田E 醐拡張する管路

国岡田園既設の管路
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表 8 札幌市水道第3期拡張事業 送・配水管、管種・管径別延長

口 径 mm φ500 φ600 φ800 φ1000 φ1200 φ1350 

場j水争内配管

取入口~浄水場

j争水場-i争水池 ② 346 ② 11 

計 ② 346 ② 11 

i争水 場 内

豊平川伏越

送

白川~石山

水

管 石山トンネル

白

浄水)11 

真駒内~平岸

キ岸
配水池流入側 ②A 242 

配水
②A 242 

池

言十

止口』 言十 242 

連
自己*.?磁i歳出側

絡
平岸~西岡

管
配調池流入側

言十

②A 18 ⑨ 178X 2 ② 3，216 
水管橋 ②押 50 

白 川幹線 ② 111 3，266 
467 

自己
② 1，440 ② 2，976 

東 8丁目幹線 ②押 62 ③ 226 

1，502 3，202 

② 1，440 

北 2 条幹線 ②押 62 

*- 1，502 

琴似幹線 ②A 3，002 

第 3 幹線 ②A 18 ②A 971 

事宇
南 3 条 幹線 ②A 500 

東 幹 線 ②A 820 

昭47-50年予定 ②A 5，800 ② 6，700 ② 5，000 ② 900 

線
②A10，140 ②A 18 ②A 971 ② 6，700 ⑤ 356 ② 7，092 

② 6，551 ③ 226 

言十 ②押 62 ②押 50 

1f 言十 10，140 18 971 6，700 
」

6，969 7，368 
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1山管②③④は U型お…w クタイル鋳鉄管(町〉種管)! 
押は押込用U型およびUF型ダクタイル鋳鉄管 | 

② AはA型ダクタイル鋳鉄管 J (45・8・1現在)

φ1500 φ1650 rt 1800 φ2000 A口、 言十 m 摘 要

② 40 ② 40 取入口~沈砂池はトンネルーカ jレパート195m

② 78 ② 67 ② 502 

② 78 ② 107 ② 542 

② 81 ② 81 

④ 183 ④ 183 
伏越コルゲート部-169.6m
高区配水用 φ500A② -200m同時施工

⑤ 4，633 4，633 

② 498 ② 498 

5，131 5，133 

① 34 ① 18 ① 52 

② 51 ② 107 ② 158 

85 ④ 120 ④ 120 

245 330 

① 1，400 ① 1，400 
② 3，739 ② 3，739 

⑮押は定山渓鉄道押込み⑮押 12 ⑮押 12 

5，151 5，151 

② 244 ② 486 φ600は圧力調整用でφ1500に併行

⑤ 4，633 ① 18 ⑤ 4，633 
① 1，434 ② 107 ① 1，452 DCIP 言十6，729m
② 4，613 ④ 303 ② 4，962 

言十4，633m⑮押 12 ④ 303 SP 

⑮押 12 

10，692 428 11 ，362 

② 64 ② 64 

② 1，065 ② 1，065 

② 94 ② 94 配水管連絡路52mを含む

② 1，223 ② 1，223 

② 1，055 ② 888 ② 720 ⑤ 356 

②押 24 ②押 50 ② 5，990 
②押は道路押込み X3カ所

912 770 ② A 18 

②押 124 昭和46年施工予定 φ1350-1，850mを含む

6，488 

② 2，976 

③ 226 昭和46年施工予定 φ1350-2，400mを含む

3，202 

② 1，440 

②押 62 ②押は河川押込み

1，502 

② A 3，002 昭和46年施工予定 φ500A-500mを含む

② A 989 

② A 500 

② A 820 

② 12，600 

② A 5，800 

18，400 

② 1，055 ② 888 ② 720 ⑤ 356 

②押 24 ②押 50 ② 23，006 

② A 11，129 

③ 226 

②押 186 

1，Q55 912 770 34，903 (単位・ m)
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して、従来に比べかなり大口径化してきてい 送水管jレートの選定にあたっては、浄水場、

るので、接合の技術も身につけたいと考えて、 配水池、配水調整池の位置カf確定後、 (1))レ一

一部には直営接合をわりまぜながら、セメン トはできるかぎり直線とする、 (2)公道を主要

ト・ライニング・ダクタイル鋳鉄管の全面的 路線とする、 (3)公有地を次善とし、つぎに民

採用となっている。接合形式としては口径900 有地通過を考える、 (4)工事の難易を検討し、

mm以下は A型のメカニカル・ジョイント、口 できるかぎり容易で、かつ急、速施工の可能な

径1000mm以上は U型わよびUF型のメカニカ こと、 (5)付帯工事の少ないこと、 (6)用地取得

ル・ジョイントを採用している。 あるいは地上権設定が容易なこと、 (7)補償物

送水管は、白川浄水場から平岸配水池まで 件、補償工事等の補償ができるだけ少ないこ

の約11.3kmで、あるが、送水管計画に際しては、 と、 (8)管路布設後、将来にわたって問題とな

(1)自然流下とする、 (2)送水量には高区への送 るような点のないこと、 (9)維持管理の容易な

水量を含める、 (3)配水池水位は藻岩浄水場系 こと、などを条件に挽討、踏査を行ったが、

と同一にする、 (4)送・配水コントロールを行 郊外地のこととて公道も十分でなく、また土

えるようにする、ことなどを基本に考えたが、 地の所有権、河川敷地、国有未開地の境界の

これらの要件を満足させるような用地を自由 不明確、慣行的不治使用の補償問題などの他、

に取得することは困難で、結局、藻岩系より はじめにルートに予定していた真.駒内森林公

も約12m高い位置に配水池水位をわかねばな 園地内通過の許可が北海道庁からなかなか得

らなくなった。平岸配水池は、全体計画とし られず、遂に断念してルートを変更するなど

で容量3万ぱの池を 4池、合計12万m3

の能力 二転三転するうち、ようやく確定的になった

をもつものとして計画され、 2万坪に及ぶり のは事業も既にスタートしていた昭和43年な

んご園を切りはらってこれにあてることにし かば過ぎであり、早速、全線にわたる測量、

た。このため、藻岩浄水場系と同一レベルに 地質調査を行うとともに、用地担当専門職員

するための配水調整池を置くことにして、西 により用地の取得、調整にあたらせたが、定

同に4，500坪の用地を取得したのである。 山渓鉄道にかなり併行する上、意外と宅地造

与具 3 白川 幹線口径2，OOOmm布設 写真-4 白川幹線 1，500mm布設
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成が進行してわり、帯状に用地を確保する苦

しみを味わせられた次第である。

その後、一部定山渓鉄道敷の直下を行かね

ばならぬ個所も生じ、計画、設計に苦慮した

が、昭和44年秋、突然、定山渓鉄道は全線を

廃業し、急転直下、問題が片づくというエピ

ソードも生まれたが、ここでは詳しく触れな

かくして、施工性、経済性、さらには維持

管理の難易および耐久性などを考慮し、白川

から石山までの用地を取得して管路を造成し

ながら布設し、比較的起伏に富み、時には岩

盤を発破により粉砕しなければならない路線

には鋼管を、石山から平岸まで、あるいはそ

れ以降のようにほとんどが公道上に布設し、

急速施工を必要とするところにはモルタル・

ライニング・夕、、クタイル鋳鉄管で、施工性の

よいU型およびU F型を採用することにしたO

また、河川伏越、 トンネル、道路等の押込

横断等は、施工性の関係から U型およびUF

図-5 札幌市水道第 3期拡強事業送水施設豊平川伏越工事平面図

図-6 送水施設重量平川伏越工事詳細図および縦断図

横断図 S=Xoo
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型ダクタイル鋳鉄管を使用し、水管橋のよう 3. 3 石山トンネル送水管布設工事

な場合には鋼管を採用した。以下、その2、3 この工事は、送水管路が豊平川右岸の丘陵

例について解説することにする。 部をよぎり、国道ならびに真駒内川を横断す

配水幹線のルートは、市街地でしかも中心 るトンネルによらねば真駒内側に通過できな

部での工事も相当あることから、道路管理者、 いので施工されたものである口トンネルは3.0

所轄の警察署のほか、競合する他事業者、地 m X 3.0mの上部半円、下部矩形の断面で、イ

下鉄、下水道、道路、電話、電力、ガス、集 ンパート部で、35cm、アーチおよび側壁を30cm

中暖房などとの連絡調整が大変で、折しも、 写真一5 送水施設(豊平川伏越工事)

札幌市では冬季オリンピックを1972年冬にひ

かえ、いっせいに都市建設にピッチをあげて

いるさなかでもあり、都市建設公害、交通規

制、などの点からも、思いがけぬ問題の発生

が多く、大いに勉強させられた口この点につ

いてはいずれ機会をみて発表してみたいと思

っている。

今思ってもはなはだ残念なことは、配水幹

線網の計画・設計が十分なデー夕、推測資料

による配水コントロールを主眼とした理想的、

最適管網計画までいけなかったことで、お座

なりの形式的な管網計算によるチェックを 2、

3度繰返しただけで終っている。このことに

ついては、もう少し突こんで研究する必要が

あるということで、遅ればせながら検討をは

じめており、通水時までにはある程度のこと

を把握して、4拡、 5拡へと役立たせるように

したいと考えている。

3. 2 i豊平JII伏越I

送水管は、白JlI浄水場浄水池を出るとすぐ

豊平川を伏越すことになるが、河川工事で¥

しかも冬期の渇水期に行わねばならないこと

などを考えると、電気熔接による鋼管は不向

きであり、また岩盤掘削はできるだけ少なく

したいこと、施工を早くしたいことなどを考

えると、 U型ダクタイル鋳鉄管が最適と考え

られた。問題は河床下の防護であるが、図-

5、6および写真 5にみるとおり、コルゲ

ート・/¥イプ(口径:2500mm、5セクション)

を使用し、その中に送水管を入れ、まわりを

玉石コンクリートで埋め、その上に河床と問

ヒ玉石を敷きならした。同工事は、昭和44年

から45年にかけて冬季施工を行ったが、順調

に進捗し春までに完成した。この工法は、内面

接手ならではの施工法と経済性をもち、その

特徴をいかんなく発揮したものといえる。

図-7 石山トンネル送水管工事

(トンネル内問管施工図 5=1: 40) 

¢ 

イ反支台
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写真一6

石山トンネル送水工事:玉三景

写真一8

写真一7

表 9 トンネル内口健1800mmU型夕、クタイル管配管所要時間

作業内容 所要時間 作業人員 摘 要

(分) (人) 20 t吊りトラッククレーン車で、台車ヘ

管吊り 下 し 6 5 積込むまで

作業人員のうち 1名はクレーン運転手

トンネル内運 搬 2 4 土充IIより系句 100m

挿入および芯出し 22 3 仮支台設置、台車抜取りまで

接 I口L 40 2 ゴム輪挿入から全ボルト・ネジ出しまで

L仁~、 車 運 括責 2 1 

Z口L 言十 72 
」一

図-8 U形押込み工法管構造図 図-9 UF形押込み工法管構造図

〆セットボルト タラコンク 1

正井戸盟交芝
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表 -10 札幌市水道第3期拡張事業 ダクタイル鋳鉄管推進工法実績

管径 管種 延長 施工目的 施工場所 施工時期

u径1500 UF⑪押 12m 定山渓鉄道横断 送水管慈恵学園前 Hlj43 

~ J径1800 U②押 24m 同道12号線横断 白川幹線・北2東6 昭44

~ 1 径2000 U②押 50m 道道西野.E3石線横断 白川幹線・西岡 HB45 

(J径1350 U②押 50m 国道36号線横断 白川幹線・豊平 日目45

~ 1筏1200 U②押 62m 創成川横断

の鉄筋コンクリートで覆工している D トンネ

ル延長は 132mだが、両端に立坑をおろし人

孔としているため実質的には 140.7mある。

このトンネルに図 7にみるように口径1800

mmU型ダクタイル鋳鉄管(4種管)を布設する

ものであるが、片側を歩廊に利用するため、

中心から 15cmず、らして配管するので、内面接

手でなければ不可能な施工法である。この場

合でも、配管後は内部に十分の余裕があり、

さらに小口径の配水管あるいは他の物件の配

管が可能で、あるから、将来、さらに利用を検

討・することができるという利点がある。

トンネル内配管の様子は、写真 6、7、8

にみられるとおりであるが、 20t吊りのトラ

ッククレーン車で吊り下ろされた管は、 トン

ネル内の15kgレールにのった特殊台車にのせ

られ、 1%の下り勾配を利用して楽に人力で

運搬した。表-9に配管初期における所要時

間の平均を出しておいたが、作業は慣れるに

従って早くなり、 トンネル内 120mの配管は

実働わずかに 6日間というスピードぷりであ

った。

同工事は、本年2月下旬に着工し、 トンネ

ル内部捲立て完了 6月末、配管完了 7月中旬

と極めて施工速度が早く、 8月中旬には全工

;程が京冬了した。

3.4 夕、クタイル鋳鉄管による推進工法

従来、軌道、河川、道路などで交通量が激

しく、オープン・カット工法で配管できない

ときは、ビューム管や鋼管などを鞘管で押込

むか、シールド工法等によって管路を確保し

た後、本管を引込む工法をとっていたが、最

近特殊管をそのまま押込むという工法が開発

された口これには特殊鋼管によるものと、推

進工法用ダクタイル鋳鉄管(図 8、 9)によ

北2条幹線・東1~西1 昭45

るものとがあり、札幌市では、昭和43年以降、

これらの工法を試用してきたが、構造、施工

性など技術的石雀信が得られると共に、すぐれ

た経済性を発捧しうるところから全面的に採

用している。表-10は施工実績を示したもの

であるが、漸次、延長も長くなり、推進口径

も最大 2000mmで、 U型 2種管を使用している。

第 3期拡張事業にわいて、最初に施工され

たのは送水管が慈恵学園付近で定山渓鉄道の

写真 9 UF-D推進工事(管内土砂の運び出し)

写真 10 UF-D推進工事
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軌道横断をするためのもので、この時の報告

によれLf、UF-D口径:1500 mmをイ董かに 3

本、 12mを推進する工事であったが、 2台の

油圧ジャッキを用いて押込み、最大推進力は

約150Uこ達している。推進時には、抵抗力、

管の変形、継子部の胴付変化、軸方向変位、

管の残留応力等を測定したが、いずれも特記

すべきこともなく、順調に工事を完了してい

る。施工速度は、表-11に示すとおりで、工

事すべてを完了するのに 3日聞を要している。

管の接合は、当然のことながら約 1時間と

いう短時間で終り、施工速度も早い上、推進

力に対しては、管、継手とも十分な強度をも

つことが立証され、外装コンクリートにもヒ

ピ割れ、ずれ等の異常はないようで、その優

秀性を確認している。

3.5 ダクタイル管の電食防止

ダクタイル鋳鉄は、その物理的、機械的性

またがっており、鋼管部分には、当然、電食

防止工法をとらなければならないが、ダクタ

イル鋳鉄管部分はどうするかが問題となった。

しかし、種々検討の結果、両者とも施工後定

常的に電車軌道から漏洩する迷走電流の電位

を測定し、危険な状態であれば外部電源方式

排流法による電食防止を行えるよう、 200mご

質が鋼鉄に近似しているので、普通鋳鉄に比 写真一 11 電気防食のためのボンド

ベ電食を受け易いとみられるが、実際は電気

抵抗が比較的大きい (50~70μn /cm3、鋼は

1O~20μn /cm3
) ので、電食を受けにくく、

メカニカル・ジョイント管の場合はゴム輪を

介して接合されているので、問題はないとい

われている。

しかし、 U型管を使用する場合は、図-8

にみるとおり、割り輪、 f甲車命、ボルト、高陸ぎ

棒を介して電気的に一体化する可能性があり、

また UF型管の場合はセットボルト、ロック

リングを介して一体化する状態となっている。

第 3期拡張における送水管は、どうしでも

定山渓鉄道(直流方式)と近接、並行しなけ

ればならない区聞が生じてきたが、この区間

は鋼管、ダクタイル鋳鉄管両種の施工区間に

表 -11 定山渓鉄道軌道横断口径1500mm

UF心推進工事所要時間

作業項目 No.1管 No.2管

つり下し、芯出し 30分

接 ぷ口〉、 50分

推進一土砂排出 4時間 4時間30分

土砂排出のみ 3時間 5時間

メr1入 計 9時間 10時間50分

No.3管

45分

1時間20分

5時間

4日寺間30分分

分11時間35分
写真一 12電気防食測定用ターミナルボックス



第 9号

型管接合についてその水圧試験をつぎのよう

に規定している。

ru形およびUF形ジョイント接合につい

ては、異形管部を除きすべて水圧試験を行う

ものとする。なお、水圧試験はボルト締付け

後で¥セメントモルタル塗布前に、全周にわ

たり行うものとし、この際の試験水圧は 7.5

kg/cm2とし、 5分間保持の後に漏水の有無を

判定し、異状のないことを確認するものとす

る」

管が大口径になれば、常識的には内部から

水圧をかけて接合部のみの試験ができるわけ

であるが、普通メカニカル・ジョイントの場合

昭和45.10管主失

とに測定用ターミナルをわき(図-11~13) 、

ダクタイル管にはボンドを設置してその準備

とした口この方法は、多少の異論もあること

であり、電気防食装置(未設置)の効果に期

待するところ大であったが、幸か不幸か、定

山渓鉄道の突然の電車廃業によって不必要に

なってしまい、今やその効力を測定すべくも

なくなっている口予期せぬこととはいいなが

ら、気負いこんだところを肩すかしにあった

ようなもので、苦笑を禁じ得ない。

3. 6 U型管接合部の水EE言語験

札幌市水道局の管工事共通仕様書では、 U

鋳24 
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は実施している例をあまり聞かない。これが

U型管の場合となると、構造上、内部から接

合部に水圧をかけるとゴム輪はむしろはまり

込む方向に移動するわけであるから、気分的

にも楽なため、通常水圧試験を実施している

ようである。

内面ジョイントの水密性については、われ

われの経験したところでは、送水管、配水幹

図 11 電気防食測定用 H型

ターミナル設置標準図

写真一13 ・水圧試験用テストバンド

線とも、まだ実際に通水はしていないが、水

圧試験によって十分に確かめられている。

ただ、モルタルライニング管を使用した場

合、接合部にテスト・バンドによって水圧を

かけること、ジョイント音日だけでなく、モルタ

ルライニング部にも水圧がかけられるため、ライ

ニング部に水が浸透し、十分な試験水圧をか

けることカfで、きないことカfある。このような

図-12 電気鴎金測定用 E型

ターミナル(中JII防食)詳細図

IVリード線(550 X2) 

上部金具(SS41)

アラルダイト充填

O
H
H
 

図-13 電気防食のためのボンド設置標準図

W電線口口 (Q=O.5)
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ときは、はなはだ不本意で、はあるが、 5kg/cm2 

程度でやめることにしており、今後に残された

問題であろう。

4.あとがき

第3期拡張事業における送・配水管につい

て、とくに大口径鋳鉄管における U型ダクタ

イル管の技術上特長的な施工について述べた

つもりであるが、前半の PRめいた札幌市水

道の沿革と現況が長くなってしまい、十分意

をつくすことのできぬうちに紙幅がつきてし

まった。技術的にみて、水道施設のうちでは、

その重要性にかかわらず、管関係の分野が遅

れをとっていることは事実である。

管であれば何でもよい時代、管に水を入れ

米米米

強鞠輔耐蝕性者自棄

れば流れていってくれるだろうと単純に考え

た時代は去った。配水コントロールの必要性

はひしひしと身近なものになってきつつある

し、施工側からもよりよく、より早く、より

やすくの原則は、かなりきびしく追求されね

ばならないはずで、ある。こういった点から、

合理的配水計画、施工計画、施工要領、見積

り、積算、仕様書などの問題にまで言及すべ

きであったと思うが、力不足でこの程度に終

ってしまった。はなはだ残念で、はあるが、再

度精進することとして後日を期したい。

最後に、本稿を草するにあたり、札幌市水

道局拡張部工事課の三宅工事第 2係長をはじ

め、石井、大野技師らの協力をいただいた口

記して、感謝の意を表する。

米米米

選出の2200棚大日経ダクタイル鋳鉄管

輪王悲 3
重量義主

ダクタイル鋳鉄異型管

高 級 鋳 鉄 異 型 管

メカニカルジョイント異型管

一以上75押均一2500明z

石綿管用異型管及接手

埼玉県川口市飯塚町3-358
TEL 0482-51-288'5(代)-7

工 場宮町工場・錦町工場・機械工場
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れた

大阪市水道局工務部長

浄配水設備を含めて、水道施設全般にわた 上げられた数多い鉄管の継手が、小生の不勉

って最近に台ける近代化のテンポはめざまし 強か見聞したことのない構造で、すべて l種

いものがある。配水管としての鋳鉄管も、ダ 類に統ーされている。説明を求めると“Tyton

クタイル管が開発され、普遍化されてはや15 Joint"と返ってきた口直感的には、大陸の竪

年になろうとしている。強度的には、埋設条 固な地盤での布設工法では可能な継手であろ

件から考えて理想に近い安全率をもっている うが、軟弱地盤では大いに疑問を持って帰国

といっても差しっかえなかろう。材質改善と した。帰国後今日まで、以下記述するような

同じ比率で取り組まれてきた課題に、継手構 検討を加え、メーカーの協力を得て性能調査

造の問題がある。ある限度内で偏角、偏位を の結果、安全性が確認できたので実用化にふ

許容するメカニカル継手も、現在では大小口 み切った次第である。

径を含めて水道界にわける鉄管継手としては 1 .タイトンの概要

常道となってきた。このメカニカル継手の機 40数年前、アメリカでメカニカルジョイン

能、安全率を失なわずに、さらに作業性を増 ト(以下メカニカル)が発明され、大阪市に

す継手に着目し実験的に検討が加えられ、実 おいても昭和33年頃から使われだした。この

用化の域に達したのがタイトンジョイントで メカニカルに対して、さらに施工性のよい筒

ある。 単な継手としてタイトンが昭和30年頃アメリ

昭和39年、国際水道視察団の施設調査のス カで考案され、小口径を主に使用されていた。

ケジュールでロスアンゼルスの配水管の材料 本市でも、このタイトンと同ビスリップオン

基地を見学した。 EastValley Head Quarter ジョイントの一種として、ハイタイトジョイ

と基地名が掲げであり、 SouthPacific Ra- ントが昭和37年に口径150mmで、約1，200m試験

ilwayの貨物線が直接構内に引き込まれてい 的に布設された。しかし、ハイタイトのゴム

る程の大規模な材料倉庫である。整然と積み 輪は同じ硬度の二つの丸ゴムを張り合せた形
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をしていたため、接合時にゴム輪がまくれこ

み、接合が不完全で通水試験時に漏水するこ

とがあった。タイトンのゴム輪は硬度の違う

J二つのゴム輪からなってわり、硬度の高いヒ

ール部でゴム輪が受口内面に固定し、挿入に

よるゴム車命のまくれを防いでいる。

タイトンジョイント

ιつ守'------一
ゴム輪
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2.離脱防止方法

直線部分の継手には水圧による離脱はかか

らないが、ベンド、丁字、片落ち、栓止め等

の異形管部にはよ口径、管の形状等により違

うが、水圧による離脱力がかかる。水圧によ

る力の他にも管の不等沈下等による力も考慮

する必要がある。したがって、施工に当って

はこれらの力を阻止するような保護が必要と

なる。保護の方法としては、継手に何か特別

な器具を取り付け、他の管と一体とさせるか、

またはコンクリート等により異形管の移動を

防ぐ方法がある。前者は、メカニカルA型で

は特殊押輪、 K形ではリング状の突起をつけ

たN形、 KF形およびUF形が使われ、後者

は、施工時間の市街地の管路の輔報状態等か

ら、小口径では特に行なわれない方向にある。

アメリカで行なわれているタイトンの高倒見

防止方法は、ロックタイトンと呼ばれ、図の

ように管体にくぼみをつくり、ゴム輪にとり

つけた鋼片が挿入とともにかみこむようにし

たものである。そころが、この方法では、一

度接合すると取りはずしができないため、管

を撤去する場合に継手を切り取る必要がある。

さらに、挿口にくぼみをつけているため管体

の強度が低下し、また、切管した時には挿口

に加工が必要となる。

Dックタイトンジョイント

これらの欠点を補いうるものとしで、メカ

ニカルで使用している特殊押輪を改良したタ

イグリップなる離脱防止金具を採用すること

とした口そのため、管の受口の形状を変更し、

受口端に幅10mm、高さ 4mmの突起をつけ、こ

の離脱防止金具がひっかかるようにした。こ

の金具については、実験により性能的に問題

のない確証を得た。

タイトン用離脱防止金具

組立ボー
ルトナット
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3.異形管

アメリカで使われているタイトン用異形管

は、受口がタイトン形で両受になったShort

body異形管で、ある。連絡工事等複雑な配管の

場合に施工上問題があるため、本市では従来

のメカニカル形異形管を使用する。ただし、

母口の貫主寄道をきびしくし、挿口にテーノf一

室つ=けである。義援笠空両受で(~~? $ぺ;ιド

のような場合にべンド管の閉に必ず坊主管を

iすぎむ必」要があるため、片受の方が望まし川口

或在、白本で、検討されているタイトン形異形

管は、ダクタイル製の片受のShortbody異

形管である口校蕊Jヰ暴形管"も~Z_;イ侍 b ン形t;す

るJ以浬えいLと者え二乙同時る。去二t3.，... …継五輪

~5， ~tはタイベ上之被lこ?すると継ぎ輪本来の用全
なさないため、メカニカル形l二L立はれば弘

，--由帰伺-申岨bι品目← ← 叩

主主い。

4.許容差の問題

タイトンは管体によるゴム輪の圧縮により

止水しているため、受口および挿口の許容差

が他種管よりきびしくなっている。すなわち、

挿口外径九の許容差が従来のダクタイル管は

士2mmであるのに対して、タイトンでは士1.5

mmになっている。ただし、口千歪200mmと250mm

については、外周寸法の許容差が士4.75mm(平

均径では::l:1.5mm)の範囲にあれば、外径の許

容差は+1.5mm、-2.5mmまで許されている口

異形管についても直管と同様、外周寸法によ

る許容差を定めている。

アメリカでは、この挿口外径の許容差土1.5

mmの範囲を挿口端面により180mmとし、それ以

外は許容差を土 5mmで、別にすべての断面で

::l: 1.5mmの許容差をもっ切用管を用意してい

る。ところが、別に切用管の直管を用意する

のは不便で、あるので、本市では挿口外径の許

容差土 1.5mmを全管長に適用し、切管をして

も支障のないようにした。

他種管との接続の場合を考えてみると、タ

イトン受口と他種管の挿口の場合に、最大の

挿口と最小の受口寸法の組み合わせになると、

許容差の関係で接合が困難になる。口径 150

mmtこ例をとると、タイトン受口の最小口径は

170.8mmで、他の夕、、クタイル管の挿口の最大口

径は171.0mmとなり、接合ができない。これは

他の口径についても同様である。しかしなが

ら、 FC管の場合は、挿口の最大が170.5mmで、

あるから問題はない。すなわち、タイトン管

とタイトン以外のダクタイル管の接合が困難

な場合があるが、 FC管との接合は問題ない口

実際には、タイトン管と他種管とを混用して

施工することはほとんどないことであるし、

この場合にも継ぎ輪を使用すれば問題ない。

5.接合器具

接合器具はフォークと呼ばれる簡単なもの

である。これはロープを使いテコの原理を応

用して接合するもので、慣れると非常に簡単

であるが、最初は少し技巧を要する。ただ、

フォークは口径によりサイズが違うため、口

径ごとに用意する必要がある。さらに、異形

管を接合する時に、異形管の重量が直管に比

べて軽いため、他端がはね上がり接合しにく

い。そのため、異形管との接合には、フォー

クとは別の器具が必要である。

フォークとは別に、接合器具としてはアメ

リカ製のジャッキ様のものもある。これは、

1台あれば口径 250mm以下は全口径に使え、

異形管の接合も支障ない。重量は 8kgぐらい

である。しかし、フォークに比べて値段が高

しミ。

6.安全性

タイトンの安全性を確認するため、採用前

に各撞の試験をわこなった口試験はメカニカ

ルと比較しておこない、継手の水圧試験では

メカニカルと差がないという結果を得た。た

だ、継手を拘束しないで水圧をかけた場合は

メカニカルに比べて弱く、水圧 1kg/cm2で抜

け出したが、これは滑剤を塗布し接合後直ち

に行なったものである。離脱防止金具を取り

付けて同様の試験を行なった場合は、水圧12

kg/cm2、15kg/cm2、18kg/cm2を保持したため、

離脱力のかかる継手にはこの金具をつければ

実用上支障ない口さらに、露出配管する場合

や市街地で蛇行して配管する必要のある場合

等に不安があったため、現場で露出配管して

水圧をかけてみた。口径は 150mmで延長は約
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ワ.実離の使用状況

大阪市では 5月中旬頃より実際に使用し始

め、現在まで約2，200mほど布設した。実際に

布設を始めるまでは、職員と請負業者等の講

習を行い、最初のうちは現場の巡回を行なっ

たため、切替えによる混乱はなかった。しか

し、現場からは次のような意見が出ている D

1 )受口に砂がはいりこむことがあり、は

いると取り除きにくい。ただし、これは

事前に予測されたため、ゴム輪と受口内

面に砂をつけて水圧試験をわこなったが、

水圧13kg/cm2でわずかに漏水した。

2 )継手の上に他の埋設物がくると、フォ

ークでは接合しにくし」

3 )切管した時の面取りの場合、

第 9号

は時間がかかる。グラインダーを使用す

れば容易であるが、夜間は騒音が大きい

ため使用に問題がある。

8.今後の方向

現在は口径75mm~250mmまで使用しているが、

今後中口径 300mm以上のタイトン化の問題が

ある。アメリカでは口径 900mmぐらいまで慣

用しているもようである。しかし、大口径に

なると管の重量が大きくなるから、それに応

じた接合器具、接合方法が必要となり、また

水圧による離脱力も大きくなり、保護方法の

検討が必要で、ある D 異形管も現在はメカニカ

ル形のものを使用しているが、将来は異形管

もタイトン形にするべく調査検討を進めてい

る。

実施後日も浅いので、施工面において今後

生ずるであろう問題点についても逐一改善し

小口径継子として確立されたものにもってい

きたいと考えている。

昭和45.10管也
八

占

E

145mの直線路で、現場は比較的地盤の悪い所

であった D 接合後、 3kg/cm2の水圧をかけた

が、管に移動等の異常はなかった。さらに、

水圧をかけたまま lカ所の継手を4。弱水平に

曲げたが異常なかった口

S寺

ヤスリで

上下水道璃〕

工事韓用水用}各種鋳鉄管
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ガス用メカニカル

継手について

ガス供給導管用ダクタイル鋳鉄管の接続方

法として、配管スピードの上昇、接合性能の

向上、作業の軽減、個人差の出ない均一性能

を目的とした新い判手一一GM継子一ーを

開発した。 GM継手は水道界で使われている

メカニカル継手のもつ施工の迅速性と可携性

を有し、引抜阻止力がガス型鉛継手以上の性

能を持つものであることを実験により確認し

た。

1 .緒昌

ガス供給導管用ダクタイル鋳鉄管の接続方

法として、大阪瓦斯では、麻と鉛を主体とし

ゴムを補助的に使用したガス型継手を採用し

ている。しかしながら、ガス型継手は工事能

力、配管工の不足、労務費の比率など各方面

から眺めた場合、必ずしも現在の情勢下で十

分満足で、きる工法であるとはいいがたく、よ

り簡便な、信頼性の高い継手形式が望まれて

いた。

今回、ゴムをパッキン材料とし、上記の要

求を満たす新しい継手形式“GM継手"を開

発したので、ここにその概略を述べる。

2.鋳鉄管継手の経過

2.1.鋳鉄管継手の変遷

大阪瓦斯にわいて使用されてきた鋳鉄管の

継手形式は、主として 2つの形式に分類でき

る口一つは鉛と麻肌のみによりシールを行な

う印籍型継手であり、他の一つは鉛と麻肌に

ゴムの弾性によるシール機能を付加したガス

型継手である。

印龍型継手は、明治以来大阪瓦斯のみなら

ず、わが国のガス、水道界において広範囲に

大阪瓦斯株式会社導管管理部

中村修一

用いられてきた継手である。

図-1 印寵型継手

当時においては、ガス中の水蒸気圧は飽和

に近く、したがって麻肌は常に湿っており、

十分気密性を発揮でき、また車嫡重量も小さ

く交通量も少なく、機械的にもほとんど問題

がなく良好な継手と考えられていた。しかし

ながら、路面荷重および交通量の増大により

継手部に振動、たわみが加わり、鉛が塑性変

形し、シール機能が低下し、一方ガスの送出

圧の上昇、脱湿によりガスが乾燥した結果麻

肌を乾燥させ、そのシール性能を低下させ始

めた。この事態に対処するため、昭和の初期

にゴム弾性体を利用した継手が現われ、大阪

瓦斯でもピクトリック継手が一時用いられた。

しかしながらこの継手は、ゴムの性状が劣っ

ていたこと、凝縮液の滞溜などにより気密性

を高佐持とできなかった。

これらの経験から、麻肌、鉛の外側にゴム

輸を装着したガス型が使用されるようになり

今日までつづいている。

ガス型の継手性能は、麻肌と鉛では不十分

な振動、継手の変位に原因する気密性の低下
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をゴムが補い、一方麻肌と鉛はゴムに直接凝

縮液が触れるのを防ぎ、また鉛、麻肌と管面

との摩擦力およびスピゴットと押輪による機

械的ロックにより、継手が軸方向に抜け出す

ことを防止しており、麻肌ー鉛とゴムが互いに

弱点を相補った効果ある形式といえる。

図-2 ビクトリック継手

2.2. A n型メカニカル継手の採用

ガス業界では、ガス成分の点、でメカニカル

継手が敬遠されてきたが、近年合成ゴムの著

しい進歩、ブタンエアー供給の普及、製造ガ

ス源の転換、供給ガスの脱水、鉛コーキング

作業員の不足、労務費の上昇といった理由か

らメカニカル車陸子がクローズアップされ、多

くのガス会社で急速に使用され始めた。

この際、一部ガス会社で、は水道の A型形式

そのままでゴムのみ耐ガス性能を向上させて

使用したが、また一方、他のカ、、ス会社では気

密性の向上のため、角ゴムの前に丸ゴムを加

えた AII型(図-4)を採用した。

図-4 A n型メカニカル継手

この形式は丸ゴムに耐ガス性のすぐれたも

のを使用し、ガス中の各種溶剤の進入を防ぎ、

この部分で完全にシール効果を発揮させ、さ

らに後部の角ゴム輪でシール効果の万全を期

するとともに、丸ゴムを所定の位置に押し込

みイ呆持とするようにしたものである。

AII型メカニカル継子は、気密性、施工性

においては非常にすぐれたものと考えられ、

相当多くのガス会社にわいて採用されている。

3. GM継手のイ土議

3.1.概要

上述した AII型などのメカニカル継予の施

工の優位性をそのまま残し、一方継手の抜出

し~Jirl:力を向上させ、さらにゴムの圧縮率を

管の寸法許容差にかかわらず、一定に保つ継

手として図-5、写真一 1に示すGM継手を

開発した。すなわち、 GM継手の受口は 1

4.6の単ーなテーパ面からなり、ロックリング

と組み合ってゴムの包縮量を一定にし、一方

挿口には、管端部にロックリングはめ込み用の

溝を加工し、ロックリングを介して抜出回止

力を発生させる。

気密性は丸ゴムならび、に角ゴムによって保

たれ、抜出力が加わったとき、ゴムがロック

リングに直接接触し、損傷するのを防ぐとと

もに丸ゴムのコールドフローを防ぐためにパ

ックアップリングを使用する。

写真一 I GM継手
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図-5 GM継手形状
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3.2.特徴と性能

3.2.1.引抜臨止力

GM継手に軸方向の力が加わった場合、そ

の力がゴムの摩擦に打ちかてばlOmmほどの溝

幅余裕が抜け出し(図-6)、管に加わる応力

を緩和させる。

図-6 引抜力による継手の変化

この場合は管にも、パッキン材にもほとん

ど余分な力が加わることはない。

一般の外力では、この程度の管の移動(伸

び)でほとんど力を吸収できると考えられる

が、土砂崩れ、地盤沈下などの場合は、さら

に大きい力と移動量が加わることもある口こ

の場合、挿口はロックリング、シール材、押

輪、ボルトを介して受口に力を伝え、大きな

抜出阻止力を発生する D ゴム輪が致命的な損

傷を受けない範囲で、の抜出阻止力は、 All型

などのメカニカル継手に比べ格段に大きく、

またガス型継子に比べても相当大きい。

図-7 最終抜出状態

押輪

また、地震などで極めて大きい力を想定し

でも、・図-7に示すような状態になり、 60mm

の移動量が得られ、かっボルトの強さ(1本

当り約 7ton)までこの状態を維持し、スッポ

抜;けなどによる急、j敢なガスのi尉t曳は防ぐこと

ができる。

3.2.2.可擦性

GM継手はパッキン部先端にロックリング

があり、後方に比較的硬くて体積の大きい角

ゴムがある関係上、継子部の剛性が比較的大

きし ¥0

最終的に可能な換み角は本質的にAll型な

どのメカニカル高陸子に同じである。

一方、ガス型継手に比べると、継手剛性は

低いが最系冬的に曲げモーメントはガス型より

も大きく、また曲げ可能角度ももちろん大き

い。したがって、この面でもガス型よりすぐ

れているといえる。

3.2.3.気密性

GM継手はゴムをパッキン材として使用し

ている関係上、正常な場合はもちろん、振動

曲げなどを与えても、ゴムが物理的、化学的

に変化していない聞は気密性が破れることは

ほとんど考えられない。したがって、気密性

はゴムの物性変化のみに左右されると考えて

よい口

一方、機械的な構造を考える場合、 GM継

子は前述のようにゴムの庄縮率を一定に保持

できるほか、接合部は外力が加わり抜出した

場合には(通常管路に加わる力は継手部を抜

け出させる)、パッキン材が圧縮される方向に

力が加わり、受口と挿口の相対移動によるパ

ッキンスペースの変化を補償することができ、

気密性の維持にきわめて都合がよい。

3.2.4.作業性

GM継手は、受口の単一テーパ面と、挿口

にはめられたロックリングにより芯出し作業

が自らできる形であり、また分解についても

押輪をはずして挿口を引き出すだけで簡単に

で、きる。

一方、メカニカル継手接合作業で最も重要

なゴム装着に関しでも、受口のテーパと角丸

ゴムの一体化により、シールに重要な丸ゴム

部がねじれて装着されることがないという利



その力と継子部抜出量を測定した。

イ共試管は 100~400併の夕、、クタイル管を用い、

各継子の接合材料は標準品を使用している。

図-8は、 200併について正常な継手性能を

有する範囲で、の抜出量と抜出阻止力の関係を

各継手について比較したものである。

図- 9は、 GM継子を受口と挿口が離れる

まで引張った場合の抜出量と引抜荷重の関係

である。図中(イ)は挿口溝部をスライドして

いる日寺、(ロ)はノ〈ックアップリング、ゴムが

圧縮されている場合(図-6)、(ハ)はゴムの

下にパックアップリング、ロックリングが侵

入している場合、(ニ)はロックリングと押輪

が接触している状態(図-7)を示している。

なお、各サイズの抜出阻止力を比較すれば

図-10の通りである。

GM継手において、抜出駈k力を決めるの

はノfックアップリングおよびゴムであり、し

たがって抜出阻止力は、ほぼ管径に比例して

いる(単位周長当り一定の耐力)。

ガス型では押輪が最弱点であり、押輪の構

造の異なる300併では相当大きくなる。

All型メカニカル継手では、ゴムの管面へ

の圧力と接触面積の積、すなわちボルト数と

締付トルクに比例することが、この図からも

大体うかがうことができる。

第 9号

点もある。

3.2.5. そのイ也

捕口側は抜出阻止力を与えるため、溝切り

を行なう必要があり、従来の管製造法より l

工程増加するが、受口は単純なテーパからな

っているため、鋳造がより簡単となる。

昭和45.10管件
犬Afz 

鋳36 

4. GM継手の機械的性質

地中埋設管に加わる力は内圧、地盤の不等

沈下、土砂崩壊による管の移動、車車両の荷重、

振動、地震などが考えられる口このうち内圧

による力は簡単に算出できるが、その他の管

外から加わる力については、不確定要素が多

く、これを求めることはほとんど不可能で、あ

る。したがって、 GM継手の性能についても、

現在使用しているガス型継手に劣らない機械

的性質を持たせることを目標として、つぎの

点から中食言すを加えた。

①軸方向抜出阻止力

②曲げ可能角度と抵抗曲げモーメント

③振動に対する漏洩

これらの各項目につき、ガス型継子、 All

型メカニカル継子の値を比較しながら示すD

4.1.軸方向抜出阻止力

4.1.1.各継手の引抜強度

継子部を軸方向に水圧または外力で引張り、

外力による引抜試験(GM継手 200O)図-9

50 

水圧による引抜試験 (220ゆ)

骨一一暢 CM継子
。---()ガス型継手(スピコやツト付)
ゅーー口 AII型メカニカル継手

図-8
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図 10 各継手の引抜阻止力管径別比較
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4.1.2.ヲ!抜試験における発生査量

GM継手の異形管は、現在 FCで製作する

ことを考えている。 FC管の場合、本体(受

図-11 FC管歪ゲージ貼付位置

ゲージ貼付位置

(軸方向、 J-.、 F) 
¥ C 

A 

図-12 FC管水圧引抜試験時の発生査

( 200ゆ)

張ロH
J

n
U
 

日
U

A
M
U
 

-A 
A
U
 

円

U
n
M
U
 

ハ
川
V。

)

ハ

b

6

山
川
町
一
ハ

U

〔

1

4

×
 

(
口
♀
)
剛
健
紙
一
口

O

(

却

歪

初

日

目

5

生

a
ト

十

I
l
l
i
t
-
-
I
l
l
i
-
-
ト

ト

・

。

畠

u

o

o

m

w

却

1

1

1

b

m

h

め
ras--4」

手

5

4

3

H

h

o

t

-

s

中
0

・F

一

下

p
i
b
B
e
l
t
-
-
n
や
J

J

E

u

-

E

m

e
q
-
-
t
(例
E
U
¥
凶

』

)

出

v
T

締
ム
削

L

L

L

4

』

d

C

ル
一
向
斤

ボ
一
回

口、挿口)の破壊が問題となるので、受口、

挿口の最も応力が生じる点に歪ゲージを貼付

して測定した。その結果を図-12に示す。

図から発生歪量が荷重に比例して増大する

様子がうかがえるが、 F Cの強さ 20kg/mm2、

縦弾性係数1.0x 104kg/mm2を考えた場合、本

体強度は引抜力に対しては十分安全で、あると

いえよう。

4.2.曲げ特性

4.2.1.各継手の単純曲げ特性

各継子について、図 13に示すような方法

で曲げモーメントを与え、その曲げ角度と曲

げモーメントの関係を測定した。

図 14は継手の一部が破損するか、または

洩れが生ピるまでの曲げ角度とモーメントの

関係を示す。この図から GM継子は口J換性の

大きい継手であることがわかる。

図 13 曲げ、試験方法
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図-14 曲げ試験(200ゆ)
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図 15は、最大曲げモーメントの管径別の

比較を示し、また図-16は最大曲げ角度の管

径による比較を示す。これらの値は、主に押

輪ならびにボルトの強度に最も大きい影響を



4.2.2.拘束曲げ試験

実際の管路にわいて継子部が曲げられる場

合には、隣接する管は土により拘束されてい

るので単純な曲げではなく、継子部が抜出し

ながら曲ることになる(図 17)。

この状態を再現した試験が図-18、写真一3

に示すものである。

第 9号昭和45.10管S失鋳

曲げ試験状況写真 2 

38 

ウプ77777/GL 

θ 

---Q :管路のf申び

埋設督に加わる曲げ図-17

受ける。したがって、 GM継子でFC押輪を

使った100ct，200世については FCD;f甲車命を f吏

った口イ也のサイズに比車交し小さし叶直となって

いる。

拘束曲げ試験方法(200φ)

4ii  L地 jLム
'/// '// r-2m一一「ー2m-叶/.///

図-18
最大曲げモーメント管径別比較

機一---eGM継子

o一一ーoガス型徽 F

トー-QA lJ型!メカニカル純子

図-15
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この試験では、中央部継手の曲げ角度と曲

げモーメントの関係(図-19)の他に、 A1 Az 

断面にわける軸方向応力を測定した。その結

果、最終角度(曲げモーメント 4ton-mの時)

にあ、いても、 A1 Azの軸方向引張力は700kgf呈

度であり、このような状態では軸方向にはほ

とんど拘束されていないと考えてよく、継子

部M1
および、Mzの曲げモーメントという形で隣

接管の影響を受けている。管の単位長が大き

い実際の管路では、軸方向の拘束力が加わり、

曲げモーメントはさらに大きくなると思われ

る。

図-16
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力を発生させるためのひっかかりとしての役図 19 拘束曲げ.試験(200ゆ)
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4.3.気密性

継子音[5にくり返しの曲げ(振動)を加え、

気持;性を確認した。

?単↑生f本であるゴムをf吏用している関イ系←土、

極めて大きい曲げ角度にも、また大振幅の振

動に対しでも気持i性は十分保持される(表ー1)0

5.考

以上、 GM継手の性能について述べたので、

ここで多少その検討経過を述べる。検討は主

として抜出阻止力の向上、曲げ角度、抵抗曲

げモーメントの増大という面から実施した。

5. L 口ックリング

5.1.1.機能

①継手に抜出力が加わった場合の抜出阻止

害Ij0 

②ゴム輪の圧縮率を a 定に保つスペーサー

としての役'剖。

③ゴムのコールドフローの肱L
④受Ljと挿日にアンバランスの荷重が加わ

った場合の偏心防止。

⑤芯出しの際のスペーサー。

⑥押輪との聞にゴムをサンドイツチにして

応力を与え、気?子十|生を与えること。

5.1.2.喪求される性資

①引抜力が加わった時、せん断されないこ

と。

②引抜力が加わった時、ねじれを生じ溝か

ら外れな p こと。

③長期間物性fi直に変化のないこと。

④迷送電流の影響を受けないよう絶縁効果

カfあること。

⑤挿入時に塑性変形を起こさないこと。

5.1.3.検討経過

具体的には鋼、夕、、クタイル鋳鉄のほかに、

プラスチックスについても本食言すを力日えた。

引抜力が働いた時のロックリングに加わる

力は図-20に示す状態であり、 f前日溝音[5によ

りせん断力を受ける。最大せん断力の生じる

せん断面(点線)を求めるとつぎのようにな

る口

s =V/cosθ 
F =J sin θ 

d F 
dθs  ~ 

最大せん断力

() =!!_ 
4 

表 1 気密試験結果

継手形式
試験

サイズ
テス ト 振巾 振動数

振動回数 結果
No. 圧力kg/cm2 (度) (回/分)

1 200 5 5 1 10 異常なし

2 200 5 5 1 10 '" 
GM継手

3 100 3 2 360 1，800 '" 
4 100 3 2 360 10.800 イシ

ガス型 1 100 3 2 360 2，160 異常なし

(ゴム輪付") 2 100 3 (水) 2 360 2，160 '" 

(水)は水圧で実施したことを示す
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表-2 各種プラスチックス物性

手重 業頁
せん断強さ *lkg/cm2 (20

0C) 縦弾性係数 *2 (引張弾性率)

(ASTM 0638 kg/mm2
) (ASTM 0732) 

硬 質 塩 化ビニール

メタクリル樹脂

ポリカーボネート

ポリスチレン

A B S 樟j M旨

ポリフ。ロピレン

図一初 日ックリングに加わる力

fl .-
/2 J 

-一一一一一 =800kg/cm2

V'/2 2V 口

J:管外周 1cm当りの抜出力

320kg/cm (各サイズ共)

710 

690 

690 

490 

470 

360 

s ロックリング 1cm当りのせん断面積

cm2/cm 

V 溝深さ 0.2cm 

一般的なプラスチックスのせん断強さを表

-2 ，こ示す。

プラスチックスはせん断強さの不足の他に

引張弾性率が鉄鋼に比べ 2ケタ小さく挿口溝

に装着した際の密着力が弱く、接合時にはず

れる可能性が大きいことも欠点である。

表-3にポリエチレンを使った場合の結果

を示す。(ポリエチレンのせん断強さはポリプ

ロピレンのそれとほぼ等しいと思われる)

ロックリングの形状ならび、に寸法について

は、図-21に示すものについて検討を加えた。

150件以下の細いパイプについては (a)の形で

問題ないが、 200~以上に関してはねじれるこ

とがあり、そのため (b)(c) (d)の形について実

験を重ねた。いずれの形状も溝からのはずれ

240~420 

220 

250 

290~430 

160~260 

80~130 

* 1三菱樹脂KKによる * 2工業材料69年10月号による

は完全に防止できたが、 (b)(c)はパ yクアッ

プリングがロックリングを乗り越える欠点が

ある。

図-21 ロックリング形状(単位mllJ)

EEi凸3EEf己主
ト10叶 ~1O叶一2オト 1C叶 ト-15---1

表-3 司ックリング材質形状による

抜出阻止力の変化

呼ピ径
試験 ロックリング 抜出阻止力

試蹴終了後の状態
No. 形状、材質 (ton) 

8コ ロックリングにねビれが生
200 41 19.5 

10 tj率からはずれる
FCD 

日ζコ6
バックアップリングが、ロ

t，- 42 17.3 ックリングに乗り上げる

FCD (写 4)

t，- 40 
7口

19.5 向上

FCD 

仁ゴ 8 異常なし
t，- 99 21.7以上

FCD 
(写-5)

己 ロックリングが済部でせん
150 別l 7.8 

ポリエチレン
断される

t，- 別2 向上 9.1 同上

t，- 16 7仁二)5 16.9以上 異常なし
10 

FCD 
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写真一 4

写真一 5

5.2.バックアップリング

5.2.1.機能

①ゴムがロックリングに当って損傷させる

ことを防止すること。

②管のだ円や引抜力が加わった場合、ロッ

クリングと受口の間に生じるすき聞を、自身

の変形によって埋め、ゴムのはみ出し(コー

ルドフロー)を防ぐこと。

③ロックリングが使用できない個所(スリ

ープ連絡部の片側など)では、それ自身がス

ペーサーとなり、またゴムに応力を与え、か

っコールドフローを防ぐこと。

④ゴムが直接ガス中の溶剤成分に接しない

ようにすること。

5.2.2.要求される性賞

要求される機能から断面形状が比較的自由

に変形すること、ロックリングの切断部など

に当って切断されないほどのヲi張強度をもつ

こと、ゴム lご傷をつけないこと、長期間の物

性値の変化が少ないことなどが要求される。

5.2.3.検討経過

パックアップリングには、図-22に示すよ

うにゴムからカカf力日わる D また、ロックリン

グ切口でも写真一 7に示すようにせん断的な

力をうける。これらのカがノてックアップリン

グに与える影響は、その材質、ロックリング

の形状(エッジの有無)などにより大きく変

化し、数値的な取り扱いは困難である口実験

結果を表-.4に示す。

図-22 パックアップリングに加わる力

ノてックアッフ。リング

補口

表-4 /'¥ックアップリングキオ費による

抜出阻止力の変化

試験パックアップ ロ yクリ 抜出血k
結 果呼ピ径 No・ リング材質 ング形状 力 (ton)

グラファイト

口 B せプ(ロRんリッ断y(クパグ(リ写)ッンがクグL67)R で) γ 200 1 合侵アス 15.2 
ベスト

コームモールド
向上 17.3 講B切(断R写かが寸ら前外L7。Rれ)切LるR目でがイシ 5 

アスベスト

ゴムモールド BRがLR上に問
名シ 48 亡コ 19.5 転してのり上げ

コ ッ ト ン
(写-8)

ナイロン
向上 21.7以上

異常なし
ク 47 

編ひも (写-9)

ゴムモールド

口 16.9 BRがLR切目で150 19 
アスベスト せん断

ゴムモールド

口 15.6 向上4シ 20 
ジュート

ゴムモールド
全周にわたってBジュート

ク 21 iベンゾール!
向上 13.0 

Rがせん断
24h没 漬

ナイロン

口 16.9以上 異常なし。 97 
編ひも

表-5 ゴムモールド品の溶剤による

せん断強さの低下 (単位kg/cm2)

種類
放置日数* 。 3 6 

ゴムモールドアスベスト 178 39 39 

ゴムモールドジュート 130 53 45 

ゴムモールドコットン 187 106 109 

*ベンゾール100%蒸気中に放置



42 

写 真-6

写真一 7

写翼- 8

鋳鉄管 昭和45.10 第 9号

写真-9

写翼-10

各種の実験結果から、パックアップリング

の材質と抜出阻止力との関係について、つぎ

のようにいえる。

①グラファイト含浸アスベストのような引

張強さが小さく、また非常に軟かいものはロ

ックリングと受口の聞にできるすき間から押

出され、ゴムの保護に役立たない口

②ゴムモールドアスベスト、ゴムモールド

ジュートのようなヲ15長強さが比車交的小さく、

かっ硬いもの(断面形状が自由に変化しない

もの)は、ロックリングのエッジでせん断さ

れる。また、ゴムモールド品は溶剤の吸収に

より、せん断強さが大幅に低下することも欠

点である口

③ナイロン編ヒモのように引張強さが大き

く、軟かいものが引抜力に対し最も好結果を

得る。

5.3.ゴム

5.3.1.機能
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①気密性を保持すること。

②引抜力が加わった場合に発生する力に耐

えること。

5.3.2.嬰求される性質

①管表面の凹凸になじんで、気密性に富むこ

と。

②埋設後、外力などによる接合部のすき間

の変化、あるいは振動に追随してゴムが変形

すること、すなわちゴム5単位2のよいこと。

③長期間にわたって気密性を保持すること、

すなわち応力緩和特性のよいこと。

④供給ガスの成分の影響による物性変化が

づ、さいこと、すなわち而t~容斉リ'性などが良女子な

こと。

⑤使用雰囲気での老化特性が良好なこと。

⑥押輪による締付け、引抜力が加わった時

の大きな力に耐え得る機械的強度、すなわち

引き裂き強度、引張強度が良好なこと。

5.3.3.検討経過

ゴムは耐久性、耐溶剤性などに{憂れている

ことはもちろんであるが、機械的性質も重要

である。ゴムの機械的性質(硬度、引張強さ、

引き裂き強さ)が継手性能に与える影響を簡

単に述べる。試験に使用したゴムは、表-6

じ示すものであり、その結果を表 7に示す。

表 7からみて、ゴムの機械的性質として

最も大きい影響を与えるのは引き裂き強さで

あることが推定される。角ゴムの後方に硬質

ゴムを付けた場合、ズックで補強した場合な

どについても試患食を実施したが、よい結果は

得られなかった D

謙一5 テスト用ゴムの物性

引張強さ 伸び 硬 度 引裂強さ

kg/cm2 (%) (Hs) kg/cm 

ゴム A丸
136 

角
245 75 23 

ゴム B丸 149 440 60 30 

角 120 480 69 29 

ゴム C丸 100 440 61 29 

角 177 300 73 35 

表-7 ゴムの機端的性舗による

抜出陣止力の変化

呼ピ径 試験 使用 抜出血と
結 果

No. ゴ「ム 力 (ton)

良好(角ゴムの押韓に

200 50 B 2l.7以上 よる(纂は試思食No.103の
場合より大きい)

イシ 103 C 2l.7以上 良 好

300 61 A 30.9 
ゴムが大きくせん断さ

れる(写-11)

。 113 C 30.9以上 良好(写-12)

写真一11

写嘉一12

5.4.押輪

5.4.1.機 能

①ゴムを所定の位置に押し込み、ゴムに常

に応力を与えること。

②引抜力が加わった場合の抜け止め。

5.4.2.要求される性欝
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①引抜力が加わった時の機械的強度に耐え

るものであること。とくに押輪全周に均ーな

力が加わるとは限らないので、多少変形して

応力を緩和し得るものの方が有利である口

②ゴムに直接接触するので、ゴムを傷っけ

ないこと。

5.4.3. 検討経過

継手性能に与える影響は大きいが、比較的

拘束条件の少ない部品であり、機械的強度の

み考慮すればよいので省略する。

5.5.ボルト

5.5.1.機能

①押輪を介してゴムに必要な応力を長期的

に与えること。

②抜出力が加わった場合の力に耐えること。

5.5.2.要求される性関

①引抜力に耐える強度をもつこと。

②機械的強度の低下が少ないこと。すなわ

ち、埋設管では腐食による強度低下が見込ま

れるので耐食性が良好なこと口

③耐力が大きく、かつ最終的には十分な伸

びを有していること。

④ボルトを締め付ける際、焼付を起こさな

しミこと。

5.5.3.轍討経過

GM継手にわいて、ボルトが腐食するとい

うごとは漏洩に結びっく危険があるので、耐

食性にすぐれたものが必要であることはいう

までもないが、その他ボルトの伸び、破断強

さが継手に与える影響も大きい口表-8に伸

びが抜出阻止力に与える影響を示す。

すなわち、ボルトが伸びることにより、受

口とロックリングのすき間が大きくなり、ゴ

ム、バックアップリングが押し出されやすく

なり、抜出血と力が低下する。したがって、

目標とする抜出阻止力では、ボルトの応力が

耐力以内になるよう設計せねばならない。

6.結言

今回、鋳鉄管接合法としてガス配管用に適

した形状一一一GM継子一一明(工業所有権出願

中)を考案し、現在使用中のガス型継子をう

わ廻る性能を得るため各部寸法、材質を変え、

試験をくり返し、最終的には

①軸方向抜出阻止力が十分大きい口

②曲げ荷重に対し十分な可換性をもち、か

っ抵抗曲げモーメントも大きし」

③振劫荷重に対する気密性にすぐれてしミる。

など、現在使用中の各種継手よりすぐれた機

械的性能をもつことを確認した口

この継手は、ゴムについても構造上耐ガス

性、耐応力緩和の特性にもすぐれており、ガ

ス導管用として、施工性、機械的性質、耐久

性いずれも満足で、きるものである。

GM継子の採用により継手としての性能、

信頼性が向上するとともに、ガス配管工の作

業軽減、個人差のない接合、技能修得の容易

さ、など利点が多い。また掘削作業の機械化、

能率化とあわせて、接合時間の短縮が作業全

体の能率化につながるものと考えられる。

表-8 ボルトのイ申びによる抜出阻止力の変化

呼ピ径
試 験 ボルト材 抜出阻止力 ボルトの伸び ボルト応力計算値

最古 果
No. 質サイズ (ton) (平均)mm (kg/mm2 

) 

200 50 
FCD 

2l. 7 15.3 異常なし
M20 

51 
S U S 27 

5.3 26.2 ゴムが受口と挿口の聞にはみ出す// 17.3 
M14 

今 52 向上 19.5 4.5 29.6 ゴムがBR、LRの上にのりあげる

104 
SUS50B 

2l.7 最大0.3 32.9 異常なしク

M14 
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輔新規格紹介掴

日本水道協会規格 JWWA A 107-1970 

水道用遠心力ダクタイル

鋳鉄管モルタルライニング
~規格改正及び解説一.r".r'\./

日本水道協会

今回、日本水道協会において、水道用遠心力ダクタイル鋳鉄管モ

ルタルライニング(JWWA A 107)の規格改正がおこなわれまし

たので、ここにご紹介いたします。

本規格の誌上掲載について、日本水道協会にいろいろとご協力い

ただきましたことを、厚くわ礼申し上げます。(日本鋳鉄管協会)

1 .適用範囲

この規格は、さび止めのためにJWWA G 

105(水道用遠Jじ、力ダクタイル鋳鉄管)(以下管

という)に施すモルタルライニング(以下ラ

イニングという)について規定する。

2.管

ライニングを施す管は、 JWWA G 105に

規定する管で、内面は塗装しないものとする。

3.材料

ライニングに使用する材料は、水道の水質

に悪影響を与えないものであって、原則とし

て、っき、、の各項による。

3.1セメント

セメントは、 JIS R 5210 (ポルトランド

セメント)、 JIS R 5213(フライアッシュセ

メント)の A種または B種を使用する。ただ

し、その他のセメントについて、注文者の承

認を得た場合は、これを使用しでもさしっか

えない。

3.2 i.毘手口材・

混和材は、カルシウム、サルフォ、アルミ

ネートを主体とするものを適当量使用するこ

とカfできる。

3.3細骨材

細骨材は、清浄・強硬・耐久的で、ごみ、

どろ、有機物などの有害量を含んでいてはな

らない。

なお、粒度は表-1による。

表-1 粒度

各ふるいを通過する量(%)

管の呼び径(mm ライニング厚さ 0.3mm 0.15mm 
M程度のふるい ふるい ふるい

250以下 50以下

300~900 95以上 40以下 5以下

1000以上 30以下

3.4 * 
水は、油、酸、アルカリ、有機物などモル

タルの品質に悪影響を及ぼす物質の有害量を

含んでいてはならない。

4.モルタル

4.1モルタル

モルタルは、セメント、細骨材わよび、水ま

たはこれに混和材を加えて十分に練りまぜて

作ったもので、ライニングを行なうのに適当

な範囲でできるだけ少量の水を用いたもので
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なければならないD

4.2配合比

セメントと細骨材との配合比は 1: 1.5 ~ 

3.0(重量比とする)とする。

5.ライニング方法

5.1管の内面

管の内面は、浮きさび、土砂、油脂などの

付着物があってはならない。

5.2ライニングの施工法

ライニングは、遠心力方法によって施工し

なければならない。

5.3受口内面

管の受口内面に付着したモルタルは、すべ

て除去しなければならない。

5.4ライニングの施工場所

ライニングの施工は、直射日光、雨、霜な

どの極端な気象条件を避けるために、建物の

内部で行なわなければならない。

5.5養生

ライニングを施した管は、 8.に規定する品

質が得られるように、つぎのいずれかの養生

を行なわなければならない。

5.5.1蒸気養生の場合

(1)蒸気養生は、モルタルを練りまぜたとき

から 2時間以上経過させてから行なうものと

する口

(2)蒸気養生の温度は、徐々に上げ、その割

合は 1時間につき 15
0

C以下とする。

(3)蒸気養生の温度および時間は、表-2に

よる。

表-2 温度および時間

温度 (OC) 時間 (h)

35~55 3以上

(4)蒸気養生後は、室内温度の余熱を利用し

ながら徐々に温度を下げ、室外温度と同ーに

なるまで取り出しではならない。

(5)蒸気養生が終った管は、適当な方法で散

水し、少なくとも 4日間は常に温潤状態を保

ったのち、 7に夫見定するシールコートを方包す

ものとする。

散水期間中の管は、むしろ・布などで覆い

日光の直射、低温度などの影響を受けないよ

うに十分な保護をしなければならない。

(6)モルタルに混和材を使用した場合は、蒸

気養生後、速やかに7.に規定するシールコー

トを施すものとする。

5.5.2蒸気および熱湯浸せき養生の場合

(1)モルタルを練りまぜてから、蒸気養生を

行なうまでの時間および蒸気養生の温度を上

昇させる割合は、 5.5.1の(1)および(2)による。

(2)蒸気養生の温度および時間は表-3によ

る。

表-3 温度および時間

温 度 (OC) 時間 (h)

45~75 5以上

(3)蒸気養生後は、ライニングが熱いうちに

熱湯に浸せきする。その温度および時間は、

表-4による。

表-4 温度および時間

温 度 (OC) 時間 (min)

90以上 5以上

(4)熱湯浸せき養生を終ったライニングは、

速やかに7.に規定するシールコートを施すも

のとする。

6.ライニン夕、の贈さおよび管端部の許容差

ライニングの厚さおよび管端部の許容差は

表-5による。

襲-5 ライニングの贈さおよび管端部

の許容盤 単位 mm

管の呼び径 ライニングの厚さ(1) 管端部の許容差

250以下 4 +2 

300~600 6 -1 

700~900 8 ::!:::2 

1000~1200 10 士3

1350以上 12 ::!:::4 

注 (1)管端から50mm以内は、テーパがついてもさっかえ

ない。

7.シールコート

7.1シールコートは、乾燥後、水質に悪影響

を与えないものでなければならない。

7.2シールコートは、塩化ピニル系重合物、

アクリル系重合物または注文者の指定した
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ものでなければならない。 かの試悪食を行なうことができる。

7.3シールコートの塗装前には、ライニング 10.検査

面の土砂、ごみ、そのほかの付着物を除去 10.1 検査は、厚さ、外観および 9.1の検査

し、かつ、表面を乾燥させる。 について管 l本ごとに行なう。

7.4シールコートは、吹き付け、またははけ 10.2 厚さ検査は、のぎす、ゲージまたはそ

塗りにより均等に塗装し、塗装量は約 100 の他の計器を用いてはかり、 6.の規定に適

g/m2とする。 合すれば合格とする。

8.ライニングの品質 10.3 外観検査は、目視により行ない、 5.3、

8.1ライニングは、厚さおよび質が均一で吸 7.4わよび8.の規定に適合すれば合格とする。

水性が低く、有害なひび割れ、はがれなど 10.4 はがれの検査は、 9.1の試験を行ない、

の欠点、があってはならない口、 異常がなければ合格とする。ただし、軽微

8.2ライニングの仕上がり面は、なめらかで なはがれなどで注文者の承認を得た場合は、

なければならなし」 補修することができる。

9 試験方法 11 .表示

9.1 8.1のはがれの試験は、シールコートの 内面の見やすい場所に容易に消えない方法

乾燥後、小型のっちでライニング面を軽く で、ライニングの施工年月日を明記しなけれ

たたいて11-なう。 tよならない。

9.2注文者が必要と認めた場合は、上記のほ

口 解 説口

1.まえがき

この規格は、昭和42年 3月28日に制定され

たものであるが、その後、新しく開発された

使用材料、進歩した製造技術などについて検

討することとなり、水道用鋳鉄管類規格改正

専門委員会にわいて調査・研究の結果、規格

改正案を作成し、工務常設調査委員会に諮っ

て審議の上、昭和45年 7月20日付の書面審議

において規格改正を決定した。

主なる改正点は、つぎのとおりである。

1.セメントと細骨材との配合比を改めた。

2.混和材を新たに規定した。

3.モルタルライニングの養生方法を改めた。

4.シールコートから漉青質系のものを削除し

。
た

E改正または追加した規格の各項について

3.材料

ライニングに使用する材料については、従

来は“とくに指定のない限り、つぎの各項に

よる。"となっていたが、最近の規格表現方法

を参考にして検討の結果、“原則として・・・・ー

と改めた口

3.2混和材

混和材については、本規格制定の際にも種

種検討を行ない、良質のものはライニング

に有効であることが判ったが、多種のため

規定が困難で、あり、研究課題となっていたO

しかし、その後、研究を継続した結果、

カルシウム、サルフォ、アルミネートを主

体とする無機質の製品を混和材として使用

した場合、セメントの欠点である収縮を防

ぐ作用があり、これを使用することによっ

てモルタルライニング面の亀裂・はく離な

ど、品質上の欠点をかなり解消することが。

判明したので、今回、この種の混和材の使

用を規定した。

なお、その使用量は、セメントに対して

内割で 7~12%が適量といわれている。

有機質の混和材についても、種々論議さ

れたが、さらに検討を要するので、今後の

研究課題とした。

4.モルタJレ

4.2配合比

セメントと細骨材との配合比は、従来 1. 

1. 5~2.2 と規定されていたが、とくに大口径

管のようにライニングの厚さが厚いものには、

配合比の大きい方がモルタルライニングの収
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縮、セメントペーストの分離などの欠点を低

減主せるので、ライニングの品質に好ましい

影響を及ぼす。

よって、今回その配合比を 1: 1. 5~3.0 と

E文めた。

5.ライニング方法

5.2ライニングの施工方法

従来、本項に規定しであったライニングの

品質的事項については、 8.1へ掲げた。

5.5養生

ライニングを施した管の養生には、従来、

蒸気養生を行なう場合と蒸気養生を行なわな

しミ場合とについて規定しであったが、種々検

討の結果、今回は蒸気養生の場合と蒸気養生

後に熱湯浸せきを行なう場合について規定し

た。またシールコートは必ず方包すこととした。

5.5.1蒸気養生の場合ライニング後の養生の

うち、従来規定しであった“蒸気養生を行な

わない場合"については、現在ほとんどこの

方法がとられていないので、これを削除し、

ライニング後はすべての管について蒸気養生

を行なって、初期強度の向上と品質の安定を

はかることとした。

(6)混和材を配合したモルタルの場合につい

て新たに規定した。この場合、混和材を配合

しない場合の養生と同等、またはそれ以上の

品質が得られるので、蒸気養生後は速やかに

シールコートを方包すこととした。

5.5.2蒸気および熱湯浸せき養生の場合今回

新たに追加規定した養生方法である。

これは、蒸気養生後、熱湯ヘ浸せきするこ

とによってモルタルの水和に必要な水分の供

給を行ない、その後、速かにシールコートを

施すことによって、なわ一層の品質向上効果

が得られるものである。

なわ、この場合の蒸気養生の温度と時間を

表-3、また熱湯の温度と浸せき時間を表-

4として接jげた。

6.ライニングの厚さおよび管端部の許容差

ライニングの厚さについ7ては、従来、ライ

ニング方法の中に規定されていたが、検討の

結果、規格扱い上の便から、新たに項を設け

た。

7.シールコート

シールコートについては、その組成を細か

く規定せず、主成分の樹脂名のみを掲げるこ

ととした。また、アクリル系シールコートは、

耐水性・耐11実性などすぐれた性能を示すので、

新たに規定した。

なお、従来、規定しであった涯青質に合成

樹脂を加えたシールコートは、従来の塩化ピ

ニル系ならびに今回規定したアクリル系に比

して、その性能が劣るので、これを削除した。

8.ライニングの品質

従来、 5.2のライニングの施工方法および

7.シールコートの規定中に掲げであった壬ル

タルライニングの品質的事項を統括して新た

に工頁を設けた。

9.試験方法

“密着試験"については、具体的に8.1に規

定しである“はがれ"について行なうよう改

めた。

なお、検査を実施する時期については、シ

ールコートの乾燥後に行なうこととした。

JWWA A 107(水道用遠心力ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)規格改正比較表

ページ 現 行 ページ 改 正 引緒 考

1.適用範囲 この規格は、さび止め 1.適用範囲 この規格は、さび止め ーを追加した。

のために水道用遠心力ダクタイル鋳 のためにJWWA G 105 (水道用遠

鉄管(以下管という) 心力ダクタイ Jレ鋳鉄管)(以下管とい

う)~

3.材料 ~に悪影響を与えないもの 3.材料 ~に悪影響を与えないもの

であっで、とくに指定のない限り、 であって、原則として、つぎの各項 ーを改正した。

つぎの各項による。 による。

3.2混和材 混和材は、カルシウム、

サルフォアルミネートを主体とする

ものを適当量使用することができる。

3.2混和材の追加

により繰り上げた。
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I 3.2細骨材

なわ¥粒度の標準は、表-1による。

友一 l

3.3細骨材

なお、粒度は表 1による。

表 -1粒度

を削除した。

を追加した。

2 I 4.モルタル

4.1モルタル ~むよび、水を十分に

練り~

4.2配合比 配合比の標準は、 1

1.5-2.2(電量;比)とする。

2 I 4.モルタル

4.1モルタル ~むよひ守水またはこ

れに混和材を加えて十分に練り~

4.2配合比配合比は、 1: 1.5 -

3.0 (重量比)とする。

)ーを追加した。

ーを削除し、~を改

正した。

2 I 5.ライニング方法 2 I 5.ライニング方法

5.1管の内面 -irl3ijf1などの有存な I 5.1管の内問 ~油脂などの付着物| を削除した。

付者物-

5.2ライニングの方包工Jh去 ライニ

ングは、モルタルが管の内面によく密

着するように遠心力方法によって行

ない、厚さおよび質が均一で句、吸水

性が低く、ひび割れ、はがれなどの

欠点が生じないように施工しなけれ

ばならなし、。

5.2ライニングの方包T.ブf法 ライニ

ングは、遠心力方法によって施工し

なければならない。 II太文字の一部を8

ライニングの品質

へ移行した。

~を改正した。

2 I 5.5養生

2 

5.5.1 ライニングを施した管は、満

足な結果が得られる方法で養牛ーを行

なわなければ!ならない。

5.5.2蒸気養坐を行なう場合には、

つぎの各項によるものとする。

(l)モルタルを車凍り t昆せ守たときから 2

時間以土経過するまでは、蒸気養生

を行なってはならない。

(2)蒸気室の温度は~

(3)rの温度およひ守時間の塑準は、~

表-2

3 I 5.5養生 ライニングを施した符は、

8.に規定する品質が得られるように

つぎのいずれかの養生を行なわなけ

ればならない。

5.5.1蒸気養生の場合3 

(l)蒸気養生はモルタ jレを練りまぜた

ときから 2時間以ーと経過させてから

行なうものとする。

~
問主

寸

は
び

~

間

よ

は
時
九
何

度

び

度

温

よ

温

の

お

生
三
度

2

養
一
溢
一

気

の

表

蒸

~

q
G
q
d
 

太文字の表現方法

を己文めた。

~を改正した。

ーを削除した。

を追加した。

3 I (5)蒸気養生が終った管は、適当な方 3 I (5)蒸気養生が終った管は、適当な方 I 1従来、シールコー

法で、散水して、少なくとも 4白聞は 法で散水し、少なくとも 4日聞は常 I Iトは原則として施

常に湿潤状態を保ったのち、 7.に規 に湿潤状態を保ったのち、 7.に規定 I Iしていたが、今回、

定するシールコートを施すことを原

則とする。

(6)シールコートを施さない場合は、

~とする。

(7)散水期間中の管は、むしろ、布な

どで覆い、日光の直射、低温度など

の影響を受けないように、十分な保

謹をしなければならない。

するシールコートを施すものとする。 IL全製品に施すよう

散水期間中の管は、むしろ布などで IIにした。

覆って日光の直射、低温度などの影 IIよってシールコー

響を受けないように十分な保護をし I Iトを施さない場合

なければならない。 IIの規定を削除した。

(6)モルタルに混和材を使用した場合

は蒸気養生後、速やかに7.に規定す

るシールコートを施すものとする。

i32混…た
な規定により追加

した。

は、つぎの各項によるものとする。

3 I 5.5.2蒸気養生および熱湯浸せき養

生の場合 I I今回、養生は蒸気

(1)モルタルを練りまぜてから、蒸気 II養生または熱湯浸

養生を行なうまでの時間および蒸気 IIせき養生(新しく

養生の温度を上昇させる割合は5.5.1 I I規定した養生)の

のほ)および(2)による。 Ifいず、れかを必らず

3 I 5.5.3蒸気養生を行なわない場合に

(l) 

(2) 省 略

(3) 

4 (2)蒸気養生・の温度および時間は、表

3による。

表 3 温度および時間

温度 Cc) I時間 (h)

45-75 5以上

行なうので、それ

以外の規定は削除

した。

その他は、新たに

規定したもの
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ページ 1T 考現 ページ E文 正 f蔚

3 5.6ライニングの厚さ ライニング

さおよび許容差は、表 3によ

る。

表-3
iライニング|管端部の

呼び 桂 ! | lの厚さ(1) I許容差

おO以下 4 I +2 

300~600 I 6 -1 

700~900 I 8 土 2

4 I 7.シールコート 一一一一一

7.3シールコートは、衛生上有害な

影響を及ぼさないもので、乾燥後は

水に溶けず、かつ、水に悪臭を与え

ず、寒暑によって異常を生じないも

のでなければならない。

7.2シールコードは、塩化ピニル一

塩化ピニリデン共重合物、塩化ピニ

ル 酢酸ピニル共重合物、歴青質に

合成樹脂を加えたものまたは注文者

の指定したものを使用する。

3 

7.5シールコートは、常温で吹き付

けまたははけ塗りにより均等に塗装

し、塗装量の標準は100g/ぱとする。

6.ライニングの仕上り

6.1ライニングは、厚さが均一で有

害なひび割れ、はがれなどの欠点が

あっては♀らない。

4 I 8.試験方法 5 
8.1密着試験密着試験は、散水期

聞を終り、 l日乾燥を行なったのち

に、小形のっちでライニング面を軽

くたたいて行なう。

4 I 9.検査 5 

9.1検査は、外観、寸法および密着

試験について、管 1本ごとに行なう。

9.3寸法検査は、のぎす、ゲージま

たはその他の計器を用いて行ない5.6

の~
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4 I (3)蒸気養生後は、ライニングが熱い

うちに熱湯 lこ浸せきする。その温度

合よび時間は表-4による。

表-4 温度および時間

温度 (OC) I時間 (min)

90以上 5以上

(4)熱湯浸せき養生を終った管のライ

ニングには、速やかに7.に規定する

シールコートを施すものとする。

6.ライニングの厚さおよび管端部の

許容差 ライニングの厚さおよび管

4 

端部の許容差は、表-5による。

表 5 ライニングの厚さおよび管

端部の許容差 単位mm

管の呼ひ在ライニング|管端部の
|の厚さ(1) I許宗差

250以下 4 I +2  

300~600 I 6 -1 

700~900 I 8 土 2

幸庁たに士見定したも

の。

。
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円

H
H
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}
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表-5のタイトルを

新たに規定した。

呼び径の欄に管のを

追加した。

4 7.シールコート

7.1 シールコートは、乾操後、水質

に悪影響を与えないものでなければ

ならない。
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7.4シールコートは、吹き付けまた

ははけ塗りにより均等に塗装し、塗

装量は約100g/m'とする。

8.ライニングの品舗

8.1ライニングは、厚さおよび質が

均ーで吸水性が低く、有害なひび割

l州除した

ーを改正した。

ーを追加した。

らな"0
9.試験方法

9.1 8.1のはがれの試験は、シール

コートの乾燥後、小形のっちでライ I ~~を改正した。
ニング面を軽くたたいて行なう。

10.検査

10.1検査は、厚さ、外観および9.1 I 1 
日~ ~山~I Iーを改正した。

の検査について管1本ごとに行なう。 IJ - ---- - -~ 

た7
U
 

正改J
V」

)ーを改正した o

上記のほか、字句の

一部を補足ならびに

修正した。 以上

れ、はがれなどの欠点があってはな

10.2厚さ検査は、のぎす、ゲージま

たは乏の他の計器を用いてはかり、

6.の~

10.4はがれの検査は、 9.1の試験を

行ない、異常がなければ~
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海外事情紹介

の 界に け 鋳

一現地調査報告一

昨年の 2月より 3月迄の約 2ヵ月間、欧米

の水道、ガス、パイプ事情を調査し、その全

般的な状況などについては既に“鋳鉄管"No. 

7および“ガス協会誌"23巻 3号に掲載した

が、本号では欧米の代表的な都市の水道で¥

鋳鉄管がいかに使用され、いかなる評価を受

けているかについて焦点を合せて記載し、諸

賢のご参考に供したい。

なお各都市の水道局に対しては、訪問に先

だって、予め詳細なる質問状を発送して、資

料を準備してもらい、できるだけ実りのある

調査ができる様にした。

われわれ両名の資格としては、持に日本水

道協会の小林理事長から先方にご紹介をいた

だき、日水協の特別会員として訪問したため、

調査面談者は下記にも示す様に大体において

水道局の技師長クラスの責任者と、給・配水

担当の専門技術者数名で応対、説明してくれ

たため権威のある確実な資料が得られると共

に、当方としても日本水道協会の特別会員で

あって、特定の業界を代表するものではない

という立場で、パイプ全般にわたって先方の

自由な偏見のない意見を引き出す様、特に留

意した。本稿では、そのうち鋳鉄管に関連す

るものに限って報告し、その他の管種につい

ては別の機会にゆずることにする。

。。 。
。く〉。

日本鋳鉄管協会技術専門委員会

来副委員長露関正

来栄委 員

調査対象および直接面談費任者名

アメリカ シカゴ市水道局

Chief Water Engineer 

Mr. R. 0: Wal1er 

ニューヨーク市水道局

Chief Engineer 

Mr. A. G roopman 

ロスアンゼルス市水道局

Senior Engineer 

Mr. T. Mayeda 

アメリカ水道協会

Assist Secretary 

Mr. J. B. Ramsey 

イギリス ロンドン市水道局

Assist Distribution Engr 

Mr. A. L. Gregor 

英国水道技術者協会

Secretary 

Mr. W. O. Skeat 

フランス パリ市水道局

Distribution Chief Eri.gr 

Mr. Legrand 

ドイツ デュッセルドルフ市水道局

Betr. Director 

Mr. Eisenhauer 

ベルギー ブラッセル市水道公社

Le Vice P resident 

オランダ アムステルダム市水道局

Director 
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Mr. Cvander Veen 

ノルウェー オスロ市水道局

Chief Engineer 

Mr. E. Hangnes 

スウェーデン ストックホルム市水道局

Director 

Mr. S. Anderberg 

デンマーク コペーハーゲン市水道局

Chief Engineer 

Mr. U. Fischer 
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継手:99%迄 Push-onタイプ

シカゴ市水道局(アメリカ) 抜止対策:DCI-抜止ジョイントを使う。

人口:464万人 (または鋼杭あるいはコンクリート杭を打つ)

給水量:10億549万gal/日 (380万m3
/日) 内面:セメントライニング

パイプ口径 4"~60庁(但し現在新設は消火 異形管のセメントライニンタは研究中だが、

栓の関係てヘ6"及び以下は使わない0) まだコストが高い。

トンネル トンネル 外国:普通の涯青質コーティング
、シガン湖 浄水場一一一一

(8~12FT 併) 特殊防食法:1965年からポリエチレンスリー

ポンフ。場一一一60~24"送水管一一-24"~16" ブ使用開始。

配水管一一 1968年からは DCI全管路に使うことを原則と

館用比率: した。

CIP (鋳鉄管) 3，925miles 95.57% 寿命計画:100年

DCI (ダクタイル管) 87 lj 2.12% 寿命実績:1852年のものがいまだに完全であ

SP (鋼管) 8 lj 0.21 % る。

CP (コンクリート管) 86 lj 2.10% 

鋳鉄管に対する評価:シカゴ最古の鋳鉄管は

1852年に埋めたものであるが今なお完全ι生

きている。 1965年以降は鋳鉄管は全部ダクタ

イル管を採用している。その設計寿命は 100

年と考えている。その耐久性と確実さの故に

全面的にダクタイル管を使用している。

石炭殻で埋立てた工業地帯は非常に腐食性

が強いので、ポリエチレンスリーブをf吏った

が、施工も簡単だし、コストも全工事費に対

してはほとんど無視し得る程に僅少なので、

今後は全ダクタイル管に使用することに決め

た。こうしておけば将来、迷走電流による腐

食の防止にも役立つ。古い 36庁鋳鉄管の内面

にサピコプが生じたこともあり、クリーニン

グ、現地モルタルライニングを施工したら C

値が70から 130に上った。

仕様:D C 1 -A S A (1965年以降鋳鉄管は使わ

ない)

使用圧力:公称100PSI

施工:湖底の砂 (LakeSand)に置換O 水締め

またはタンピング(言主)

80~90%は直営。土被 5FT 、垂直平底溝口

分岐・サドル:ねじ込み。最底4LLI 0 

サドル、シール剤は使わない。

(註)重車道横断及び鉄道の下ではカルパ

ート中に車内める。

ニューヨーク市水道局(アメリカ)

給水量:12億5000万gal/日 (475万m3
/日)

1'¥イプ口f霊: 8 が~72庁

使用比率:

CIP 5，800miles 

DCI 最近使用開始。これ迄はコストが高か

った。やっと 20庁で他管種と同じ位に

なった口 8ぺ12勺ままだ CIPより 25%

I司し'0
SP 

CP 

175miles l i可れもトラ

20 lj (但し 5年前か }ンクメイン

ら使用始めた)Jのみに使用
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鰐鉄管に対する評価:鋳鉄管は腐食しない。

但し腐食性土壌(灰、酸性)の時には、 Bed

から注意して埋戻にWashedSandを使うの

で問題はなし」こうしてわけばポリエチレン

スリーブなどの必要はない。

継手は鉛コーキング印龍形である。長い歴

史を通じて漏洩もなく、信頼できる。夕、、クタ

イル管は従来コストが高かったのであまり使

っていなかったが、最近大口径では安くなっ

たので、将来これに切りかえたい。

f土様:ASA、Class150鋳鉄管 (DCIは使用

しはじめた lよかり)

使用圧力:100~ 150P S 1 

f継手:鉛コーキジグ、印寵継手s，，<

抜止対策:コンクリートブロックは使わないo

Retaining Beadまたは Lug1寸Jointをイ吏う。

(註)

内面:セメントライニング

タ十面:コールタールコーテイング

特殊防食法:腐食性土壌に対しはWashed

Sandを使う。

寿命計画:80年。但し 6庁だけは60年(コプの

ため圧力が下る。今は 8"以上しか使わな P)。

施工:土被 4FTmin (凍結限界 3FT)。メカ

ニカルタンピング(または水締め)。補修は直

営、他は下請に出す。

分綾・サドル:分水栓は 2"以下(2庁以上は

MullerのWetConnectionシール剤は使わぬ)

全部サドルを使う。

Retaining Bead & Harness 

A o I Ih 

「。 @L F:.:'、大ててで， I@。ド
///////7777/ /////////////7f--.. '" '" '"ててマてててでで

Cas t Iron Lugs 

口スアンゼルス市水道蝿(アメリカ)

人口:290万人

給水量 4億9000万gal/日 (186万m3
/日)

1'\イプロ?歪 4 庁~72庁

使用比率:CIP 79.9% 

SP 13.2% 

他 6.9%

鋳鉄管に対する評価:鋳鉄管は腐食の心配が

なしヨ。もし腐食性土壌なら、 WashedSand 

に置き換えるので OK、ポリエチレンスリー

プなど必要ない。電食に対してはTyton-Joint 

だから心配ない。

夕、、クタイル管の機械的性質が優れていること

はよく知っている。目下採用試験中である。

仕様:

4~8" rt 12" rt 16~20" rt 24ゆそれ以上

ASAclass 22 23 24 25 適宜

f吏用圧力:250 psiクラスを200-150psiで使

用

継手:タイトン

防止対策:コンクリートブロック

内面:セメントライニング(エポキシは下水

用に少量使った経験あり)

外商:涯青質コーテイング

特殊防食法:腐食性地区では埋戻土をWashed

Sandに置き換える。

寿命計画:50年

寿命実績:70年

施工:必ず水締めまたはメカニカルタンプす

る。腐食性土壌または岩の多い所では砂を置

換。土被 3~4FT、 85~90%は直営。

分離・サドル:ねじ込む D シール剤・サドル

は使わない。

ロスアンゼルス市水道局前で、の宮岡部長(左)
と長尾課長
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米国水道協会 (AWWA) エチレン・スクープ法はこれをさらに確実に

米国の水道にわいて使用される配水管は鋳 する口

鉄管が多し凡なかでも小口径管では未だ鋳鉄 分蚊・サドル:DCI規格制定の際、管厚とね

管が多いが、中口径管になるとダクタイル鋳 ビ山数の関係で意見が一致せず紛糾したため、

鉄管が多くなって来ている。またシカゴ、フ タッピングの事は一応切り離し肉厚の選定を

イラデルフィア等の市街地では小口径管も夕、、 ユーザーにまかせる事になったいきさつがあ

クタイル鋳鉄管を使用している。 る。一般に米国ではムーラ一式でねじを切っ

仕様:CIP、DCI、共にAWWA規格 (ASA ている。

規格と同一)による。

使用圧力:max 350psi 口ンドン市水道局(イギリス)

議選手 i.9Q;Ib)がPush-oQ型である。但し寸法公 給水量 3億8600万gal/日 (175万m3
/日)

、:::...~、

差は AWWAの規格には入れず、メーカーの

スタン夕、、ードとしてある。

内面塗装:CIP、DCI共に米国では水道用管

の内面は総てセメントモルタルライニング十

シールコートてもある。

外面塗装:通常は薄い涯青質の塗装である。

特殊防食法:ポリエチレンスリープ法は有効

だ。 1968年12月に米国規格協会の下に Draft

Standardをつくる委員会が設けられた口

腐食性土壌では管の周囲の3~6 "の土を砂

または砂利に置き換える方法もあるが、ポリ

米国鋳鉄管協会があるピjレ(正面)

J'¥イプ口f蓋: 4 庁~60"

使用比率 41/ 4， 700miles 

6// 750 "" 
8 1/ 130 "" 
9か 190 "" 
12庁 430 "" 
18庁 120 "" 
24// 150 "" 

30'/ 180 // 

36'/ 130 "" 

42" 80 "" 
48庁 50 "" 

60庁 20 "" (管種別比率は不明)

鋳鉄管に対する評価:鋳鉄管の寿命は実際に

100年もっている。:事実非常に特殊な場所以外

では腐食しない。腐食性の地域 (50年以内に

腐食する場所)はわかっているので予め対策を

立てる。 43年前の42庁印篭形鋳鉄管が下図のよ

うな配管で、450m、スパンで、500mm沈下したがピ

クともせず立派なものだ。

ダクタイル管はコストが高いのでまだ使用

していないが、近い将来コストが下ることを

其:)H寺している。

仕隷:BS 78及び1211、ClassC及びD口

使用圧力:Class C及びD (布設後の試験水

圧260及び、347psi)
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継手 :STANTONのメカニカル形口但しゃが パリ市水道局(フランス)

てタイトンにする。 人口:260万人

抜止対策:コンクリートフゃロック 給水量:79p6000m3
/日(max91万9000m3)

内面:コールタール ドブ漬(硬水だからセ (飲用水道)

メントライニングの必要はない) 38万4000m3
/日(max46万8000m3

)(雑用水道)

外国:コールタール 使用比率:CIP 97.1% 

特殊防食法:特に必要なし SP 0.6"" 

寿命計画:80年

寿命実績:実際には100年以上たってなお良好。

施工:平底潟、 9庁毎にタンプ。土被は12庁μス
下で 3FT 、 12~24庁科で 3.6FT 、 24庁件以上で、

4FT。本管は専門業者施工。

分岐・サドル:ねじ込み、 max 1 ~庁。

サドル、シール剤使わず。

英国水道投衛者協会(イギリス)

英国においては、パイプの主流は鋳鉄管で

あり、長年月にわたる優れた実績がある。近

時は、交通が激しくなって来たので、強靭な

夕、、クタイル管の方が好まれ次第に普及してい

る。将来さらに大口径ヘ伸びると思われるが、

現在英国でなぜ24庁までしか製造しないのか

不思議だ。スタントン社に聞いてみてくれ口

一般的な傾向は干の通りである。

仕隷:CIPはBSDCIはISO-Draftによる。

館用圧力:50-200psi 

継手:Push-onが主流。メカニカルは減って

いる。

抜止対策:コンクリートブロック

内面:Hot dipコールタールが標準であり、

セメントライニングは特に指定した時だけ。

外面:Hot dipコールタール

特殊防食法:ポリエチレンスリーブが次第に

多くなっている。

寿命計画:

寿命実績:計画的な取替基準のようなものは

特別になく、且つ必要ない。

施工:平底溝、 3~4FTかぶり。

分較・サドル:E. Pass & Co. (マンチェス

ター)に聞け。

台

育

公

安

台

育

CP 2.1タ

PPl 
~ 0.2ク

APJ 

言十3，266km

(飲用水道のみ)

鋳鉄管に対する評価:パリ水道は特殊構造で

あり、原則としてパイプはすべて地下道中に

布設している。 1250s6迄(フランスでは1250s6 

迄しか製造されていない)は全部ダクタイル

管を使用する。 10年前から鋳鉄管は一切ダク

タイル管に切りかえた。

ダクタイル管(鋳訟管を含め)を重要視する

理由は本質的には腐食問題である。地下道中

では湿気が多く昨今し易い材料は使えない。

その点、鋳鉄管It るだけでトラブルがない口

100年耐えているものがいくらもある。

鉛コーキング継子は不完全で、漏洩があって問

題だったが、 Express(メカニカル継手の一

種)になってからは全然問題ない。 Automatic

(Push-on継手の一種)は挿入器具が地下道中

でイ吏えないので、馬太目。

仕犠:(10年前から DCIだけで、鋳鉄管は使わ

ない) ISO-Draft K=  9 

使用圧力:

継手:Express Joint 

抜止対策:(地下道中に納め、すべて添架する

ので)不要。

内閣:水中にCaC03が多く、、 100年間1.5mm

のスケールが沈積するので、不必要だが、念

のためセメントライニングする口

外面:コールタールで十分。

特殊防食法:不要

寿命計画:

寿命実繰:100年以上
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施工:地下道建設会社が別にある。水道局は 耐久性がある。

ノfイフ。を取りつけるだけ。 施工:普通は掘削土で埋戻すが、石炭殻は砂

分岐・サドル:必ずサドルを使う。 で置換。メカニカルタンプし、その土に poor

管縄の識別:ガス管と水道管との誤認を防ぐ concreteを打つ。

ため、ガス管については低、中圧管の総てに 土被1.3m、12tonトラック 1台、工事は直営口

埋設時に青色の塩化ピニルを被覆した幅40cm 分峨・サドル:必ずサドルを使う。(鋳鉄製¥

の金網(網目40mm)を管の頂部15cmの間隔を 鉛と皮でシール、ボルトは鋼)

離して布設し、以後の識別のf更ならしめてい

る。なわ十字路等の交互部で管路が複雑な場 アムステルダム市水道局(オランダ)

合には

電力管・…ー赤 ガス管・…・・青

水道管..…-白

の如く、金網の色分けをして識別のf更ならし

めている。

テεユツセルドルフ市水道局(ドイツ)※

仕様:D1N (即ち 1SO Draft K=10) 

使用水圧:

継手:スクリュージョイント

抜止対策:

内面:セメントライニング

外面:コールタール

特殊防食法:

寿命計画:

寿命実績:

施工:砂で置換 メカニカルタイプ

※デュッセルドルフ市水道局のみは訪問迄

に手紙によるアポイントメントが取れず、

いわば飛び込みで調査に当ったため、十

分な結果が得られなかった。

ブラッセル市水道公社(ベルギー)

最近布設した250持ダクタイル管の例。

仕接:仏、ポンタム社規格(輸入品)1 

使用圧力 6kg/cm2 ~ 

継手:Slip-on J 

抜止対策:コンクリート

内商:セメントライニング

外商:コールタール

特殊防食法:今回は特に腐食性の土壌であっ

たのでDC1を選んだ。すべてポリエチレンス

リーブを使用した。

寿命計画:

寿命実鯖:100年以上のもの多々あり鋳鉄管は

/'¥イフ。口f翠:max 1200再

使用比率:

+ 導水管

C1P (2 庁~35庁) 1，401.3km 

S P (400~ 1000) 1.3 ~ 

AP (2"~ 8庁) 53.7// 

PVC (75~400) 104.3タ

ポリエチ (32~160) 4.8 ~ 

ボンナ (300~1200) 20.1 ~ 

センタプ (500~1200) 1.9 ~ 

アーケル (600~1000) 19.1ク

オス司市水道題(ノルウェー)

人口:50万人

送水管

106.9km 

0.9 ~ 

4.7// 

0.1 // 

13.4 ~ 

0.4タ

77.3// 

給水量 1億1300万m3
/年 (31万m3

/臼)

使用比率:1968年の布設実績

持 DC1 SP 

100 126m Om 

125 123 ~ O~ 

150 5496 ~ O~ 

200 6340// O~ 

250 2048 ~ O~ 

300 3973 ~ O~ 

400 922// O~ 

500 24 ~ O~ 

600 658 ~ 0// 

700 1403// 1750 ~ 

800 836 ~ O~ 

900 O~ O~ 

1000 0 0 ~ 

鋳鉄管に対する評価:鋳鉄管は耐食性が強く

100年以上も使っているものがある。 1961年以

来鋳鉄管は全面的にダクタイル管に切り替え

ている。

f土議:1SO-Draft K=10、(インチ制廃止)
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使用水正 3~ 12kg/cm2 (山の上は Head120 

m) 

継手:従来は500併以下はスクリュージョイン

ト、 600s6以上はメカニカル。本年からタイト

ンにする予定。

抜止対策:コンクリート

内面:300s6以下はタップの関係でセメントラ

イニングなし。 400s6以上はセメントライニン

グ。但し水が腐食性故、高炉セメントを使う。

外面:涯青質コーティング

特殊防食性:本年度からは、融雪用塩による

腐食を考慮して、市中心部に、また電食を防

ぐために鉄道交叉部にポリエチレンスリープ

を使う。

寿命計画:80年として設計

寿命実績:100年以上で異常のないものあり。

施工:土被1.85m、歩道下に下水管と一緒に

埋める。直営。(註)

分蚊 ω サドル:ゴムシール式プラス製サドル

使用。

事故例:大口径のスクリュージョイントで布

設直後に緊付不十分で、漏洩することあり。

(ゴムぬ老化、クリープではない。)

(註) Sidewalk 

貧コンクリート

ストックホルム市水道局(スウェーテεン)

パイプ口鐙:メイン400~ 1400 s6，配水 100

~ 300 s6，スプリンクラー 100~200 s6，消火栓

100~200 s6，サーピス 36~200 件

使用比率:1968年、 12月末現在の総延長

CIP 1300km 

DCI 

SP 

CP 

AP 

54km 

2161-

21-

21-

PP 61-

鋳鉄管に対する評価:鋳鉄管は耐食性に優れ

ている。 1859年に下町に埋めた 6ぺ12ぺ19庁

の一部を1959年に地下鉄工事のため掘上げた

が内外面ともほとんど異常ない口今なおOK。

しかし交通事情を考慮して1966年以降は鋳鉄

管はダクタイル管に切り替えた。ダクタイル

管は鋼と同じ強度及び鋳鉄管と向ビ耐食性を

有している口

まだ 3年の経験だが悪い点は lつもない。現

在配水管はすべてダクタイル管を使用してい

るD

仕犠:DCI、ISO-DraftK= 9 (PONT.A. 

M) 鋳鉄管 SMS 405、406

継手:DCIータイトン

議止対策:コンクリート

内閣塗装ライニング:セメントライニング

タ十闇塗装剛覆装:アスフアルトコーティング

特殊防食法:しない

寿合計画:

寿命実鯖:1859年に埋めたものでも異常なし。

施工:土被1.7m(凍結1.5m)掘削土または礁

30cm毎にタンプ、 700s6以上は業者、以下は直

営施工。

分岐・サドル:座付の分岐用短管を使う。(註)

直接ねピ込はしない。

鹿付分暁用短管
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コペンハーゲン市水道局(デンマーク)

人口:66万人

給水量:最大31万m3
/日

J'\イプ口笹~ : max 1410 

使用比率:1968年 3月31日現在、浄水場から

市中への導水管の総延長

CIP 

SP 

73km 

3~ 

コンクリート 19ゥ

AP 5ク

ボンナ 124 ~ 

センタブ 2ク

鋳鉄管に対する評価:現在、配水管にはすべ

てダクタイル管を採用している。

仕様:DCI-ISO Draft K= 9 

継手:最近タイトンを使用し始めた(従来は

印龍形)

内面:コールタール

外菌:コールタール

寿命計画:

寿命実績:100年前の CIPを掘上げたが問題

なし。清掃して再使用。

分岐・サドル:ゴムシール式サドル

以上はすべて主観をまじえず¥調査情報を

して語らしめたものであるが、ここで筆者流

にまとめてみる。

まずダクタイル管と鋳鉄管の比率であるが、

アメリカではどちらかというとダクタイル管

よりも鋳鉄管の使用量がまだ多い。

これは主として生産コストの問題であり、

特に口径が小さくなる程ダクタイル管の方が

高くついているからである。

しかし最近は生産コストも次第に安くなっ

ており、強度・耐久性には勿論、何の問題も

ないので、急速にダクタイル化の方向ヘ進ん

で刊五る。

規格面では、 USAS(元のASA)があり、

5種類の管厚が規定され、条件によって選択

することになっている。

ところがヨーロッパで、は事情が大分異なる。

イギリスでは生産量の%がダクタイル管で、

%が鋳鉄管である。ここでもダクタイル管の

方が部分的に生産コストが柏高い。大睦に渡

ってフランス、 ドイツとなるとほとんど 100

%ダクタイル化しており、 EEC諸国、スカ

ンジナピヤ諸国の都市もほとんど全面的に鋳

鉄管をダクタイル管に切り替えている。全ヨ

ーロッパを通じて特筆すべきことは、長い実

績と伝統をもった各国の寸法基準を一切なげ

捨て、管外径・管厚などをISOドラフト一本

にし lまっていることでトある。

これは誠に大英断というべきことであろう。

なわISOドラフトの管厚は 1種類で、 JWWA

の 3種管によく似ている。次に継手形式であ

るが、アメリカではガス用にはメカニカルジ

ョイントが使われているが、水道用にはほと

んど見られず、小口径から大口径迄を通じて

大部分がプッシュ・オン・ジョイント即ちタ

イトンあるいはファスタイトなどといったゴ

ム一個の簡単な継手にな了っている。

AWWAの調べでは90%がプッシュ・オンで

あり、残り 10%がフランジ、その他となって

い客。ヨーロッパでも水道用はほとんどタイ

トンジョイントを使っている。経済的で工事

も速く、性能も撞く好評である。

次に異形管について D 日本でも今ショ'ート

ボディー(即ち胴長の短い異形管)が話題に

のlまっているカヘ USASにはショートとロン

グ(従来品)が2本立てで規定されてわり、実

際にはショートの方が多く使用されている。

ISOではショートだけであり、 しかも品干重を

できるだけ整理B:縮している。メーカーでは、

これらをマスプロラインに乗せて流している。

なお最後に、本調査を準備するにあたって

各国の水道当局者に紹介の労を採っていただ

いた日本水道協会理事長小林重一氏、事務局

長西片武治氏、往復書簡の交換にご尽力下さ

った総務部庶務主任の三浦隆郎氏に紙面を借

りて厚くわ礼申し上げる。

来久保田鉄工株式会社

パイプ鋳物研究所部長

来栄久保田鉄工株式会社

パイプ鋳物研究所課長
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〈寄稿 1) 

務ダクタイル鋳

(φ 命髄臨)に

進工事について

静岡県駿河工業用水道事務所長

瀬古武彦

II.工事概要

1 .はじめに 1.工事名

都市の開発が盛んになり、日増しに道路網 東駿河湾工業用水道事業岳南配水管布設工

が整備され、交通量の飛躍的な増大をとげて 事。

いる今日、水道管、ガス管、電々公社ゲール 2.工事場所

などの道路横断工事は、地下を推進する以外 富士市十兵衛地内。

の方法はほとんど不可能の状態になりつつあ 3.管 路

る。 従来、推進工事といえばまずヒューム管 管路図を図-1に示す。

などの鞘管を押し込み、その中に所定の管を 4.推進期間

引き込む方法がとられてきたが、鞘管と本管 昭和44年 3 月 6 日 ~3 月 13 日。

を二重に施工するので、工費、工期の点、で経 5.土 質

済性に不利なことは否定できなかった。この 磯まじり砂、地下水なし口

欠点を補うべく、本管を推進用に仕立て鞘管 6.施 工

なしで、そのまま押込む工法が近時開発され 請負施工。

た。すなわち、鎧装鋼管、重装用鋼管であり、

推進用ダクタイル鋳鉄管である。はからず、も 凹.推進工法管

今回、静岡県東駿河湾工業用水道事業岳南配 1.構 造

水管路布設に当り、東海道本線下の横断が生 U形ダクタイル管の挿口に推力伝達及び曲

じ、久保田鉄工(株)が開発した推進用ダクタ がり防止用フランジを溶接し、そのフランジ

イル管を使用したので、その工事の状況を紙 受口にボルトで固定することにより挿口と受

上にて報告し、新たに推進工事をされる方の 口を一体化させる。一方管体部にはコンクリ

何らかの参考になれば幸いである。なお、施 一トを巻き立て、受口部と管体の外径を均一

工は機動建設工業(株)が行った。 にした形式のものである。図-2にその構造
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推進工事管時平商図図-1
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図-2 推進用管構造図

を示した。

2.仕様

本管 1500持mmX4m U形夕、、クタイル管

(管厚18mm)

外装(コンクリート)

配合セメント、砂、砂利=1 : 2 : 3 

スランフ。 15cm

最大骨材 20mm 

(鉄筋)

螺線筋 5.0再ピッチ50mm

軸筋 5.0併16本

3.製造方法

U形管に鉄筋篭を挿入、挿口にフランジ及

びリブを溶接した後、二ツ割の型枠を被せコ

ンクリートを投入、振動を与え、硬化させた

後、型枠を取外す。

N.施工

1.薬液注入

180 

でみ マ与で与

富一一一3，895一一一-g:一呂
にo l.(コ

4，000 ? ??  

今回の推進工事は図-1の管路図からわか

るように、管路の横には小さな水路がある。

万一推進時水路のアパットを沈下させた場合

東海道本線に悪影響が出るという国鉄側の見

解のため、薬液注入を行った。薬液注入範聞

は図 3に示した。

薬液

(品名) 日東ss 
(物理的性質)

外観一一ー白色粉末

密度一一約0.56g/cm3

安定性一一30
0

C以下で乾燥状態で貯蔵すれ

ば長期間安定。

溶解性一一ー水、エタノール、メタノールに

よくとけ、ガソリンなどにはとけない口

特色一一粘性がケイ酸塩系統やクロムリグ

ニン系統の薬液より小さいので微細な土粒子

の間隔にも注入可能である。

eゲル化時間の調節が数秒~数時間にわたっ

図-3 薬液注入範囲略図
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て正確、かっ容易にできる。

@注入方式は二液式が採用され、注入される

直前に混合されるから取扱いが容易で、ある。

注入量Q

Qニ Wnβ(1+α)ニ 24，10012

W:改良土量73.1rri 

n .間隙率40%

α:損失 8%

2.配管

図-41こ配管図を示す。

3.推進坑

図-51こ推進坑内レイアウトを示した口推

進坑は長さ 7.2m巾 4mの広さに掘り、長さ

8mの鋼矢板をその周囲に打込んだ。推進坑

の底部には厚さ30cmの床コンクリートを打設

した口床コンクリートの上に敷板を置き、管

を支持する 15cmx 15cmの木材をその上に置い

た。一方推進坑前面には管底から約40cm低い

会所を作りここで管の接合作業を行った。

図-4 配管図

(注)管のNo.は推進順を示す。

図-5 推進坑内レイアウト概略図

_，一一寸ーー、

ー」ト
11 
，1 

-'-ーームJ

鋼製矢板

反カコンク

リート

(現場打)
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4.推進設備

(推進用ジャッキ)

lOOton X 200mmストローク 6台。

(油圧ポンプ)

注)本工事の際土取めはとりはずしでいた。

鋳鉄管 昭和45.10 第 9号

原動機 3.7kw、吐出最大圧力 450kg/cm2、

吐出量 3Q/min、有効貯油量35Q。

(先導管及後押輪)

図-6、図-7に示す。

図-6 先導管構造図

外装コンク
リート

図-7 後押輪
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5.推進方法

図-5に示した如く先導管を推進工法管の

挿口に挿入し固定した。また管の受口側に後

押輪を取りつけ調整板(鋼製)と調整板の聞に

油圧ジャッキを置き、後押輪のうしろに押板

(木製)を置いた。押込みジャッキのストロー

クを補うため管の推進に従って調整板と後押

輪の聞に鋼製のスペーサーを挿入した。管の

推進は油圧ジャッキを操作し、刃口を地中に

食込ませながら、くずれ落ちた土砂を人力で

トロッコにのせ管外に搬出する方法で行った。

6.管の吊降し及び接合

推進工法管はレッカー車にて推進坑内に吊干

した。吊下した管は先行管に管芯を合わせた

後、先行管受口を挿入して外側のスタッドボ

ールトを締付けて先行管に固定すると同時に

管内ではU形継手の接合を行った。

v.計測結果

推進工事にともない各種の計測を行ったの

で以下に報告する。

1.推進力

前もって管に 500mmピッチで印を記入して

おき、この印が基準点を通過する毎に油圧ポ

ンプの圧力計の読みから推進力を測定した。

推進長と推進力の関係を図-8に示した。こ

れからもわかるごとく推進長16m付近から急

に推進力が増しているが、これは管が薬液注

入範囲に入ったことを示している。また推進

長21m~27.5m の間はピック(プレーカーの

小さなもの)を 1台使用した。

2.管の垂直及び水平変位量

管の垂直変位量はレベルで、水平変位量は

中心線上に水糸を張切水糸と推進管センター

の差から測定した。測定結果を図-9に示し

た。

3.管の変形

推進前及び推進完了後に管の内径を測定し、

測定値の差から変形量を求めた。測定結果を

表-1に示した。

4.継手部胴付間隔の変化量

推進前及び推進完了後に継子部の胴付間隔

を測定し、その測定値の差から継手部胴付間

隔の変化量を求めた。測定結果を表-2に示

した。

闇-8 推進長と推進力の関保

進

力

( ton) 

。
10 

薬液注入範囲

20 30 40 

推 進長 (m)
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図-9 推進長と垂直、水平変位量

垂直変位量

① 

40 No.l 

(mm) 0 
No.5 40 

⑦ 40 No.6 No.4 

推進長 (m)

水平変位量

口。nu 
M
川

口

U

ハ
U

A
q
 

@

川
m
 

No.7 No.6 

10 No. 5 1V~20 
一.'-t No.3 

推進長 (m)

30_ 
No.2 No.1 

40 

(注)水平変位量の測定は水系を張って測定したので誤差が大きいと思われる。

従って継子の変位量から水平変位量を推定した。

表-1 管の変形量 (mm) 

管 t申 口 音E 中 央 音日 ，λ E工 口 音日

No. ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

1 ___J_ 

2 -4.02 0.62 2.85 -0.30 0.45 0.20 -0.78 0.10 1.64 1.51 -2.05 -1.70 

3 2.46 0.93 -2.73 一0.92 2.25 1.96 -2.22 0.90 3.46 3.80 -4.24 0.41 

4 -0.43 1.28 -1.30 -2.14 2.17 -1.50 -2.39 2.11 1.92 -4.50 -1.98 3.72 

5 1.69 3.35 -1.40 2.75 1.36 2.15 -1.47 0.38 0.79 0.52 -l.26 0.74 

6 -2.29 2.08 1.63 -3.05 1.42 1.35 -1.43 -1.88 2.67 -1.39 -2.97 0.70 

7 -2.05 -3.35 -0.05 3.38 0.94 -1.77 -1.18 1.53 1.73 -0.86 -2.24 0.49 

8 -1.00 1.10 -1.23 -1.83 -0.05 -1.30 -1.31 -0.93 0.02 -2.55 -0.20 2.03 

(一)は径が縮む方向の値を示す。

(+)は径が拡がる方向の値を示す。

測定位置 測定位置

上
① 

上

③ 

下
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表 2 継手部胴付間隔変位嚢 )
 

m
 

m
 

(
 

測定位置
1 2 3 4 5 6 7 8 

ジョイント個戸庁

No. 1 ~No. 2 -0.6 一0.4 0.2 -0.3 -0.5 -1.2 1.0 -1.2 

No. 2 ~No. 3 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 

No. 3 ~No. 4 0.1 0.1 0.3 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 

No. 4 ~No. 5 0.2 0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4 0.1 0.1 

No. 5 ~No. 6 0.3 0.00 0.1 0.3 0.4 ー0.6 -0.2 -0.1 

No. 6 ~No. 7 0.2 0.2 0.1 -0.1 0.3 -0.5 -0.2 0.1 

No. 7 ~No. 8 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 -0.4 0.5 0.6 

5.推進時、管に発生した軸方向応力

推進順位が 1、2、3、4、7本目の管に予め

表-3 各部発生応力

A部

管 iE 罷現I 推進力 160ton 推進力 420ton

No. 発生応力 (kg/mm2
) 発生応力 (kg/mm2

)

1 一2.1 -5.3 

2 0.5 1.4 
No.2 

3 o 0.6 0.6 

4 -0.1 -0.1 

1 -3.1 0.2 

2 -1.9 -0.2 
No.4 

3 0.5 -0.6 

4 -0.1 0.2 

B部

管
量測在

推進力 160ton 推進力 420ton

No. 発生応力 (kg/mm2
) 発生応力 (kg/mm2

)

1 1.9 3.5 

2 
No.1 

3 -4.0 -2.4 

4 1.4 2.2 

1 3.5 0.5 

2 -0.1 。
No.3 

3 -0.1 -0.3 

4 1.1 -1.4 

1 -1.0 

2 
No.7 

3 

4 -0.1 

(-)は胴付間隔が縮む方向の値を示す。

(+)は胴付間隔が拡がる方向の値を示す。

ストレインゲージを貼付けて置き推進力 160

ton及び 420ton時に発生応力を測定した。ス

トレインゲージ貼付位置は図 (82ページ)の

通りで、測定値は表-3に示した。

6.管周方向発生応力

管周方向の発生応力は、推進完了後ストレイ

ンゲージより測定した。推進順位 2、4、7の

管で測定した。ストレインゲージ貼付位置は

図 (82ページ)の通りであった。 測定結果は

表-4に示した。

7.施工工程について

工程の時間分析をしてみると表-5の如くで

あった。平均すれば芯出しに24分、接合に 1

時間18分、推進に 9時間31分であった。この

C部

管
祖産置国

推進力 160ton 推進力 420ton

No. 発生応力 (kg/mm2
) 発生応力 (kg/mm2

)

1 

2 -2.2 -1.0 
No.2 

3 -1.3 -0.1 

4 0.1 -1.6 

1 -0.8 -0.8 

2 -1.4 
No.4 

3 -0.5 

4 1.0 -1.1 

1 -3.8 

2 -1.8 
No.7 

3 -0.8 

4 -0.5 
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B 

ストレインゲージ貼付位置 管 No. 

A 2.4 

B 1 . 3 . 7 

C 2 .4 .7 

C 

l上

4 

3
下

表-4 円周方向発生応力 (kg/mm2
) 

4 

0.1 

。ー。
‘:ー

。。札、一。-。}
。。一。-e-

q

-

上

4 2 

3 
下

程度なら 1日に 2本推進するのは可能と思わ

れる。

(注)管吊り降し時間が短いのは推進坑のす

ぐ近くに管を置いてあったためである D

@芯出し!時間が前半と後半とで違うのは推進

坑の片側がせまく、芯が合せにくかったので

はじめのうちは時間がかかった。

@※No.6の管推進時に推進先の土砂がくずれ

て土砂出しに時間がかかった。

@作業時間は実鋤時間のみで休憩などの時間

ははぷいた。

8.継手の水密性について

継手は水圧12~13kg/cm2で5分間保持した

が漏洩は認められず、水密性に優れていた。

9.列車通過時の管体発生応力

推進完了後列車通過時の管体発生応力を測

定したが、測定器の精度以下であったため測

定できなかった。いずれにしても、ごくわず

かな値であるため管体に及ぼす影響はないも

のと考えられる。なお管のローリングについ

ては測定できなかった。

VI.まとめ

1.推進力に対する管の強度について
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表 5 作業分析表

管 No. 1 2 3 

管吊り下し
時間分 日、開n分

0.14 0.05 

管芯出し 0.30 0.35 

接合( )は員数
( 2人) ( 2人)

l.41 l.15 

言十 2.25 l.55 

管 推 進 9.00 9.15 5.45 

iE〉3、 計 9.00 11.40 7.40 
」 一 一

推進長と推進力の関係は図 8に示した通

りであり、最大は590tonで、あった。またU形

推進工法管はリプのみで推進力を伝達する構

造になっているため、リプの溶接強度が問題

となるが、以下リプ部に推進力590tonが作用

した場合の溶接部に発生する応力を求める。

1500件"YmU形推進工法管のリプの形状は下図

の通りであり、またリプの枚数は28枚である。

110 

10 5 

リプ 1カ所に作用する力 Pは均一に力が作

用すると考えれば、

P590ton 
-一一ーでー今21ton

281出p斤

またリブ lヵ所の溶接断面積Aは3300mm2

であり、従ってリプ 1カ所に発生する応力σ
は、

21 (ton) 
σ一 三子 6.4k広川3 ， 300 (mm 2 ) • V.""l: [¥.5 

以上、計算結果より溶接 1カ所に発生する

応力は 6.4kg/mm2
であるが、溶接部許容応力

は最低10kg/mm2は期待できると思われるので

強度的には問題がないと考える。

2.管の変形について

管中央部で径が拡がる方向に最大2.25 、縮

む方向に最大2.39mm変形している口また挿口受

4 5 6 ア 8 

時間分 時間分 時間分 時間分 時間分

0.06 0.10 0.10 0.05 0.10 

0.39 0.20 0.15 0.15 0.15 

( 2人) ( 2人) ( 2人) ( 2人) ( 2人)

l.40 l.19 l.05 1.05 1.00 

2.25 1.49 l.30 1.25 1.25 

9.50 10.20 ※14.17 8.00 9.40 

12.15 12.09 15.47 9.25 10.05 

口は接合等の関係で管の変形は径が拡がる方

向に最大3.72mm、縮む方向に最大 4.5mmと中

央部もライニングにクラックが入る限界(口径の

3 %)45mm(こくらべ非常に小さく問題はない。

3.継子部の胴付変化について

継手部の胴付変化は最大抜け出量 0.6mm、

最大入り込み量 1.2mmであり、継手部の水密

性についても支障はない。

4.管に発生した応力について

①軸方向発生応力について

推進力420tonの時の各部最大発生応力は挿口

部で-5.3kg/mm2、受口部ても3.5kg/mm2、管中央

部で 3.8kg/mm2であり、タγタイル管の許容応

力と比較してごくわずかであり不安はない。

②円周方向発生応力について

円周方向の発生応力は引張で;1.6kg/mm2、圧

縮で-1.6kg/mm2であり、夕、、クタイル管の強さ

に比してごくわずかであり安全である。

VII.結び

今回ダクタイル鋳鉄管で推進工事を行い

期待通りの結果が得られた。要約すると次の

通りである。

1.管の接合時間は lヵ所当り 1時間18分でで

き、施工性にすぐれている。

2.管 l本を押込むに要した時間は9時間31分

であった。

3.推進力に対し継手管体共十分な強度を有し

ている口

4.継手は水圧試験の結果、異状はなかった。
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〈寄稿2)

議国為

1 .はじめに

東京都水道局中央支所漏水防止課は、東京

都の都心部にあたる、中央・千代田・港の各

区と、新宿区の一部(旧四ツ谷区)を管理区

域として漏水防止作業を担当している。

課の組織は事務係、技術係および京橋・九

段各漏水間止出張所からなり総員 104名で、

事務係を除く 1係・ 2出張所によって管理区

域を 3分割し、それぞれ分担している D

管内の昭和44年度末配水管管理延長は、配

水本管(東京都では口径400mm以上)約130

km、配水小管(東京都では口径 350mm以

下)約795km、合計約925km で東京都全体

の約 9.7%に相当する。)

この地域の配水管網は、明治の水道創設当

時の古い時代のものかち大正、昭和と逐次拡

充され現在に至っている。地域内の大部分が

以前より政治・経済の中心地区となっていた

ため極めて密度の高い管網が整備されている

が、一方布設後長年月を経過している管網の

一部には、接合部にゆるみを生じるものがあ

り漏水の原因となっている。またこの地域は、

国道、都道など主要道路が縦横に走り交通量

の増大、交通車輔の重量化、他企業地下工作

物の轄較、地盤沈下、道路工事の施工の影響

など漏水の原因となる要素が極めて多く心配

の種である。

東京都水道局中央支所漏水防止課長

島輔秀夫

この反面漏水防止作業は、道路舗装の高級

化、交通騒音、工事騒音、地下埋設物等の障

害、道路交通上からの作業の制約など、作業

環境の悪化により漏水個所の探知ならびに修

理作業の施行が著しく困難化している。また

最近特に公害問題に対する住民意識が高まり、

夜間修理作業の工事騒音に対し住民からの苦

情の訴えが多くなっており、工事現場ではい

ろいろと苦心を重ねている。

2.漏水防止作業

東京都の最近の 1日配水量、配水管管理延

長ならびに漏水率は、表-}のとおりで、漏

水率は低減しているが、漏水量は増加の傾向

にあり、漏水防止作業の効率的施行と、漏水

の予防的措置の強化が要求されている。

当局では、従来より漏水防止作業を機動作

業と計画作業に分けて処理している口また作

業の実施面では調査作業と修理作業とに区分

できるが、調査作業はすべて直営で施行し、

修理作業は配水本管の管部修理などを直営施

工とするほかは、大部分を単価契約による請

負で施工することにしている。

( 1 )機動作業

機動作業はおもに地上漏水、即ち地上に流

出して発見された漏水を修理する作業で、住

民その他からの通報を調査確認するほか、パ
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表 1 年度別 1日平均記水量

配水管管理延長・漏水率

年度別
1日平均 配水管

漏水率
配水 量 管 理 延 長

m' krn % 

36 2，524，000 6，658 22.0 

37 2，491，000 6，860 2l.0 

38 2，649，000 7，080 20.3 

39 2，860，000 7，346 19.2 

40 3，167，000 7.725 18.7 

41 3，308，000 8，140 17.9 

42 3，567，000 8，618 17.6 

43 3，764，000 9，157 17.5 

44 4，041，100 9，579 17.3 

トロール、 他企業の行う工事立会等を強化す

ることによって、早期発見につとめている。

機動作業として扱う地上漏水には道路上にわ

ける配水管の破裂・折損・接合部漏水、制水

弁・消火栓等の漏水、漏水に伴う道路陥没な

どのほか、担当地域の特徴として、地上には

吹き上げず、に地下鉄等の構築内へ噴出する漏

水、ピルの地下室へ浸水して被害を与える漏

水等もあり、現象としていろいろの形がある。

これらの場合、傷害個所がたやすく発見でき

て直ちに修理に着手できるものは比較的苦労

も少ない巧、音聴調査、断水確認、水質試験、

試験掘等いろいろ手段を講じでもなお傷害個

所が探知できずに日時を費やす時など担当者

は全く気が気でなく困窮することがある。

昭和44年度に当漏水防止課が機動作業とし

て処理した漏水修理の実施状況は、表 2の

とおりてもある。

( 2 )計画作業

計画作業は、主として地下漏水、すなわち

地下に濠透したり、下水管、河川等に流れ込

んで地上にあらわれずにいる漏水について、

漏水量の測定をすると共に積極的に漏水個所

を探知し修理を行ない、修理後作業効果の測

定を行なうなどの作業で、あらかじめ配管図に

よって作業区画を設定し計面的に実施するも

のである。

当局が従来実施して来た計画作業について

昭和20年以前のものは記述を略するが、戦災

による漏水防止対策が一応完了した後再開し

た昭和24年度以降の経過は、あらまし次の通

りである。

①規則的瀬水防止作業方式

この作業方式は、昭和24年度より昭和38年

度まで実施したもので、作業の概要は次の通

りである。

(イ)調査区画の設定 配水小管の延長で

約 1Okmを標準にする。ただし昭和31年度以

降作業上の都合により、 2~3 kmの分区に

細分して施行している。

(ロ)配水管の状況と制水弁の機能調査を行

ない断水を確認する。

(ハ)止水栓整備と位置確認

(ニ)漏水量の測定

(ホ)漏水個所の探知

(へ)修理作業

(ト)第 2回目の漏水量測定を行ない防止作

表-2 機動作業保別鵜水修理件数(昭和44年度)

イ系 汚 11多 E里 件 数

出張所 t 配水本管
従事人員 摘 要

区分 配水小管 給水管 言十

直営 56 303 4 363 712 給水管の修理件数には

技術 営業課(所)の修繕係の
請負 7 144 118 269 114 処理分は含まない。

直営 41 77 1 119 1，043 
京橋 // 

請負 13 227 414 654 226 

直営 104 264 6 374 1，021 
九段 Jシ

請負 215 294 128 637 153 

計 436 1，309 671 2，416 3，269 
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業の成績について検討を行なう。

この様な規則的漏水防止作業方式は極めて

多くの費用と厄介な作業を必要とし、かっ一

区画の作業を完了させるに要する期間が数10

日から数カ月にも及ぶ場合があり、全区域を

一巡するには 4~5 年の期間を要した。

②簡易作業方式

当局では、昭和39年度より渇水による給水

事情の悪化もあり、漏水防止作業の迅速化と

能率向上を計るため、規則的漏水防止作業方

式にわける作業区画内の止水栓整備と漏水量

測定を省略し、漏水個所の探知と修理のみを

行なう簡易作業方式を採用し現在に来てしゅ。

簡易作業方式は、漏水多発地区の防止作業

を重点的に行ない、かっ管理区域内の防止作

業を平均して 2カ年間で一巡する 2年循環方

式として計画し、修理件数と漏水防止量に主

目標を置き実施した。この結果漏水率は表-

lの通り減少傾向をたどり一応の作業効果を

あげ得られた。しかしながら漏水量測定を省

略した結果、漏水存在量の把握が完全に行な

えず、特定の地域を除き年々循環年数が短縮

すると共に発見修理件数が減少する傾向を生

じてきている。

③夜間最少流量測定を併用した簡易作業方式

昭和45年度から従来の簡易作業方式に加え

て区画内の夜間最少流量の測定を実施するこ

とにより漏水量を推定し、過去の作業実績と

併せて検討し、重点的に防止作業を実施する

区画の選別を行ない、作業の効率的施行を計

画している口

昭和44年度に当漏水防止課で計画作業とし

て処理した漏水修理件数および作業計画は表

-3の通りである口

3.試験区画

当局では、経営成績と施設の管理状況の調

査資料とするため従来から都内13ヵ所に試験

区岡を設定し、区間内配水量、各需用者使用

水量、漏水量等を測定することにより有収率、

漏水率、不明水量、その他について解析調査

している。当課の担当する試験区画は、千代

田区神田錦町一・二丁目(配水小管延長約4.6

km、給水栓数523栓)にあり、昭和43年度の

成績は漏水防止作業前の有収率60.7%、漏水

率30.9%であったが、作業後 2~3 ヵ月間の

平均調査結果は、それぞれ74.6%、18.7%と

改善されている。しかし、漏水率は都内平均

値を上回っており、成績としては必ずしも良

好でなし凡なおこの試験区岡は昭和44年度半

ばでわおむね調査を終了したので、あらたに

昭和45年度において中央区浜町一・二丁目の

一部に区画(配水小管延長約 3.3km、給水栓

数約450栓)を設定し、現在制水弁機能調査お

よび止水栓整備等の準備作業を実施中である。

4.講義水原因の調査と漏水の事前防止策

当局では、各年度毎に漏水修理個所の原因

を形態別に分類集計調査している。昭和44年

度において全8支所の漏水防止課が処理した

漏水修理個所についての集計結果は、表 4 

の通りである。配水管にわいては、本管、小

管とも継手漏水、弁類漏水が大部分を占めて

おり、次いで小管の場合は、亀裂・剥離、消

表-3 計画作業係別漏水修理件数(昭和44年度)

係 配水小管延長 (m) 計画件数 11多 f型件数(件) 従事人員(人)

出張所別 計画延長実施延長進捗率 (件) 区別 小管 給水管 言十 進捗率 総人員 1 km当り平均

% 直営 38 12 % 5，673 
技術 288，000 267，100 93 2，500 1，125 45 22 

請負 124 951 228 

直営 106 27 5，241 
京橋 179.000 217，367 121 2，600 2.055 79 26 

請負 311 1，611 439 

直営 56 49 5，755 
九段 252，000 292，152 116 2，200 2，158 98 21 

請負 274 1，779 350 

計 7l9，000 776，619 108 7，300 909 4，429 5，338 73 17，686 23 
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火栓の順となっている。また給水管では、 f亀

裂、分水栓、接合不良、腐食の順で発生件数

が多く、これらが全体の約85%を占めている。

当局では、この形態別発生原因を把握し常

にその対策を検討しているが、現在実施して

いる漏水の事前防止策としては、次のような

ものがあげられる口

(1)管の継手を印ろう継手からメカニカルジ

ョイントに変更した。

(2)配水管に強度の大きいダクタイル鋳鉄管

を採用したO

(3)弁類のグラントパッキングを綿糸製から

ナイロン製に変更した。

(4)既設印ろう継手管に対する漏水防止金具

の耳又イ寸け。

(5)給水管布設工事-における接合不良をなく

するための作業確認の強化口

(6)道路上の止水栓を廃し、これに代り宅地

内に丙止栓を設置する。

なお(4)の漏水防止金具の取付けは、単独に

この作業を行うことは費用がかさむので漏水

修理の際や地下鉄、その他の道路工事等で管

の接合部が露出した機会をとらえ適時取付作

業を行うようにしている。

5.作業方法、機器等の改善

当課の担当地域の如き都心部の漏水防止作

業は、最近特に作業環境の悪化から漏水個所

の探知が極めて困難になりつつあり、また修

理工事費の値上り等から漏水の有効防止量単

位当りの経費は、年々増加する傾向にある。

このため作業を効率的、経済的に施行するに

は、常に作業方法の改善、作業用機器の改良

・開発が要求されている。当局では、現在本

局の調査係、指導係が中心となり、次の通り

漏水個所の新しい探知法や作業工法の開発な

ど種々調査研究を進め実用化に努力している。

(1 )亜酸化窒棄による漏水探知法口

(2)鉛管、ピニル管、小口径鉄管に対する凍

結断水工法。

(3)ボーリング工法の改良。

(4)漏水ならびに各種地下埋設物探知の多目

的汎用探知器の開発。

表-4 配水本管・小菅・給水管漏水穆理個所形態別件数(昭和44年度)

修理件数 割合(%) 修理件数 割合(%) 11多E里件数 割合(%)

高陸 ー手
(418) 

92.1 継 手
(1，093) 

38.6 亀 裂
(1，317) 

32.3 
667 2.960 9.889 

弁 芸員
(13) 

6.2 弁 主買
(684) 

34.7 分水栓
(2，472) 

24.2 
自己 45 自己 2.661 市る/口¥ 7.391 

亀裂・剥離
(1 ) 

1.1 消 火 栓
(214) 

8.5 接合不良
(274) 

14.4 
8 654 4.409 

腐 食
(4 ) 

0.6 f邑裂・剥離
(183) 

10.7 腐 食
(147) 

13.8 
4 * 822 4，228 

石 綿 管
(7) 

5.0 外 {碁
(359) 

8.0 
387 水 2，436 

腐 食
(19) 

l.3 止 水 栓
(267) 

3.8 
本 100 1.152 

自岡 管
(14) 

0.8 残 存 鉛 管
(257) 

2.8 
62 864 

その他
(4) 

0.4 
止水栓以外 (15) 

0.2 
管 管 30 管 の弁類 51 

鉛管以外の (2 ) 
0.5 

管 主貢 143 

計
(436) 

100 計
(2，218) 

100 計
(5，100) 

100 
924 7，676 30.563 

注 l、給水管修珂件数は営業課(所)関係修繕係の修理施工分は合まれない。

注2、修理件数の欄( )内は、総数の中に含まれる中央支所漏水防止課で、処珂した件数を示す。
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(5)各種条件下における漏水音の分析。

6.むすび

以上、中央支所漏水防止課の担当業務と当局

各支所の共通した漏水防止作業の概要を紹介

した。 先に述べたが、東京都の配水管網は、

明治、大正、昭和と逐次拡充された関係から、

既に古くなった配水管網も存在し、加えて交

通量の増加、交通車車両の重量化、大規模道路

工事の施工、地盤沈下、その他近年の都市化

現象が配水管、給水管の管理面に多大の影響

を及ぼしつつある現実を見るとき、漏水防止作

業の必然性と重要性を痛感するものである。

当局では、漏水防止作業を重点事業の一つ

〈寄稿3)

驚異的な数々の快記録を打ち樹てた H本万

国博は、ついにその華麗な幕を閉ピたが、こ

こにその経緯を同顧してみた。突然、万国博

協会の人の訪問を受けて初めて知り、初めて

万国博給水の話がおこった。だが、後日開く

ところによると、当初は万国博協会としては

主唱者である大阪府と大阪市との三者で万博

にあげ重要視し、昭和44年度当初、各支所に

漏水防止課を新設し作業体制を強化した。し

かし漏水事故発生件数に加えて作業がますま

す困難化していることを考えるとき、さらに

一段と充実した体制の整備を図りたいと思う。 l

漏水防止作業は、一般に消極策と思われや

すく、かっ部外者にその苦労をあまり知られ

ていない目立たない地味な仕事であるが、作

業の特殊性から熟練した技術を必要とするほ

か、作業の成績は従事者の責任感と良心に負

うところが大である。このため従事者がそれ

ぞれ作業の重要性を認識し作業に前向きに対

処する姿勢が特に重要で、あると思う。

吹田市水道部工務部長

給水の計画について話しあっていたようで、

当時の吹田市水道事業管理者であった現在の

羽田助役が、会場は吹田市の給水区域内にあ

るのに吹田に何の話しあいもないのは、水道

法からいっても台かしいと申し入れをされた

ということで、ある。

もっとも当時の吹田市の給水人口は21万人、
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1日最大給水量8万 4000ton位であり、万国

博は敷地面積約330ヘクタール(約100万坪)、

総入場人員 5000万人、 1日の給水量は:0万

torということで、残念ながらわが吹田市とは

その規模において相当な違いがあり、万国博

協会で当初吹田という考え方の全くなかった

こともうなずけないことはないが、私達にも

水道の技術者としてのプライドがあり、いか

に中小都市の吹田とはいえ、自分の給水区域

の会場を他市で給水されるということはたえ

られないことである。その後管理者より万国

博の給水は吹田市で、行なうとの話があり、協

会と数回の協議を重ねた結果、次のような申

し入れを受けた。

①場内配水管は博覧会終了後も、跡地利用も

含めて吹田市において使用されるようになる

ので、実施設計は吹田市で引受けること。②

吹田市との連絡及び工事監督のため、吹田市

より技術者を若干名協会に出向させること。③

工事用水については別途に吹田市において直接

給水すること。④会期中はその前後共、会場

内における上水道の維持管理は吹田市が当る

こと。⑤府営水道より受水のための送水管は

吹田市の負担で布設すること。⑥万博の水道

料金を安くすること口

これに対して吹田市としては、万国博には

全面的に協力することをきめ、次のような回

答をした。①については吹田市の水道部内に

万国博水道対策課を設け、実施設計について

は吹田市で実施する。②については了承し、

若干名の技術職員を出向させる。③については

吹田市の山田地区の配水管より直接工事用水

の給水をする。④については会場内の上水道

施設は吹田市において維持管理する。⑤につ

いては会場周辺部の給水を考え500mmまでの

管については吹田市の負担とするが、それ以

上の管が必要ならばその差額については万国

博協会の負担とする口⑥料金問題については、

吹田市給水条例との関連で安くはできない。

いよいよ万国博の給水を全面的に引受ける

こととなり、まず府営水道よりの導水管口径

700 mm を布設することとなった私達は、当初

ダクタイル鋳鉄管を使用する考え方であった

が、一部では鋼管を使ったらどうかとの意見

もあった。私達は大口径の鋼管をまだ使用した

ことがない、内面の腐蝕が早い、電蝕のおそ

れがあること等の理由をあげ反対したが、内

部腐蝕はモルタルをライニングすればよい、

電蝕は多かれ少なかれ鋳鉄管も被害を受ける

等、加えて各メーカーも万国博用だというこ

とで売込みも激しく、両者を競合させてはど

うかということになり、入札した結果鋼管が

私達の常識では考えられないような非常に安

い価格で落札し、設計者にとっては何だかプ

ライドをf易つけられたような感じであった。

かくして、導水管の布設工事も無事に完成

を見たヒ頁、手ムは思いもかけなかった、当日寺カ

ナダのモントリオールで開催されていた万国

博の水道調査のため海外出張を命じられて単

独でモントリオールヘ行くべく準備をしてい

たところ、ちょうど日水協において AWWA

の総会と万国博を見る日水協の代表団を送る

準備をしておられたので、早速その一員に加

えてもらい昭和42年 5月30日一行15名と共に

アラスカのアンカレッジ経由でサンフランシ

スコ、ニューヨーク、アトランテツクシティ

ー、ワシントン、ボストンと同り、やっと目

的地モントリオールに着いた。翌日すぐ万国

博の事務局に水道担当官をたずね、会場内の

水道施設の質問をしたところ、カナダでは設

計者に版権があり、その承諾なしでは見せら

れないとのことで、たった一枚の見取図のよ

うな平面図をもらっただけで、今でもそのた

った一枚の見取図のような図面を大切に保存

している。モントリオール滞在の 3日間、会

場内の給水施設を必死の思いで見て歩いたが

結局何の収穫もなかった。むしろ、アメリカ、

カナダと約25日間、自然に得た見聞の方が将

来きっと役立つ事と思われた。

いよいよ翌昭和43年 1月、私をチーフに 5

人のメンバーで会場内の実施設計にかかった。

その頃、会場内はすでに整地は大方終わって

おり、下水管もすでに布設工事にかかってい

るような状態であったO いざ設計に入ると資

料不足で、協会側でも現地の平面図はあるけ

れど縦断図はないといった具合で、その都度

協会と協議を重ねながら進めていき、現地に

もできるだけ足を運び調査をしていくと、盛
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土についても最高15m位から 4m位まである

ことがわかったが、大体千里丘陵の土質は非

常に良質の山砂で、しまりも割合ょいという

ことがわかったので、盛土部分の補強は特別

に行わない、他の地下埋設物との調整は万国

博協会でやってもらうという方針で進めてい

った。

会場内の配水管の総延長は約 4万3000m、

最大口径900mm、最小口径150mm、また消火栓

については京大の堀内教授と当時協会におら

れた保野博士が万博用として特に設計された

ものを使った。配水管の管種については、口

径 450mm以上について、鋼管及びダクタイル

鋳鉄管、口径 400mm以下については塩ピ管を

使用、配水管の布設位置はできるだけ歩道上

とする方針で設計を進め、どうにか万国博協

会指定の期日に間に合せることができた。し

かし、私達が設計を通じて折衝しながら万国

博協会というキ且織に対して感じたことは、職

員のほとんどが本省、大阪府、大阪市、それ

に大阪瓦斯、電々、関電等、まことに多種多

様の寄合世帯のために、それぞれのセクト意

識が非常に強く、ために種々の調整はなかな

かまとまらない状態て¥前述の地下埋設物等

の調整は配水管の布設工事の完了直前まで協

議される有様であった。私達の中小都市の組

織の中では、とても考えられないことである。

設計完了後、すぐ苦労を共にしたメンバー達

は私を除いて全員協会との約束通り出向職員

として協会に派遺された。もちろん、工事が

完了すれば吹田に帰り維持管理に当ってもら

うためである。そのためには布設の現場は吹

田市で監督しておいた方がよいという考え方

である。今にして思えば、私と共にやってく

れたメンバーは本当によくやってくれたと感

謝の気持でいっぱいである口

最後に、これで間に合うのかと思われた万

博も、突貫に次ぐ突貫でやっと間に合ったと

思ったのもつかの問、もうあと40日を残すの

みとなり、何だか本当にあっけないような気

捧がする。現在、万博会場の維持管理は、会

場のすぐ近くに北部出張所を設けて11名の職

員でやっている。参考までに万博協会と吹田

市との間に締結された上水道全般にわたる協

定書を示すと、次の通りである。

財団法人日本万国博覧会協会(以下「甲」と

いう)と吹田市水道部(以下「乙」という)とは

日本万国博覧会の会場(以下会場」という)内

における水道の供給わよび使用ならびにこれ

に関連する事項に関し次のとおり協定する。

(水の供給)

第 1条乙は博覧会に使用される水を甲に供

給する

2.甲は乙が供給する水を会場内の受水槽でト受

水する

3.乙が甲に供給する水の水質は水道法第4条

に規定する水質基準に適合したものとする

(供給施設)

第 2条この協定にわいて供給施設とは甲が

会場内における水の使用者(以不「使用者Jと

という)に対し給水を行なうため設置する次の

各号に掲げるものをいう

①配水ポンプ場設備(受水槽を含む)

②配水管設備(博覧会の参加者が設置する給

水装置を除く)

③水道メーター

2.前項の供給施設は甲の所有とする

(供給施設の設置)

第 3条甲は会場建設計画に基づき乙と協議

して供給施設の設計台よび工事を施行するも

のとする

(検査)

第4条乙は甲が施工する供給施設の工事用

材料の検査およびしゅん工検査を行なうもの

とする

(計量)

第5条料金算定の基礎となる甲の使用水量

は千里中央線の府営水道送水管から分岐した

乙の 700mm導水管の分岐点に設置する水道

メーター(以下仁親メータ -Jという)によって

計量する。ただし、 700 mm導水管による送

水に支障を生じたときは同導水管に交叉して

連絡する千里2号線の 500mm送水管から送

水するものとしこの場合はその交叉点に設置

する水道メーターをもって親メーターに代え

て計算するものとする

(料金の支払)

第 6条甲は前条の計量に基づき算定される



万国博の水を引く 91 

料金を乙に支払うものとする 第 8条1.甲は前条第 1項第1号から第4号ま

(業務の委託) てもの業務および同条第 2項の規定により乙に

第7条甲は次の各号に掲げる業務を乙に委 委託した業務に要した費用を乙に支払うもの

託する とする

①供給施設の維持管理 2.前条第 1項第 5号の業務に要した費用は乙

②使用者の水道メーターの取付けおよび検針 が当該参加者から直接徴収するものとする

③水質および圧力の検査 (費務)

④博覧会の参加者が設置する給水装置の設計 第 9条乙は甲が使用者に対して行なう給水

審査、材料検査、および工事完了検査 に関し、水道事業者としての責務を負うもの

⑤博覧会の参加者が設置する給水装置の修繕 とする

2.前項の業務のほか甲乙双方において必要と (補則)

認める業務についてはこれを乙に委託する 第10条この協定に定めない事項およびこの

ことができる 協定事項の解釈に疑義を生じた場合甲乙誠

(委託業務の費用) 意をもって協議しこれを定めるものとする

〈苦手稿4>

iニ4臨 海

東京都水道局段監

松田暢夫

一昨日夜半発生した水道配水本管の破裂事 はないものかしら・・・・・・と、いろいろ考えをめ

故の修復作業に当っている支所から、 「只今 ぐらせてみた口

通水を完了しました。通水後の異常は目下の 都市の道路という道路には殆んどすべて水

ところ認められません」との連絡を受け、ホ 道管が埋設されており、口径の差こそあれ、

ッとした気持で大きく息を吸い込みながら、 それぞれが、水道水の供給に大きな役割を果

なぜこんなにちょくちょく事故が発生するの たしている。地下に埋設されており、われわ

かしら・・ー・・、なんとか事故を未然に防ぐ方法 れの自に触れた機会は滅多にないが、私達水
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道マンにとって真に頼りがいのある奴である は言えないが、地盤沈下などによる管路の不

が、反面、すこぶる手数のかかるやっかいな 同沈下が原因と考えられる場合が一番多いよ

奴でもある。水道管の維持管理の仕事に経験 うである。このような場合には、可換性の極

のある者ならば誰でもこの感を強くしている めて少ない印ろう継手の場合が最も大きな影

に違いない。 響を受けることになる。不同沈下に伴う応力

東京都の場合を例にとれば、昭和44年度末 の増大はまず継子部に集中的に生じ、その影

における配水管管理延長は約 970万 mで、本 響が継手からの漏水となって現われることが

管延長(内径 400mm以上)は約 108万 m 、小 多い。したがって、漏水状態のときにこれを

管延長(内径 350mm以下)は 862万 mとなっ 発見して適当な手当を施すことが破裂事故防

ている。 止の有力な手段となる。なおこの際、単に絞

これに対して同年度末の公道管理延長は約 め直しゃボルトの締め付けで漏水を止めるこ

1，040万 mであり、数字の上からは、ほとん とのみで満足せず、なぜ、漏水が生じたかの原

どすべての公道に水道管が埋設されているこ 因を調査し、その原因なり影響なりをできる

とになる。こんなに長大な配水管を管理して だけ取り除くよう心掛けることが肝要である。

いるのだから、その中には道楽者もわればケ たとえば、管路の変位が継手の許容変位の限

ガ人もいるのは当然だといえるが、これは理 度近くになっていると判断された場合には、

屈であって事故の弁明としては通関しそうも 継子部を含めて管を切断除去して管路に蓄積

ない。 されたストレスを完全に取り除いてやる必要

「このところしばらく水道管の事故もなく、 があり、その場限りの手当では近い将来再び

無事平穏で本当に助かる」と喜ぶ気持のどこ 漏水を生じたり、突然破裂事故を起こしたり

かに必ず「近く、どこかに大きな事故が起き する危険がある口

るのでは・・・..'J といった不安が付きまとって 漏水防止の作業は、単に管路から漏水とし

離れない。統計的に確かめた訳ではないが、 て無駄に失なわれる水量を減少させて有収率

日曜、祭日などの休日に事故の起きることが の向上に寄与するにとどまらず、事故の未然

多い。休日には使用量が減少して水圧が上昇 防止に大いに役立っていることになる。漏水

するからだという理屈も一応うなずけるが、 防止の仕事はまことに地味な仕事で、漏水発

科学者らしくない妙に因縁的なものさえ感じ 見の作業は人々の寝静まった深夜に行なわれ

させられる。また、人事異動で責任者が交代 るので、その苦労は一般には殆んど知られで

した直後に起きる事故を「お祝い」とか「お いないが、この人達の陰の努力によって、ど

迎え」とか呼んでいるが、こういったケース れほど多くの大事故が未然に防止されたこと

も極めて多しh 要するに、配水管関連の事故 か。これを思うと全く感謝の気持でいっぱい

はかなり妻女が多く、たまたまこういった日寺に である。

起きた事故が特に印象に残るからではなかろ 漏水防止作業が事故防止の有力な一手段で

うか。 あることは疑う余地もないが、これは既に埋

水道管は、われわれの目につかない地中で 設されている配水管の維持管理に関連した消

種々の外的影響を受けて、安定状態が徐々に 極的な策に過ぎないことも事実である。しか

損われつつある。他工事による水道管の損傷 らば、事故防止に対する積極策如何というこ

事故は、工事に際しての事前調査の徹底、立 とになるが、これには大きく分けて次の三つ

合いの強化、施工方法の改善などによって防 の対策が考えられる。すなわち、管体の強化、

止すること白は可能で、あるが、地盤沈下や路面 継手構造の改善、それに埋設管の安定工法の

荷重の増大などによって徐々に管体に蓄積さ 確立である。

れる内部応力の増大に起因する事故の未然防 第一の管体の強化については、ご承知の通

止は極めてむずかしい。 り、普通鋳鉄管から高級鋳鉄管に、さらに、

水道管破裂事故の実態は千差万別で一概に 「割れない鋳鉄管」といわれるダクタイル鋳鉄
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管へと革命的な強化が成し遂げられている D

したがって、ダクタイル鋳鉄管を使用すれば

今日私達が悩まされているようなタイプの破

裂事故は全く皆無となるに違いな ¥'¥0 管体が

丈夫だから施工は組雑でもよいということに

は勿論ならないが、施工面においても維持管

理面においても、ダクタイル鋳鉄管を使用す

ることの私達に与える安心感は測り知れない

ものがある口

私にはこんな主主馬食がある。内径7OOmm画己

水本管と内径500mm配水本管とを相互連絡

するため、 7OOmm管を切断して連絡用の丁

字管を挿入する断水工事を実施した。丁字管

には夕、、クタイル製品を用いた。断水工事は極

めて順調に進められ予定された時間内には通

水できる見通しがたち、最後の充水作業の段

階にはいって一応肩の荷を下ろして充水完了の

連絡を待っていた。ところが、充水完了と同

時に丁字管本体の項部から約20mの長さにわ

たり数個所から糸のような水が吹き出し始め

た。この思わぬ事態の発生に徹夜作業の眠け

もいっぺんに吹き飛んでしまった。

予備の丁字管も用意してなかったので、通水

するためには事故管を撤去してひとまず直管

で仮連絡してわくより方法はない。それにし

ても予定された断水時間内にその工事を完了

させることは全く不可能であるので、緊急事

態の発生を理由に影響区域内の人々に断水時

間の延長を早速 PRしなければならない口

徹夜作業で疲れた技術家連中は穴の周りに、疋

然と立ちすくんで全くなす術を知らない有様

であった。このとき、私の脳裡をかすめたの

はダクタイル管の強じん性である。従来の鋳

鉄管ならば、どんなに微細なクラックでも、

これを承知で通水することは全く考えられな

いが、夕、、クタイル管ならばこの冒険は可能か

もしれな(，'>0 早速同僚を集めてこの冒険の可

能性についての意見を求めた。その結果、ダ

クタイル管ならばこの程度のヘアークラック

があっても、水圧をかけることによってクラ

ックが大きくなって破裂に至ることの心配は

まずないと考えてよいと思われるから、 」応

念のためクラック部分にゴム板を当て、これ

を番線でしっかり巻いてわけば大丈夫で、あろ

うとの結論に達した。全く初めての経験であ

り、他にもこのような事例のあったことも聞

いていないので、多少の不安はあったが、こ

のような応急措置をとって取りあえず通水し

てみることに意見がまとまった D 結果は私達

の想像した通り、新しい丁字管をメーカーに

緊急手配して本復旧にかかるまでの問、完全

にf寺ちこたえてくれた。

このような帝王患食は、私達にダクタイル告寿喜失

管のすばらしい強ピん性を直接立証してくれ

たものとして今日でも強く印象に残っており、

ダクタイル管を使用すれば、従来のような破

裂事故は全く起らないとの確信を私達に強烈

に植え付けた。その後、施工面においても、

また維持管理面においても、 「夕、、クタイル管

だから大丈夫だ」との判断を下したケースは

沢山あったが、いずれの場合も、実際面にお

いてその判断の誤まっていなかったことを立

証してくれてきている。

ここで、東京都の場合のダクタイル管の使

用状況に少し触れてみるが、東京都では、本

管(内径400mm以上)については昭和34年

度の末頃から、内径250mm以上の小管(内

径35 Omm以下)については昭和42年度から、

さらに内径200mm以下の小管については昭

和44年度下半期からそれぞれ全面的にダクタ

イル管を使用してきている。東京都の昭和44

年度末にわける鋳鉄管の管理延長は約 849万

m、うち本管が約95万 m、小管が約 754万 m

である。さらにこれらのうち、本管において

約52万 m、小管において約60万 m にダクタイ

ル管が使用されている。

したがって・、鋳鉄管において、 本管で約55

ノf一セント、小管で約 8パーセントがダクタ

イルイとされていることになる。

大きな事故の対象となる鋳鉄管の本管につい

てはその半数強がダクタイル化されて破裂事

故とは無縁となっているが、残りの45パーセ

ントは破裂事故を生ずる可能性をもって台り

率的にはかなり改善されたことになるが、延

長的には約43万メートルの本管が依然として

事故の可能性を秘めていることになる。しか

もこの数字は、ダクタイル管による布設替え

が行なわれない限り減少しない数字であるか
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ら、まだ当分の聞は事故に悩まされ続けるこ

とを覚悟しなければならないことになる。

第一二の継手構造の改善については、可捷性

の極めて小さい印ろう継手から可'1尭性の大き

なメカニカル継手に改善され、地盤沈下など

による外力の影響を継手部の変位で吸収発散

させて、管体に生ずる応力を著しく減少させ

ている。メカニカル高|童子をf采用してからは、

外荷重と管体の支持条件との関係から管体に

生ずる異常応力に起因して破裂事故を生じた

ケースは稀にはあったが、管の不同沈下に起

因する破裂事故は極端に減少している。

メカニカル継手自体も、水密性や可換性を

増大するため種々改造されてきているが、現

在のメカニカル継手はその構造上、許容の変

位角度が余り大きくないので、地質、その他

の関係からかなり大きな不同沈下の発生が予

測されるような場合には、さらに大きな変位

が許容される特殊メカニカル継手を使用する

ことが安全性の上から要求される。私は、こ

のような特殊メカニカル継子の開発の必要性

についてかねてから提唱しており、メーカー

もこの問題について真剣に取り組んでくれて

いるので、実用的な持殊メカニカル継手(実

用的とは、可携性、施工性、価格の点で一般

に迎合されるものであることの意である)が

近く開発され、事故の未然防止に大いに役立

てることができるものと期待している。私達

ユーザーの要望を率直に受け入れて真剣に取

り組んでくれている鋳鉄管メーカーの前向き

の態度に改めて感謝の意を表したい。

接合作業が比較的簡単であることもメカニ

カル継手の長所の一つであるが、それだけに作

業が安易に行なわれる傾向があり、結果的に

この継手のもっている口J換性や水惰性を十分

生かすことができず、かえって事故の原因を

作ってしまうことがあるから、接合作業を確

実に行なうことも事故防止に直接つながる重

要な要素である。

第三の埋設管の安定工法の確立については、

今さらこれを問題として取り上げる必要もな

いが、要は地中に埋設された管路が将来にわ

たって安定状態を維持することのできるよう

な工法を選択することである。東京都の水道

は創設以来約百年を経過しているが、管の支

持方法、防護方法も75年間の技術の進歩を物

語るように、それが施工された年代によって

かなり変化している。たとえば、軟弱地盤に

あ、ける管の支持方法などについても、現在で

は不適当と考えられるような方法がとられて

いることがある。少なくともそういった工法

は当時としては適当な工法と考-えられていた

に相違ないと思われる。こういうと、古い時

代に埋設された管路には危険が一杯であるよ

うに思われるかもしれないが、決してそうい

うわけではなく、特殊な外的条件が加えられ

た場合、現在の工法によって埋設された管路

より危険率が多少高くなるというに過ぎなI，， ~o

大口径管について私達が実施した埋設実験

の結果から、普通の支持状態で土被りが1.5

メートル以ヒあれば、路面荷重の増大に伴っ

て埋設管の管体に生ずる応力の増大は、殆ん

ど無視できる程度であることが知られている。

したがって、支持状態や土被りの状態が普通

の場合には、路面荷重の増大はそれ程危険側

の要素とはならないが、支持状態が悪かった

り、路面の削り取りなどにより土被りが極端

に浅くなったり、または他工事の影響により

支持状態が変化したりするような場合には、

その変化度合によりある程度の危険の発生を

考えなければならなI，， ~o ・方、古い管路には

伸びの極めて少ない普通鋳鉄管が用いられて

いるから、このように外的条件に変化が加え

られた際には、できるだけダクタイル管によ

る布設替えを積極的に実施することが事故防

止につながることは論をまたなしh

「鉄管Jの範ちゅうに入るものとして鋳鉄管

と鋼管とがあることはご承知の通りであるが、

私はここで鋳鉄管と鋼管との比較を論じよう

とは思わないが、従来から水道管としては鋳

鉄管が一般に広く採用されており、それには

それなりの理由があったに違いない。東京都

の場合、昭和44年度末における実績数字にわ

いて、配水管の総延長中に占める鋳鉄管と鋼

管の延長割合はそれぞれ、本管にわいて87.8

ノf一セントわよび12.2パーセント、小管にお

いて87.4パーセントわよび1.4ノf一セント(残

り11.2パーセントは石綿セメント管)となっ
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ている。

材料の持つ宿命的なものとして、破裂事故

は殆んどすべて鋳鉄管において発生しており、

鋼管には殆んど皆無に近いことも事実である。

鋳鉄管本来の良さを失わせずにこの宿命を打

ち破るものとしてダクタイル鋳鉄管が登場し

てきたが、大都市でこれが採用され始めてか

らまだ日も浅い関係で、現状では、鋳鉄管延

長中に占めるダクタイル鋳鉄管の延長割合は

まだ極めて小さし」したがって、私達は当分

の間破裂事故と縁を切ることはできそうもな

いが、次の世代に水道管の維持管理にたずさ

わる人達が破裂事故と無縁となるよう、危険

と目されている重要路線については積極的に

管の取り替えを実施し、さらに新設管路につ

いては先に述べてきたような事故防止につい

ての施策を積極的に取り入れて施工すること

が私達に課せられた重要課題であると思う-一。

こんなことをあれこれと考えているうちに

今日も退庁時間が迫ってきた。制服t=身を固

めて今朝早く出かけて行った路線パトロール

の連中が日焼けした顔で元気に戻って来た。

重要管路線を見同って、どんな微細な異変で

もいち早く発見して事故を未然に防止しよう

というのがパトロール隊の目的である。夜間

黙々と漏水の発見に努めている漏水防止の人

達や、炎天下に異常の徴候を探し同っている

パトロール隊の人達の知られない苦労を思う

とき、「私達はこのようにして突発事故の未然

防止に努力しているのだ。これで事故が起き

れば仕方がないではないか」という気持にも

なる。事故に対し世論は実に厳しく、事故を

起こしたことの責任は免れないが、やるべき

ことはやっているのだという、自己満足を感

ずるぐらいのことは許されてもよいような気

がしてならない。

高級鋳鉄異 形管

タケタイル鋳鉄異形管

JI 5 

、J'輔¥輔AGI 
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〈寄稿5)

水道の維持管理をするものにとって、夜中

の電話ほどいやなものはない。

当直者では処理しきれないから連絡してく

るのである。

鉄管破損の漏水事故では、いやでも多数の

動員が必要で、ある。

夜中の動員は、電話のある者、近くの者に

集中する。何の因果と心中面白くないに違い

ないが、すぐ駈けつけてテキパキと処理してく

れる。さすがは永年伝統のある水道マンであ

る。

当市の水道で午後5時以降の事故、ならび

に修繕の件数は調査により5時から7時までに

多くが発生し、それ以後は殆んどないことが

判った。そのため、午後8時までは待機者を

おき、夜間は修繕当直者を l名しかおいてい

なし凡それで平常は十分である口

夜中の事故には現場の調査、応急処置、動

員に l人で奮闘してくれる。

39年から40年にかけて、港地区で、漏水事故

が続発したことがある。

水道新設以来、 30数年の使用に耐えてきた

で為

四日市市水道局拡張課長

黒)11 薫

200mm配水管で港地区の埋立地ヘ市内から

運河を越えて、港への重要道路のコンクリー

ト舗装下に埋設された、たった 1本の大切な

管である。

年々増大する港への水需要に市内水圧の増

強で応え、夜間には 5~6kmの水圧を保つよ

うになった頃である。

この管は工場や港湾施設、それに船舶給水

に使用されて昼夜の別なく送水され、とくに

夜間には周囲への遠慮もいらぬので、船舶給

水用に全開しており、従って管の内面は大変

きれいで濁りの苦情だけは間かずに過ごして

来た口

この管に孔があくのである。

それも夜中ときまっていた。

ひょっとしたら、船舶給水が一時間栓した

時のショックにトラックのf辰動が加わって腐

蝕部分がぬけたのかも知れない。

漏水が始まると厚いコンクリート舗装がも

ちあげられる。目地から水が炊きだして広い

道路をーぱいに流れ出す。

近くの工場の守衛さんはびっくりして水道
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局ヘ電話する傍ら、門に土俵をつんで浸水を

防いだとのことである。

局員も最初は驚いたが、度重なると慣れた

もので、パルプ操作で減圧し、交通制限やら

防;護柵をして朝を待つ。

断水宣伝も終え、人員も十分確保してから

一斉に復旧が始まる口

まずコンクリート舗装の撤去である。

厚さ 30mmもあるのをチスで子しをあけ、ク

サピを打込んで害1]って行く。

当時は削岩機もなかったので、石割りの専

門家を集めて数交替の突貫作業で行なった。

掘削して露出した管は膨らんだボロボロの

黒っぽいおよそ鉄管とは思えない形相で¥と

くに腐蝕した部分が穿孔してわり、金鋸での

管の切断はまるで土管を切るように柔かい口

とにかく土質が悪い。

迷走電流による電蝕でないことはその前か

らわかっていた。

この附近は大正時代の埋立地でヘドロ層が

多く、それに海水の影響も受けているらしい。J

久保田鉄工鉄管研究所の調査で腐蝕がヘド

ロ層のみで起り、砂状の土質では起らぬこと

から、電気化学的な腐蝕、徴生物腐蝕の可能

性のあることが報告された口

ヘドロ層と砂層の差異による局部電池作用

から腐蝕が起ることも初めて知った。

幸い40年から水道料金値上げが実現して維

持管理面にも予算の増額が行われたので、事

故多発地帯の全線布設替を行なうことにした。

この布設替方法は次の通りである。

l、メカニカル型鋳鉄管を使用する。

2、管据付時に同質塗料で再塗装する。

3、掘削土は捨て、埋戻しは砂で行なう。

メカニカル接子の絶縁性を利用して管路の

電気的一体長大化を防ぎ、管体、押輪、ボー

ルトとも十分な再塗装により損傷個所からの

腐蝕防止をはかり、埋戻土を砂に入替えて管

埋設土壌の差異による局部電池作用の発生を

防ぐとともに徴生物腐蝕を防止することにし

た。

この方針に多少の不安はあったが、既設管

に健全部分も多い現状と、経済性から決定し

たものである。

管布設現場においては、直接管工事を行な

う配管工に再塗装の意義について十分説明し

ておいたところ、非常に丁寧な施工が行われ、

気にいるまで十分に塗装し、管布設も従来にま

して↑貴重に行われ、職人気質をまざまざと見

せつけられ、思わぬ収獲に喜んだ。

港地区の水需要は年々増大して行く。

これに応えるため、かねてから 4OOmm配

水管の布設が計画されていた。

これは運河底を伏越して港地区ヘ布設され

るものであるが、この管路予定地の地層に問

題がありそうなので、この調査を久保田鉄工

鉄管研究所に依頼した。

その結果、やはり管路予定地は不良土であ

ることが判り、管外面を再塗装して川砂で埋

戻しするようアドバイスがあった口

その時調査にあたった長尾技師から、ポリ

エチレンチュープが防官虫性(こ{憂れていること

を聞き、早速現地で実験をお願いし、短期間

ではあるが文献と一致する優秀性を確認した

ので、 400mm配水管の防蝕用として採用し

た。

4 OOmm管の布設には、メカニカル型ダクタ

イル鋳鉄管を採用し、現地で管、押輪、ボー

ルトを再塗装してポリエチレンチュープを覆

せ、砂による埋戻しを行なった。

先に布設した 2OOmm管に比ベポリエチレ

ンチュープを追加被覆したものであり、これ

で十分で、あると満足している。

鋳鉄管の布設は比較的安易に行われる場合

が多いが、事故は滅多に発生しない。

あまり神経質になる必要もないが、同じ事

故が続いて起る時は対策にも真剣になる。

港地区にはまだまだ支管が多数残っている。

事故範囲が小さいので費用の関係から少しず

つ布設替を続けているが、今のところ大した

事故も起っていない。

現在、土質の悪いところへの管布設は現地

で布設時に管体、押輪、ボールトの再塗装を

行ない、埋戻しは砂で行ない、とくに悪いと

ころにはポリエチレンチューブを被覆して防

蝕対策を行なっている。

最近問題化しているボールト対策も、ボー

ルトの再塗装、耐蝕ボールトの採用、またタ
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イトン管の採用等により積極的に対策を講じ 下水からは硫酸が流れ、空からは硫酸が降

ている。 るところで、あるらしし」

とにかく四日市市の公害は有名である。 まだま疋いろいろのものが指摘されてきて

主に亜石東酸ガスの答であるが、内科はいろ わり、空中も地中もじわじわと汚染が強まつ

いろあるらしい。 てきている。

生の硫酸を海に流し続けて海上保安庁に摘 水道管も少しず、つむしばまれて行くのは事

発された会社がある。 実であろう。

また最近の新聞では硫酸ミストが多量に検 少しでも土地の悪そうなところでは用心し

出されたことが報ぜられている。 た方がよいようである。

〈寄稿6)

工

誤

におi

大阪府水道部工業用水道課主幹

j費野守

百

省から通知のあった、 「水道施設の工事監督

1 .はじめに の強化並びに施設管瑚及び水質管理の徹底に

「ガスコックをひねると、本が飛び出した」 ついてJ を徹底して励行する以外に良策はな

という話を水道の仕一事にたずさわった ~I3 時、 いと思われる。大阪府においては、工業用水

先輩から笑い話として閉しミた記憶があるが、 道事業者と、各家庭に給水する水道事業者が

最近のように、多種多械の地下理設物が錯そ 異なるため、事故防止のため特に相互の緊密

うする現在では、この種の誤接事故は笑い話 な連絡が必要となっている。

どころではなく、多数の人命にかかわる大事

故に発展する危険性を十分に含んでし略。 2.大阪府工業用水道の

この種の事故防止については、水道関係有 配水管布設状況と対策

は常に注意されていることと思われるが、現 大阪府の工業用水道事業は、昭和34年度か

在のところ目新しい対策はなく、さきに厚生 ら堺臨海造成地に給水するため、第 1次工業
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用水道事業(給水能力 1日当り 5万5000ぱ)に

着手し、さらに、昭和37年度から堺泉北臨海

造成地に給水するための第 2次工業用水道事

業(給水能力 1日当り 40万ぱ)の建設に着手、

昭和36年度及び昭和44年度末にそれぞれ工事

を完成、給水しているが、いずれも水源は淀

川の表流水で、給水区域に至るまでに 7~3

市を横断、約40kmの配水本管を布設している。

しかし配水本管の口径が1， 800rpm ~ 800mmと比

較的大きく、また造成地内においては布設位

置が他の埋設物と分離され、比較的明確化さ

れているので誤接等の事故発生は少ないもの

と考えている。

つぎに昭和39年度から着手した地盤沈下対

策の第 3次工業用水道事業(給水能力 1日当

り40万ぱ、給水区域豊中市外4市)、わよび昭

和40年度から着手した第4次工業用水道事業

併合水能力 1日当り 20万ぱ、給水区域、東大阪

市外7市)については、地下水の代替用とし

て既存工場に工業用水を給水する関係で、市

街地道路に小口径の配水管を布設することと

なり、工業用配水管の判別標示について種々

中食言すを行なった。

従来配水管の位置標示については、要所に

を 100%信頼することは危険と考えられ、従

って管の確認については、図面による照合、

現地立合いによる確認、接続後における残留

塩素の測定、水質検査等による総合的な確認

によって初めて安全で、あると考えられる。

大阪府にわける工業用水道は淀川の表流水

を取水し、硫酸バンドによる薬品沈でん処理

および浄水場内の施設に藻等が発生するのを

防ぐため、 1~ 2 ppmの塩素を注入している

が、浄水場を出る段階では、遊離の残留塩素

はほとんどなく結合残留塩素が0.1~0.2ppm 

残る程度であるため、上水道の水道法で定め

られた管末で遊離残留塩素が 0.1ppm以上、

結合残留塩素が 0.4ppm以上に比べて少ない

ため、残留塩素の測定によって一応の区別が

できるものと思われる。

この様な状況から、大阪府の工業用水とし

ては府下の関係水道事業に工業用配水管路図

の送付を行うとともに、必要に応じて現場立

会い、ならびに残留塩素の測定、水質検査の

励行等によって事故発生を防止されるようわ

願 p しているが、今後もできるだけ緊需な連

絡をとる必要があると思っている。

コンクリート標示杭を建込み判別していたが 3.今後の問題点

地下埋設物の錯そうする道路下では不十分の 地下埋設物は、生活水準の向上と産業の発

ため、埋設管に直接標示を行うこととし、管 展にともなってますます増加し、路面掘削工

の塗装を黄色、または白色に変える。管にス 事にともなう誤接事故、ガ、ス爆発、中毒事故

テンレス板を貼りつけるか、銅線をらせん状 等の危険性がますますふえる傾向にあり、こ

に巻く、管に目印になる様なものを鋳出する、 れらの危険をなくするため、工業用水道事業

等について鋳鉄管メーカーと検討を行なった 者、上水道事業者、ガス事業者等が管の色別

が、いずれも製造工程、及び経済的な問題も 等を実施する必要があると思われる。なわ急

あって実現せず、結局筒易な方法として、配 別等を実施する際には、樹脂系の塗装または

水管の布設の際に、黄色のビニールテープ巾 袋状樹脂膜の棺着等管の全周にわたって色別

5 cmを管の天端に縦方向に貼りつける方法に ができるものが最良であると思われるが、生

決定、口径300mm以下の配水管についてこの 産工程、ならびに経済的な面等困難な点が多

方法を実施してきた。しかし実際に施工して 多ある。しかし、事故防止のため各事業者、

みると、管の表面がぬれている様な場合には メーカーはともに真剣にこの問題を検討する

接着が不完全で、埋戻し等の段階で脱落し易く 必要があると思われる。

また夜間工事が多いこともあって、この標示

ヲ無 宵 * * 
* 

* 
t * * 今K



発行年 号数 タイトル 著者 概要

新しい通信ケーブル用鋳鉄管－
ねじ継手方式ダクタイル鋳鉄管
－

日本電信電話公社

前技術局調査部
　門線路構造担当調査員
東京電気通信局
　土木工事部調査役
　　　　　　　　　　　　　　　姫野　梶彦

技術局調査部門線路構造担当
　　　　　　　　　　　　　　　安延　信一

　日本電信電話公社の地下管路は、通信ケーブルを収容するための施設
で、公社が最初に地下管路を採用した明治29年から管路材料の主要材料
として鋳鉄管が使用されている。今回、強度特性、導通特性などの向上
を目的に材質、構造について各種の調査、実験を行った。その結果、各
特性値を大幅にに向上させたねじ継手方式のダクタイル管を開発し、昭
和44年11月から全面的に切り替えたので、これについて報告する。

欧米水道雑感

神戸市水道局

技術部工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　村尾　正信

　1969年9月にウィーンにおいて開催された第8回国際水道会議に出席
し、あわせて欧米諸都市の水道事情を調査する水道協会が中心の調査団
に参加したので、得られた情報ほ報告する。

モルタルライニングの品質向上に
ついて

日本鋳鉄管協会

品質向上分科会
　　　　　　　　　　委員長　吉村　英夫
　　　　　　　　　　委員　　 長尾　正三

　鋳鉄管のモルタルライニングは、諸外国において数十年の実績があ
り、我が国においても昭和26年に実用化され、今日ではほとんどの鋳鉄
管がモルタルライニングされるまでに普及している。このモルタルライ
ニングの品質向上と製品の安定化を図るために実施した膨張セメント混
和剤、合成樹脂エマルジョンおよびモルタル養生方法の研究結果を報告
する。

1970年 No.8



発行年 号数 タイトル 著者 概要

鼡鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管の
耐蝕性に関する報告書

米国鋳鉄管研究協会

理事長
                       　W.Harry　Smith

久保田鉄工株式会社

                          　長尾　正三訳

　米国鋳鉄管研究協会は、約40年間に亘って地下埋設する鉄系金属管の
腐食を種々の面より研究してきている。最近の研究の結果として、鼡鋳
鉄管とダクタイル鋳鉄管の腐食速度の比較、実使用の経験における腐食
の影響、土壌の腐食性の評価方法、防食方法（ポリエチレンスリーブ）
について報告する。

タイトンジョイント管について

浜松市

水道部工務課長
                             　佐々間　清

　
浜松市でのタイトンジョイント管の使用実績と使用上の留意点などを報
告する。

赤水対策についての考察
尼崎市における「赤い水」の実状
とその処理

尼崎市水道局

　　　　水質管理所長　　 出口　富雄
　　　　配水課技術係長　中川　晏男
　　　　配水課技手　　　　中森　英明
　　　　維持課　　　　　　　松田　利一

　主要管路の水質測定が主目的であるが、それ以外に赤水に対する事前
調査とその対策の検討、あるいは新たに布設された給水管の洗浄、廃水
の試験にと広い範囲に使用されている水質自動モニターについて、その
構造、原理、使用事例を報告する。また、尼崎市での赤水の実状とその
処理を紹介する。

農業用水合理化による水道水源
開発

福岡市水道局

開発課長
　　　　　　　　　　　　　　　　原　茂恭

　水源不足を解消するための緊急的措置として、農業用水を管路で灌漑
配水することによる合理化で生み出された余剰水についての水道用水源
の開発、および、非灌漑期の農業用水を貯水するダムの開発を行ったの
で、それらの計画内容や維持管理について報告する。

1970年 No.8
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鋳鉄管 昭和45.5 第8号

新 しい通信ケーブル用鋳鉄管

一一ねじ継手方式タクタイル鋳鉄管一一

日本電信電話公社

前技術局調査部門線路構造担当調査員

東京電気通信局土木工事部調査役

日本電信電話公社

技術局調査部門線路構造担当

姫野梶彦

安延信一

1 .はしがき いため大地との接触抵抗が小さいため、とくに

通信ケープルに対しては大きな問題である電磁

日本電信電話公社の地下管路は、通信ケープ 誘導妨害に対するしゃへい効果が大きい長所が

ルを収容するための施設で、ケーブル布設作業 ある。このため、鋳鉄管は通信ケープルが電磁

などのため100~250m毎にマンホールが設置さ 誘導妨害を受けやすい電鉄軌道の沿線、変電所

れている。管路は、多対ケーブルを収容する本 周辺等の地下管路に主に使われてきた。また、そ

線ルートで、は公称内径75mm(実内径約80mm)の の使用量は鉄道の交流電化区間の増加などによ

管が使用され、地下配線管路と呼ばれる配線用 り、公社の75mm管総需要の約10%程度ではある

少対ケープルを収容する管路では、内径50mmわ が、その総延長は年間約 2，100kmに達している

よび、25mm管が使用されている。 から、その特性、価格などの問題の重要さは小

現在採用されている管種は、 75mm管には塗覆 さくない。

装鋼管、硬質ピニル管、鋳鉄管の 3種、 50mmお 鋳鉄管が、その中に収容する通信ケーブルに

よび、25mm管には塗覆装鋼管、硬質ピニル管の 2 対する電磁誘導しゃへい効果がほかの管類より

種がある。このほか少数ではあるが橋梁添架管 よいことは確認されてはいたが、スクリュー継

路、専用橋等の露出管路あるいはコンクリート 手方式のねずみ鋳鉄管では、接続部の締付け力

により防護される管路では、防倉鋼管と呼ばれ の差により、安定性がぱらつくこと、あるいは

るタールエポキシ系塗料を焼付塗装した鋼管を 最近の重車両交通の増大に伴い継手のゆるみ、

使用している。 折損などが生じやすいこと、価格についても鉄

鋳鉄管は公社が最初に地下管路を採用した明 量が多いので塗覆装鋼管より高く、作業性が悪

治29年から管路材料の主要材料として使用され いなどの欠点を持っている。

ており、管体が電気の良導体で、外装被覆がな これらの欠点の改善を図るため、鋳鉄管につ
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いて抜本的に再検討することになり、強度侍性、

導通特性などの向上を目的に材震、構造につい

て各種の調査、実験を行なった。その結果、各

特性値は大幅に向上されたねじ継手方式のダク

タイル管が開発され、昭和44年11月から全面的

にこの鋳鉄管に切りかえられた。

以下、このねピ継子方式ダクタイル管の検討

に当たり、問題となった諸点のうち、特色があ

ると思われる 2、3の点について、その要点を

述べる。

2.通信ケーブル用鋳鉄管

公社の地下管路はその中に通信ケープルを収

容するため、その電気的特性はもちろんケーブ

ルの機械的強度に対しでも、十分に保護するご

とのできる強度ならびに構造であることが要求

される。要求される機能の主なものを列記する

と次のようである。

(1)土庄、路面荷重、衝撃荷重、地震荷重など

の作用に対して十分な強度、構造を有するこ

と。

(2)各種の土壌中での腐食あるいは電食に対す

る腐食特性がよいこと。

(3)ケーブル布設時の張力を小さくし、かっケ

ープル外被への損傷を与えないよう、管内面

は平滑であり、摩擦抵抗も小さいこと。

(4)継子部からの漏水は管の寿命を短くし、ま

たマンホールの溜水の原因となり、保守上も

好ましくないので、継手部は十分な気密性を

有すること。

(5)公社地下管路は同一ルートに多条数布設さ

れることが一般的であるから布設の作業性、

とくに接続工法は簡略であること。

(6)通信ケープルに対する電磁誘導妨害を少な

くするため、電磁誘導しゃへい効果がよいこ

と。

このほかにも一般的条件として、①軽量で取

多い折損事故を防ぐことにより、日常の保守を

合理化する、②素材強度を上げることにより管

の肉厚を薄くし、これにより軽量化を図るとと

もに布設時などの作業性を向上する。③現場で

の曲げ加工を容易にする。④軽量化はコストダ

ウンにつながる、など従来の鋳鉄管で指摘され

ていた大きな問題点がほとんど改善される見通

しを得たからである。

3.ねじ継手方式ダクタイル管

3 -1継手部

現在、公社における鋳鉄管の主な使用場所は

通信ケーブルが電磁誘導妨害を受ける、あるい

はその危険が予想される地域である。すなわち

鋳鉄管はそれ自体が電気の良導体であり、大地

との接地効果もよく、管に収容するケーブルに

対する誘導しゃへい効果が大きいという長所を

活用して使用している(図 l参照)。

誘導しゃへい効果のためには管路としての導

通性がよいことが大きな要素になる。またその

信頼性は、管路の継手の構造に大きく支配され

る。従来公社で使用していた鋳鉄管の継手形式

はスクリュー継手と呼ばれるもので、導通性を

上げるために、継手の気密性保持を目的に挿入

図-1 管路内プラスチックケーブルのしゃへい係数

(交流60Hz、大地比抵抗1000-m)

へ
い
係
数

0.6ト一一ー司」一一一」ー一一-4-
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塗覆装鋼管 l 
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0.4 

300 500 1 ，000 2，000 3，000 

扱いが容易であること。②価額が低廉であるこ

と。③入手が容易で、あること。④補修が容易で、 図-2 スクリュージョイント

管路接続長加)

あることなどは水道管、ガス管などと同様であ

る。

ねじ継子方式のダクタイル管を開発し、これ

に全面的に切かえたのは、①ダクタイル鋳鉄を

使用することが管体強度の向上を図り、問題の

4瓦ト
/、

ねじ車命 ゴム車命
(誘導防止用)
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するゴム輪(パッキング)の一部に黄銅片をは

め込んだものを使用し、これをねじ輪で締めつ

けることで気密性の確保ならびに導通性の性能

の安定化を図っていた口しかしその信頼性は、

ねじ輪の締めつけ力で大きく変動する欠点があ

った。(図-2参照)

これの改善策としてその構造、接続の作業性

など管路として要求される諸条件を対象に検討

した結果、ねビ継手方式によるダクタイル管が

最も優れていることがわかった。その主な点、は

次のようなことである口

(1)導通性については締めつけトルクにより若

干の差はあるが、平均27.85mu/100mで、通信

ケープルに対する電磁誘導しゃへい効果から

の期待値28mu/100m以下で、ある。

(2)接続作業はねじ構造を公社用塗覆装鋼管と

同一のJISB-0203-管用テーパーねじと同

ーのものに統ーしたので、塗覆装鋼管と全く

同ーの感覚で処理され、工法上で両者の差は

なくなり単純化が図れる。

(3)継子部の抜出し耐力は30トン前後て¥スク

リュ一式継手の約40倍程度に向上したので、

地震あるいは地盤の不等沈下などによる継手

の脱出事故は大幅に減少することが期待でき

る。

しかし、反面ねじ継手方式には次のような問

題点がある。

(1)継子部にねじ切りを施すので管肉の残肉厚

さが少なくなり、管体の曲げ引張り強さは残

肉厚さで決まるから、曲げ強さはねじ部の管

の強さで決まり、同一材質のスクリュー継手

管に比べ幾分低くなる。

(2)継子部の可携性が少なくなるため、携みを

考慮した場合の総合耐力も同一材質のスクリ

ュー継手管に比べ幾分低くなる。

3 -2継手の可撰性と管の伸縮作用

スクリュ一式、タイトン式などの継手は可換

性に富んでいるといえるカミネジ継子方式では、

接続部の剛性が高いため、前記継手形式のもの

に比較すると撰みにくいといえる。携み量の測

定結果では、同一材料によるスクリュー継手と

ねり継手は、一点載荷試験ではねじ継手がスク

リュー継手の約弱、 2点載荷試験では約冗でもあ

った。(図-3参照)携み量の少ないことは一般

的には管路の在線性からみると好ましいことで

ある。

しかし、可換性が少ないことは温度変化時の

管の伸縮、地震時の管体ひずみの吸収などに対

する柔軟性が乏しいので、これに対する対策が

必要になる。通信用地下管路は、一般的には土

被1.2m以下に布設されるが、この程度の温度に

おける最高、最低の温度差は約200Cと推定され

る。この場合、 75mm夕、、クタイル管に生じる温度

応力は標準管厚5.2mmとして算出すると5.2トン

に達する。また、マンホールの最大間隔250mを

想定すると、その場合の管の伸縮量は5.5mm(管

とその周辺土砂の摩擦力は、多段積み管路の実

態を安全側ても想定し無視する)になる。

このほか管の伸縮対策に対して考えておかな

ければならない問題として地震力に対する検討

がある。福井地震、新潟地震あるいは十勝沖地

震などにおける公社地下管路の被害は通信ケー

プルの断線を誘起し、問題となった。被害はデ

ルタ地帯など沖積層の軟弱地盤および盛土区間

などで多く発生し、主として継手部分ならびに

伸縮継手の離脱あるいは折損事故である。現在、

構造物の耐震設計として一般には、地震の発生

頻度およびその規模を確率的に処理した震度期

待値をそのよりどころとしている。地下管路は

長さ方向にフレキシブルな構造物であり、並進

図-3 ねじ継手の荷重 たわみ曲線(2点載荷)
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振動により管路とその周辺土砂聞の摩擦力が張

力として管路に反復して作用するものと考えら

れる。しかし、大きな地震になると管路と地盤

は同一の動きをせずにすべりを生じると推察さ

れる。地盤別にそのすべりを生じるときの地震の

加速度および最大ひずみを求めたものが表-1

のとわりである。

表-1 各地揮の最大発生ひずみ

地盤 (N値)

洪積層(却~60)

沖積層 (5~20) 

軟弱地盤 (5以下)

e (10-6
) 

475 

527 

588 

V:地震の見掛けの速度 A:地震の加速度

T:地震波の周期 ・ e .ひずみ

このひずみが管路に加わったときの伸縮量は

地盤条件、波長などにより異なるが、その量は

約 5cm程度に達する場合のあることが推定され

る。すなわち、従来のスクリュ一式継手であれ

ば4m毎にある管 1本毎の接続点が伸縮に対し

柔軟性があり、可携性もあるから前述のような

管路の伸縮作用を生ビても、管本体あるいはマ

ンホールなどの構造体に支障を与えることはま

ずなかったといえる。しかしねビ継子方式の場

合は可携性が少ないため、従来必要としなかっ

た伸縮継手を管路の一部に取りつけ、温度差な

らびに地震時の並進作用による伸縮を吸収する

ことが必要である。

3 -3管体

鋳鉄管の設計で最も大きな問題は管厚の決定

である。鋳鉄管価格に与える影響度から見ても、

その価格の中で占める素材費の率が高い割合を

示しているから、管厚をどのようにするかを慎

重にしなければならない。

公社地下管路の管厚の決定に当たって一般的

に考慮する事項は次のようなものである。

(1)路面荷重、土庄荷重などの荷重条件に基づ、

く構造上の機械的強度から規定される必要厚

さ。

(2)土中の各種腐食要因に対応して、所要の期

間十分にその目的を達するため必要となる腐

食しろ。

(3)製造技術上から要求される最小摩さ。

上記事項のうち、(1)および(2 )項について

その概要を述べる。

機械的強度から規定される管厚としては、想

定される荷重条件に対し、①管の円周方向につ

いての圧壊強さ、②管を土壌中に布設した場合

の軸方向曲げモーメントに対する耐力、③マン

ホール取付部における不等沈下に対する曲げ強

さ、についてそれぞれのすべてを満足すること

が必要でトある。これらの強度計算方法は、一般

的な構造力学理論により算出しているので省略

し、強度計算を行なうための基本条件である許

容応力度に対する考え方について、その概要を

次に述べる。

ダクタイル鋳鉄(FCD40)の引張り強さはJIS

規格により40kg/皿吃規定されており、降伏点

応力度 (σy)は28~ 29 kg /mm 2である。許容応力度

(σa)は地下管路が路面荷重により反復作用を受

けること、材質、管厚にばらつきがあること等

の理由から、ダクタイル鋳鉄の破壊荷重値が設

計荷重の 2倍以上になるよう決めている D ダク

タイル鋳鉄の破壊荷重値はその塑性断面係数(Zp)、

降伏点応力度bよび管外径 (D)と管厚(t )の

比 (D/t)により決まる。 75mm管のD/tは約60程度

であり、 D/tの効果は無視できるので、

Pmax c氾 Mmax=Zp.σy=f.Ze.σy

・・・・・・・(1)

ただしMrnax:最大曲げモーメント

f 形状係数 (Zp/Ze= 1. 3) 

Ze:弾性断面係数

また設計荷重 (P)は、

PocM=Ze.σa...............(2) 

設計条件から

Pmax= 2.P'…・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

(1)、(2)、(3)式より

σシ/σa=1.54
したがって、許容応力度は降伏点、応力度の1/

1.54以下でよいといえる。しかし一般構造用材

料に合せてσy/σa宇1.67をとり、許容応力度と

して17kg/mm2をf采用した。

ごの許容応力度に基づいて、前記構造条件の

もとにおける所要管厚を計算した結果は、最大

必要管厚はマンホール取付部が不等沈下を生ビ

たときに生じ、その所要厚さは約1.48mmで、ある c
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図-4 75mrn鋳鉄管構浩図
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すなわち強度上の必要管厚は約1.5mmで、よい。

つぎに地下管路の腐食に対する必要厚は、腐

食に対する考え方、管の必要寿命、防食塗料に

よる防食効果などの判断の方法により大きく異

なる。

土壌中にわける管の腐食は種々の腐食因子の

組合せにより決定され、その因子は土壌の種類

により著しく異なる。腐食の度合を決定する主

な因子としては、土壌の比抵抗、酸性度または

アルカリ度(pH)、通気性、湿分、温度、各種溶

解塩、流出電流密度などがあげられる。また、

管を布設する地表近い土壌はその層が不均一で、

あり、雑多な層が入り乱れているので、腐食の

状況は非常に複雑なものと考えられている。公

社地下管路の場合はガス管、水道管の場合、と

くに問題になる孔食性の腐食により全体的に管

が腐食する平均的腐食が問題である。すなわち、

その中に収容する通信ケープルの機械的保護お

よび電気的しゃへい効果を期待するものである

から、子し食による部分的断面欠損より全体的な

断面減少が致命的欠陥となってくる。全体的断

面減少は平均的腐食速度で判断されるが、この

値は各種調査結果から 0.05~0.lmm/年程度と見

られる。管路寿命については、その資産として

の償却年数は明確に示されているが、実用上の

寿命については明示されておらず、使えるまで

使用するのが現実ではあるが、一応最低寿令30

年として算定することにした。この場合必要な

腐食しろは1. 5~3.0mmで、ある。また、鋳鉄管の

防食塗装として管外面には精製タール 1号、内

面にはタールエポキシ系塗料を焼付塗装を施し

ているが、この防食効果は各種促進試験の結果

でほぼ15年は期待できることが判明している。

これらのことから腐食しろを3.0mmとすると、管

の耐用寿命は45年~75年を期待できるといえる口

一方、鋳鉄管の製造技術は遠心力鋳造法の開

発などメーカーの努力により非常に進歩し、 4.5

mm程度の肉厚まで可能と見られているが、この

値は構造強度上の必要厚さ 1.5mmに腐食しろ3.0

mmを想定した場合の厚さに相当する。この値に

経済上より見た製品の管厚のバラツキを見込む

こととし、管摩は5.23:;mmとした。なお公差

の+側を規定しているのは、伸縮継手を使用す

る際、その内部に管体を挿入するため外径限度

を押える必要があるためである。

なお、ねむ継子方式によるダクタイル管の構

造図は図-4のとおりである。

4.あとが、き

今回の新型式の鋳鉄管は、公社の必要性のた

め非常に短期間の聞にその結論を出すことが要

求されたが、各種の性能テストの結果はほぼ想

定した値に近い。現状ではほぼ満足で、きるもの

と考えられている。末筆ながら、公社側の前述

のような要請に基づ、いて、今回のねじ継手方式

鋳鉄管の開発に積極的にご協力をたまわった久

保田鉄工株式会社、株式会社栗本鉄工所の関係

者の皆様方に厚くわ礼申し上げる。
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欧米水道雑感

1969年 9月 1日から 5日まで、ウィーンにお

いて開催された第 8回国際水道会議に出席し、

あわせて欧米諸都市の水道事情を調査する目的

で、水道協会が中Jじ、となって調査団カ?編成され

た。私も運よくその一員に加えてもらうことが

できた。このような事情もあったためか、ぜひ

何かを書くようにと、大先輩の美安さんから依

頼を受けた口

気のきいた面白い話を書くことは、私のごと

き不粋な者にとっては、全く至難なことである。

それではと殴米諸都市の水道の事情の一端なり

とも書いてみょうかと考えてみたが、これも大

したことを報告することができそうにもない。

ましてや鋳鉄管のこととなると、全く手も足も

でない始末である。何故であろうかと考えてみ

た。結論は至極簡単で、あった。私が持ち帰った

来斤しい情幸良があまりにも少なすぎることによる

ものである。持ち帰った新しい情報が少なかっ

た理由は、①新しい情報を得るために必要とす

る基礎的情報量が少なかった、②当然のことで

はあるが、情報伝達のために使用された言葉が

日本語ではなかったことなどによるものである。

神戸市水道局 技術部工務課長

村尾正信

ここで基礎的情報というのは、水道工学や水道

経営に関する広範な知識のほかに、提起された

問題に関連する殴米諸都市における情報などの

ことで、ある。

戦後、多くの水道事業関係者が欧米各都市の

水道事情を調査研究するため海外に出張され、

多くの成果をあげられており、そして、かなり

の情報をいろいろな形で発表されているようで

ある口しかし、これらの発表された情報は利用

するのに極めて便利であるとは必ずしもいえな

いように思われる。いささか逆説的ないいかた

かもしれないが、このようなことから、毎年あ

るいは毎回訪問する日本人の質問事項は大同小

異のものとなり、ややもすれば表面的な事実の

把握にとどまることになっているのではないか

と思われる。たとえば、給水人口、給水量、有

収率、水源、水源汚染、浄水方法、あるいは、

使用管種といった具合である。今回の私の場合

を反省してみても、結局はそのようなことにな

ってしまった。尋ねる人はともかく、答える人

は全く迷惑千万な事だと思っているに違いない。

ここらあたりで、現象面の把握から脱却し、も
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っとつっこんだ因果関係といったようなことま を見学した際に感ずることは、働いている人が

でも調査を始めるとよいのではないかと考えら 少ないということであった。また、水道局の職

れる。このことは、車冬局的にはトータル・シス 員数についてみても、ほとんどの都市において

テムとしての把握を意味する。もちろん、各都 前年より減っている。何故、職員数を減らすこ

市の水道事↑能理解し、論議することは、時間 とができたのか、そのために行なわなければな

的な制約もさることながら、水源、水質、国民 らなかったことは何か、などは調査もれである。

性、歴史的背景、地理的条件、あるいは、地形 有収率についてみると、今回調査した都市の

的条件などの相違により、極めて困難なことで うち、パリ市を除いた他のすべての都市におい

あろうと思われる。これを可能にする唯一の方 て80%以上であり、日本にわける大都市の有収

法は、情報の蓄積であろうと思われる。このた 率と比較すれば、全く驚異的とも思われる高さ

めには、多くの人の情報が簡単に利用できるよ である。ここで問題となることは、有収率の計

うにすることが必要で、ある。 算方法、高い有収率が保持されるためにとられ

このように考えてくると、たとえその量が少 ている手段方法、これに要する経費と料金収入

なくても、私の持ち帰った情報を報告し、他の に対する割合、配水管延長の単位長さ当たりの

人に利用してもらえるようにすることが大切で 経費、水源開発の困難さと単位水量当たりの開

あるとわかった。ずい分まえおきが長くなって 発所要経費、このように高い有収率が保持され

しまったが、以下、今回の旅行中に得たことに なければならない理由、などであろうと思われ

ついて、断片的であるが報告させていただくこ るが、これらも全部調査もれである。パリ市に

とにする。 ついては、現在使用されている配水管は非常に

各都市の水道局を訪問し、浄水場などの施設 古いものであり、管の接手には鉛や皮革など

表一 1

給水人口 1日平均 1日最大 1人 1日 1人 1日

者日 市 名 給水量 給水量 平給水均量
最 大

P (人) 給水量
A (m3

) M (m3
) A/P (2，) M/P (2，) 

神 戸 市 1，183，000 448，593 579，826 379 490 

ロ ン ド ン 6，132，000 1，764，513 2，264，363 277 360 

ストックホルム 923，000 403，220 511 ，800 437 544 

ハンプルグ 1，930，000 390，447 506，746 202 263 

西ベルリン 1，950，000 430，000 803，000 220 412 

ノf リ(飲用) 2，760，000 796，000 919，000 288 333 

(雑用) 430，000 515，000 156 187 

言十 2，760，000 1，226，000 1，434，000 4生4 520 

ウ イ 一 ン 1，600，000 483，558 673，790 300 399 

チューリッヒ 434，800 181，330 279，300 417 642 

ロ 一 で"7 2，681，673 1，187，000 1，424，000 443 531 

フィラデルフィア 2，002，512 1，283，217 1，667，046 641 832 

ボ ルチモア 1，500，000 946，325 1，362，708 631 908 

ン カ コ 4，703，000 3，877，245 6，307，635 824 1，341 

ホ ノ jレ jレ 511 ，000 -:335，756 454，615 657 890 

(注)職員数( )は前年を示す。吋欧米の水道事業(1968年 9月坪田健児)による。
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の弾力性の少ない材料が用いられている。その

ため、ポンプのウォーターハンマーや自動車の

荷重などによっておこる震動が原因となり、接

子より漏水しやすい。これらの接手を全部ゴム

製の近代的なものにするには、管を全部やり直

す必要があり、非常に莫大な費用を要すること

になる。このようなことから、漏水率を下げる

ために絶えず監視し、漏水個所の修理を続けて

いるようである。管網の水圧や流量を集中管理

し、常時監視することにより 50~100..e/min程度

の漏水の発見も可能にしてわり、また、配水管

網の現況の正確な情報をもとに、適確な漏水防

止作業の実施も可能にしている。このような漏

水防止作業と水圧コントロールの結果、 1962年

に57.8%であった有収率も、 1967年には78.9% チューリッヒ・レング浄水場

9 

と急上昇している。なわ、パリの配水管は、パ ていたものであり、その都度、日本においても

リのどの通りにもある共同溝のなかに布設され pHコントロールを行なうことが必要で、あると力

ている。 説されていた。しかし、現在でもなお、日本に

pHコントロールについては、過去多くの人の おいてpHコントロールを実施，している都市はほ

調査報告のなかに必ずといってよいほどはいっ とんど見当たらないようである。

配水池 有収率 職員数 M 三x24 1年間の
全容量 M 資料年次
C (ぱ) (%) (人) A (時間) 検査日数

164，580 73.7 
(1，041) 

1，293 6.8 6 1968 
1，060 

1，158，271 (55，8， 12*1) 
167 

1，283 12.3 1969 

161，500 88.4 
(460) 

1，269 7.6 1968 
440 

189，570 95.9 
(1，174) 

-1，298 9.0 1 1968 
1，163 

96.1 
(1，303) 

1，867 1968 
1，278 

941，935 78.9 1，155 24.6 4 1967 

181，651 1，198 8.5 職員数は
1，123，586 1，896 1，170 18.8 1968 

1，185，000 1，319 44.6 1968 

82.1 
(200) 1，540 1968 
196 

75，000 82.5 1，217 1，200 1.3 4 1968 

4，240，000 1，557*2 1，299 61.0 4((大口)) 
2 その他

1967 

2，270，000 90.0 1，440 40.0 1968 

84.8 2，940 1，627 1968 

286，000 89.9 
(598) 

1，354 15.1 1968 601 

*2 10年前に比べ125人減っている。
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最近とみに全国的な問題としてクローズアッ

プされてきている「赤い水」については、配水

管内面の経年変化や水源汚染による水質の変化

の影響もさることながら、このような水処理上

の問題として再考する必要があるように思われ

る。 r赤い7]<.J については、ハンブjレグ市にわ

いて保険会社にその苦情処理の一切をまかせて

いたのが特異で、あった。

水処理の問題としては、アメリカとヨーロッ

ノfを比較してみると、その考え方に多少の違い

があるように思われる。シカゴ市の飲料水の水

質に対する考え方として、

第 1条件・・・・・・・..¥，功、なる病原菌も存在しな

いこと

第2条件・・・・・・・・・昧のよいこと

第3条件・・・・・・・・・清j争であること

としている。これについては、わそらく万国共

通のことであろうとは思われるが、ヨーロッパ

の各都市では「昧のよいこと」がむしろ第一義

的に考えられているのではないかとさえ思われ

た。このことは、アメリカにおいては薬品処理

に重点をおいて水を処理しているのに対して、

表-2

原

pH 硬度

ロ ン ド ン 7.7~8.2 270~350 

ストックホルム 7 .4~7.6 

ハシブルグ

西 ベ ルリン

;f 7.8~8 

チューリッ ヒ 7.1~7.7 12 .5~ 13.8 

ロ 一 マ

フィラデルフィア 7 .2~7.6 67~ 153 

ボルチモア

ン カ コ 8.4 130 

ノ、ワ イ 7.1~8.1 45~100 

パリ・オルリー浄水場本館と薬品塔(右)

ヨーロッパではろ過技術を駆使して水をみがい

ているといった感じである。たとえば、ヨーロ

yパにおいて多く採用されている多段ろ過、あ

るいはオゾン滅菌の採用などである。これらの

現状の調査結果を一括表(表 2 )にまとめてみ

た口このようなヨーロッノfのなかにあって、午寺

に違った印象を受けたのはパリのオルリ -i争水

場である。このオルリー浄水場はパリにおける

最新のもので、デグラモン社による急速ろ過を

採用していた。訪問した昨年8月末には、ほぼ

完成して試運転中であり機械の最終調整を行な

っていた。能力は40万ぱ/日て¥将来60万ぱ/日

j争 水

アルカリ度 pH 硬 度 アルカリ度

7.8~8.1 270~350 

8 .4~8.5 73~95 

7 .4~8.0 

112~ 125 7.8 122~125 

7 .2~7.6 12 .2~ 13.5 

34~65 8.4 99~236 51~80 

7 .7~8.1 68~81 31~51 

107 7.9~8.2 130~ 140 98~102 

52~86 
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同浄水場沈でん池 同浄水場オソン発生器

に拡張する計画とのことであった。原水は工場 ものと思われる。これらに関する詳細は調査も

療水や下水などにより汚染されているセーヌ河 れである。ともあれ、味をよくする処理方法の

の表流水で、フェノール除去のために凝集剤の 追究は、水道人の本質的な義務であり、忘れて

硫酸パン土とともに活性炭が使われている。ま はならないことであるとつくづく考えさせられ

た、凝集補助剤として活性珪酸が使われている。 た。

原水の水質は、濁度で10~1， OOOppm (通常30~ 今回の旅行中に見学した浄水場のうち、特に

50ppm)、BODても 5~10ppm、フェノールで10 異色のものとしては、西ベルリンご自慢のもの

~80ppmである。 でリーマイステルフェンj争水場があった。

水の処理に対する考え方、あるいはその方法 この浄水場は、西ベルリン市内にある広大な

は、本質的には原水の水質に深く関係している 森林公園 (Grundwald)のなかにあり、浄水施設

ことはもちろんであるが、さらに、生産量、水 は周囲の風致を乱さないよう地下に造られてい

道の歴史的背景、国民性などにも関係している る。地上部分は浄水場の本館の一部としている

原 水 j争 方 f去 滅菌方法 pHコントロール

河川表流水 85% 二段ろ過 塩 素
(マイクロストレーナー 緩速ろ過)

井 戸 15% 急速ろ過・緩速ろ過 クロラミン

湖 オ℃ 二段ろ過(急速ろ過・緩速ろ過) クロラミン 石灰注入.pH =8.5 

地ん下養地下水水水 88.7% エアレーション(鉄・マンガン) 石灰・苛性ソーダ
人工か 10.0% 塩 素
湖1.3% 二段ろ過(急速ろ過・緩速ろ過) pH=7 .4 ~8.0 

人工地かん下養地水下水
エアレーション(鉄・マンガン) 素

急速ろ過 クロラミン

地下水 一 (マイクロスト川一急速緩速ろ過)
ニ段ろ過 組ろ過・急速・緩速ろ過 オゾ、ン (石灰分の多い水資)

河川表 iTrE* 急速ろ過

i胡 二段ろ過(急速・緩速ろ過)
主として

オゾン

湧
塩 素

地下水

河川表流水 急速ろ過
クロラミン

石灰注入
(カルゴン使用)

河川表流水 急速ろ過 塩 素 石灰注入

湖 水 急速ろ過 クロラミン 石灰注入

地下水 塩 素
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セントラルパーク・開放式配水池

藁葺きの上家と、これ£りすこし離れた所にあ

る井戸の上屋だけであり、一見浄水場とはどう

しても思えないものであった。能力は 2万ぱ/日

で、鉄・マンガン除去のためにエアレーション

を行ない、ついで、急速ろ過により処理していた口

アメリカに行ってみて非常に奇異に感じたこ

とは、ほとんどの都市に大きな開放式配水池が

あることであった。ニューヨーク市の有名なセ

ントラル・パークのなかにも犬きな開放式配水

池がある。配水池の周囲には金網の柵を張りめ

ぐらしてはあるが、開放されているため直接的

に汚染に結びつくものであり、また、アメリカ

ボルチモア・開放式配水池

軍の日本や西ベルリンで要求している高い残留

塩素のことを考え、この点について、衛生工学

の権威者であるカリフォルニア大学のカウフマ

ン教授にその見解をただしてみた口答は「開放

式配水池は同ビ建設費で容量を非常に大きくす

ることができる利点がある。理想的にはカバー

したほうがよいが、開放式配水池の利用で特に

トラブルはわきていなしヨ」ということであった。

これも結局は国民性の相違によるものと思われ

るが、現在の日本においては到底考えられない

ことである。ボルチモア市の開放式配水池では、

滅菌と一部漠類発生の防止のため、塩素注入を

行ーなっていた口

以上、まとまりのないことの羅列に終わってし

まい、調査結果について報告するつもりが、こ

と志と違い、むしろ調査できなかったことを多

く報告することになってしまった。また、調査

した都市は欧米とも別表のように数少ないもの

であるにもかかわらず、大胆にも一般的な傾向

であるがごときオーバーな表現をしているのも

私の独断であり、この点、お許しを項きたい。
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まえがき

日本鋳鉄管協会品質向上分科会

※委員長吉村英夫

米 米 委 員 長 尾 正 三

鋳鉄管のモルタルライニングは、諸外国にお

いてすでに数十年の実績があり、わが国におい

ても昭和26年より実用化され、 JISA5314(1953) 

“水道用鋳鉄管モルタルライニング方法"わよ

びιWWAA107 (1967)“水道用遠心力ダクタイ

ル鋳鉄管モルタルライニング"の規格に基づい

て広く用いられるようになり、今日ではほとん

どの鋳鉄管がモルタルライニングされるまでに

普及している口

今や、モルタルライニングは経済的にも、性

能的にも鋳鉄管の内面防食方法としてきわめて

効果的であることに対して、何人も異論のない

ところであると思われる。しかし、モルタルの

唯一の欠点として、硬化および乾燥時に収縮す

るという性質があるため、モルタルライニング

管の製造過程において、あるいは大気中での保

管の際に、ごくまれではあるが~:U宿のためにラ

イニングに亀裂が発生したり、また鉄管とモル

タルの聞に肌離れを生ずる場合があった。

このモルタルライニングの欠点を防止し、モ

ルタルライニング鋳鉄管の品質向上と製品の安

定化を図ることが鋳鉄管メーカーに課せられた

多年の懸案であったことはいうまでもない。

一方、最近の土木工学の進歩、化学工業の発

展からセメレトモルタルやコンクリートの改質

を目的とした混和材料の開発研究はめざましい

ものがあり、それらの中のあるものは、鋳鉄管

のモルタルライニングに非常に有効であるごと

が石室かめられてきた。

とくにモルタルの収縮特性をなくし、逆に膨

脹性を発揮するセメント混和材や特定の合成樹

脂エマルジョンがモルタルライニングの品質向
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上にきわめて効果があり、かつ十分に実用性の

あることが明白となったので、これらを積極的

に利用できるよう、現在日本水道協会規格の見

直しを要請している。

さらに、鋳鉄管のモルタルライニングにわけ

るモルタルの養生方法については、現行の規格

内容には自然養生、蒸気養生、散水養生が規定

せられているが、モルタルの水和反応に必要な

水分の逸散を防止するシールコート養生、ある

いは揮散水分の補給を目的とする熱湯浸漬養生

など、モルタル品質の安定向上と鋳鉄管メーカ

ーにおける生産性向上、合理化のための新しい

技術の開発が行なわれつつあり、本稿ではこれ

ら鋳鉄管モルタルライニングの品質向上を目的

とした新しい研究結果を報告する。

1.膨脹セメン卜による

モルタル品質の改良

1 )膨脹材について

膨脹性セメントとしては、古くはフランスの

“シマーン エクスパシーフ"が代表的なもの

1954 P. 192~202) 

その後わが国においては、このような製品は

市販されるにいたらず、応用すべくもなかった

が、ここ数年の聞に膨脹性セメントの名のもと

に、国内セメントメーカーより市販されるよう

になり、一応利用の可能な段階に達した。

具体的な製品名をあげると

電気化学工業社製 デンカ CSA

小野田セメント社製 ジプトン、その他ノ

ンシュリンク、エンペコなどである。

デンカ CSAはCimentexpansifと本質的に

変らず、 CalciumSulfo aluminateをセメント

クリンカーに混合するものであり、添加量を加

減することによってセメントモルタルを低収縮

から膨臆性までに変化させることができる。ジ

プトンは不溶性無水石膏わよび石灰石粉をセメ

ントに混合することによって、セメントモルタ

ルの収縮を減少させるものであって、本質的に

は膨脹性ではなく低収縮性セメントと称すべき

ものである。

であり、カルシウムサルフォアルミネートクリ 2)膨脹材によるセメントモルタル

ンカーを1O~25%ポルトランドセメントおよび の膨脹収縮測定

高炉スラグにi恭加したものである。これについ 2-1、フライアッシュセメントに対して、

てはすでに1954年に小野田セメント社の田中、 デンカ CSAを配合した場合の膨脹、収縮率を

渡辺両氏が詳細な調査研究を発表されている。 標準試験片に埋込んだストレインゲージによっ

(セメント技術年報田中太郎渡辺喜香 No.8 て測定した結果を図-1に示す。

張
及
収
縮
叶一会

ニz←
(x 10-4

) 

図一 1 手込めCLの膨脹及び収縮率の測定結果(フライアッシュセメント)

40 

材令(日)一一~

125 

5% 
3% 
0% 
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モルタルはC/S=1/2.0W/C=50%の配合で

CSAの添加量はO、3、 5、 8、10、11、14

%(それぞれ内割)とし、型込後24時間湿潤

状態に保ったのち脱型し、 22
0

Cの恒温室中に

放置する気乾養生を行なった口

測定の結果、デンカ CSAを配合したモルタ

ルで膨脹の効果が期待できるのは、 CSAの配

合が8%以上のもので、 5%以下の配合率では

膨脹特性を示すにいたらない。

2-? デンカ CSAおよびジプトン

の寸法変化測定(文献矧)

名古屋工業大学木沢研究室“膨脹セメント"

を用いたグラウトモルタルの性質に関する研究

(その 2) 昭和42. 1. (未公刊資料)

モルタルは%一1: 1、デンカ CSAの配合は

11%、13%、ジプトンの配合は5.2%(いずれ

も内割)で、 W/C比はフローf直250~260mm( こ

なるように選定した口試験は標準試験片を用い、

型込め後24時間湿潤養生し、脱型後標準基長を

とり 20
0

C水中養生 20
0

C.R H 50%気乾養生を行

ない、材令毎の寸法変化を測定した。

図-2 C S A、ジプトン添加セメントの寸法変化(名工大、木沢)

法変化、y

(1.285→max 2.079%) 
ノ〆 CS A13%(水中)

売主

t 

x 

_-，唱曲ー-x、
〉司自 司、、
j " i 、)(...-

--)(、
t 、、x--， ~----ーー -x・-_
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縮収

『偽噌二句 h 句白、

-....... 司、、 経過日数
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この結果から次のことがいえる

1 .水中養生にわいてはいずれのモルタルも膨

司-__τピ崎句 ι

いる。

_._‘明占三ぺ場ごこ立ご-白血俗・_'"
ー--_・細心

普通ポルトランドC(気乾)

脹するが、プレーンモルタルに比してジプト 3)遠心力施工モルタルテストピース

トランド{

ン配合のもので約2倍であるのに対し、 CS の寸法変化に及ぼす膨脹セメントの効果

A配合のものは11%で約25倍の膨脹を示す。 上記実験結果から、デンカ CSAは手込めテ

2.気乾養生においては、普通ボルトランドセ ストピースにわいでかなり膨脹効果のあること

メントおよびジプトン添加のものは膨脹を認 が実証された。これらの膨脹が水分との反応に

めないが、 CSA添加のものは膨脹を示して 基づくエトリンカ、、イド (3CaO・Alz03 ・3Ca 
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S 04・32HzO)の生成によるものと考えられ、 実験条件はC/S'口，1: 2.0、W/C=40%

膨脹のためには十分な水分の供給が必要となる。 CSA配合率 0、 8、 9、10、

遠心力施工モルタルライニングでは、遠心力 11% (内側)

によってモルタル中の水分がしぼり取られ、エ 遠心力GNo.3にて1分間振付-け後、

トリンガイド生成のための水分の供給が十分で、 G No. 70にて 3分間締固めた口 (実

なくなり、膨脹効果が減殺されるのではないか 際のライニン夕、古包工はGNo.70より

ということが懸念される。 低速であり、本実験条件は成型モ

このため、遠心力施工モルタルの寸法変化を ルタル中の水分に対して最も苛酷

測定して、効果を調査した。実験方法としては なものである)

200問弁 x200mm_Q x 10mmtのモルタルライニング 養生は22
0

C、RH50%の恒温恒湿室中に脱型後

を硬質塩化ピニル製型枠に遠心施工した。その 放置し気乾養生した場合と 4日間湿潤養生後、

際、膨脹収縮測定のためのストレインゲージを シールコートを施して放置した場合の 2種につ

モルタルの肉厚中央に埋込んでおき、 24日寺間湿 いて行なった。

潤養生の後、脱型しこの直後の長さを基長とし 気乾養生のみを行なった場合の結果は、図-3

て寸法変化を測定した。 のとわりである。

図-3 遠心力施工テストピースに於ける膨張及び収縮率測定結果(気乾養生)

+20 

+10 

膨
脹 A

及 U

~X 
縮

率一10

(x 10-4) 

-20 

CSA添加量
0% 
8% 
9% 
10% 
11% 

材令(日)ー→ 28

11% 

10% 9% 

。%

8%一一一一一一

48 

CSAを配合したモルタルの遠心施工の場合 が、鋳鉄管のモルタルライニングのごとく、外

の寸法変化は、材令7日以内において若干の収 側が鉄管によって拘束される場合には膨脹力が

縮を伴うが、その後はほとんど寸法的に安定し おさえられ、これがプレストレスとして作用す

でわり、 CSAを配合しなかったモルタルが収 ることになり、無拘束の場合と異なった強度を

縮を続けるのに対して、 CSA8%配合のもの 示すことが考えられるので、一部の試料につい

でも膨脹を生じている。なお、湿潤養生、シー では拘束状態での強度も比較した。

ルコートのものは材令の初期から明らかな膨脹

を示していることはもちろんであり、これらの

ことから遠心力施工においても、 CSA配合モ

ルタルの膨脹特性が十分に発揮されるものであ

ることを示している。

4)膨脹セメントの強度測定

CSAを配合した場合、その添加量によって

強度がいかに影響されるかを検討した。

モルタルの強度測定は、通常成型後直ちに脱

型し、養生したテストピースについて測定する

イ吏用セメント フライアッシュセメント

ポルトランドセメント

砂 小豆島珪砂

C/S =1 : 2.0(Cの中に膨脹材を含む)

W/C=50% 

膨脹材配合率 デンカ CSA0 ~ 5、8、10、11、

14% (内側)

養生条件 蒸気養生 (35
0

C4時間)後

気乾養生

結果を表-1、表… 2に示す。
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表-1 膨脹セメントの強度測定結果

(蒸気養生+気乾養生)無拘束

セメン卜の種類 7 日強度 14日強度 28日 強 度

CSA 
抗折力 圧縮強度 抗折力 圧縮強度 抗折力 圧縮強度

添加率

ボルトランドセメント 。 64kg!cnl 267kg/cnl 72kg/cnl 292kg/cnl 74kg/cnl 356kg/cnl 

'" 5 58 299 63 336 77 346 

'" 8 67 251 69 291 82 360 

'" 10 67 232 67 288 77 313 

'" 11 52 190 55 206 65 300 

'" 14 28 120 30 148 34 138 

フライアッシュセメント 。 63 299 72 360 78 343 

'" 5 59 287 73 303 77 327 

今 8 65 245 63 321 80 353 

イシ 10 67 198 72 261 79 288 

今 11 52 170 60 180 65 290 

イ〉 14 29 140 31 116 38 135 
阜間町田ーーー」自由明

表-2 膨脹セメントの強度に及ぼす拘束の効果 (28日強度)

(蒸気養生+気乾養生)

CSAの 無 拘
セメントの種類

添加量 抗折力

フライアッシュセメント 8% 76kg/cnl 

ベP 10% 74kg/cnl 

上表から、 CSA添加によりモルタルの強度

は若干影響を受けることがわかる凸この影響は

モルタルが拘束状態か否かによって、逆の効果

が現われている。すなわち、自由状態の場合C

S A 10%以上の添加で強度低下が認められるの

に対し、拘束状態では添加量の多い場合、その

膨脹力がプレストレスとして導入されるため、

強度の向上となって現われ、ことに圧縮強さに

わいて、かなり顕著に強度が上昇している口

5)拘束状態で膨脹セメントを打込んだ場合の

勢断付着力の測定

図-41こ示すごとく、 100mm戸ダクタイル管の

東 拘 束 拘束/無拘束比

圧縮強度 抗折力 庄縮強度 抗折力 圧縮強度

340kg/cnl 79kg/cni 383kg/cnl 1.04 1.12 

313kg/cnl 78kg/cnl 471kg/cnl 1.05 1.50 

内面を仕上げ加工した円筒中に膨脹セメントを

打込み、所定の養生を行なった後、アムスラー

試験機を用いてセメントを押出し、このときの

荷重から勇断付着力を求め、間接的に膨脹セメ

ントの鉄管との密着性を判断した。

(図-4) 欝断付着力測定方法

115:t x 105戸X40h
DC管内面V仕上

養生条件

蒸気養生 (350

C4 

供試モルタル 時間)約 7日間水

中養生後気乾養生

試験材令 28日



18 鋳鉄管 昭和45.5 第8号

表-3 欝断付着力測定結果

セメントモルタル ※ セメントモルタル ※ 

セメントの種類 CSAの
強度 CSAの

強度

添加量
セメン卜の種類

添加量

ボルトランドセメント 。% 20kg/cm フライアッシュセメント 0% 26kg/cm 

4シ 8 22 " 8 28 

ク 10 28 " 10 30 

" 11 27 ク 11 29 
ム融幽 一問自ーーー」一司

※31固の平均値

表 3の結果から、膨脹セメントによって努 層間剥離や亀裂などの欠陥を発生しないかが間

断付着力は増加している。また、膨脹材の添加 題となる。

は10%程度で最大となり、それ以上添加しでも そこで、実験室的に分離傾向を調査した。

効果は変わらないように思われる。

6)膨脹セメントを使用した遠心力ライニング

における膨脹材の分離領向について

C S AH彰』長材は、カルシウムサルフォアルミ

ネートを主成分とするクリンカーであり、これ

をポルトランドセメントと混合した場合、遠心

力ライニングの過程で膨脹材とセメント分の分

離が生ずる可能性がある。すなわち、 CSAは

CaS042.93、C5A32.83、C3A5 2.90のごと

き比重2.9程度の鉱物を主としているのに対し、

ポルトランドセメントはC4AF3.77、C3S3.25

αCz S3.27、βCzS3.28、C3A3.04のごとく上七

重 3.0以上の鉱物が主となっている。したがって

これらの混合物であるモルタルが強大な遠心力

によって分離偏析を生じ、ライニングの内部で

使用セメント ポルトランドセメント

砂 小豆島珪砂を水洗いし、

100メシシュ舗を通過する

微粉を除去したもの

C /S = 1 : 2.0 (C はCSAを含む)

W/C ~ 60% 

CSA添加量 10% (内割)

遠心ライニングヨ50mm労 x2 rn.eの鉄管を用

い厚み15mmになるようモルタルを注入しG

No.70 (遠心分離作用として現場的に最も苛

酷な条件)にて 3分間回転した。

分析試料採取方法:ライニングを終わった

管を直ちに中央部で切断し、ゴテを用いて

厚み方向に 3mmず、つ計 5層のモルタル試料

を採取した。

これらの試料を分析結果を表-4に示す。

表-4 膨脹セメントの遠心分離傾向測定結果

(25umm労x2 mex 15mmtライニングより層状に採取)%

よよ
酸可 I、谷- 分 (100%になる様換算)

Si02 I AQ203 I Fe203 CaO MgO S03 NazO KzO Total 

最内層 O~ 3mm 20.98 4.82 3.37 64.77 1.56 4.04 Trace 0.24 99.78 

3~ 6mm 21.76 4.77 3.89 65.53 1.25 2.64 今 0.12 99.96 

6~ 9mm 20.87 5.25 3.62 65.50 1.25 3.37 " 0.12 100.01 

9~12mm 21.15 5.16 3.52 65.74 0.75 3.52 ク 0.12 99.96 

最外層12~15mm 21.36 5.05 3.79 65.36 1.13 3.16 " 0.12 99.97 
」一一一一
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表-5 現場施工セメントモルタルライニングの分離傾向測定結果

(セメント分に換算)

酸不溶分
Si02 

フライアソシュセメント 16.4 18.7 

90% 10% 
14.9 16.7 

フライアッシュセメント +CSA

1600mm員+4MQ ベースト層 14.9 22.4 

C S A 10% 2 層 目 14.9 22.5 

GN 0 40 3 層 目 14 .9 24.5 

ライニング厚 15mmt 最外層 14，，9 23.7 

2200mm員 x4MQ ペースト層 14.9 26.2 

CSA 10% 2 層目 14.9 19.8 

G NO 23 3 層目 14.9 17.9 

ライニング厚 17mmt 最外層 14.9 21.5 

1800mm労x4MQ ベースト層 16.4 2l.1 

C S A 0% 2 層目 16.4 22.8 

G N 0 25 3 層目 16.4 18.2 

ライニング厚 15mmt 最外層 16.4 19.2 

1l00mm戸x6MQ ペースト層 16.4 19.4 

C S A 0% 2 層目 16.4 20.2 

G N 0 40 3 層目 16.4 2l.9 

ライニング厚 10mmt 最外層 16.4 20.3 

この結果からみると、遠心分離作用によって

CSAの分離はやや最内層、すなわちペースト

部に多く分布している傾向は認められるが、比

較的均一に分布してわり、最内層を除いた各層

間にはほとんど差違がない (CS Aの偏在は、

S03の含有率によって大略判定できる)。

このことは、現場で遠心ライニング管を試作

した場合の調査結果(表-5)からも示され、

CSAの分離はなく、品質上問題がないことを

示している (CS Aに添加しないプレーンモル

タルにわいても、最内層はS03が濃縮されてお

り、 CSAを10%程度添加した場合の濃縮度と

その増加率はたいして変わらず、問題にする必

要はない)。

酸 可 ?容 分
Total 

Alz03 FeZ03 CaO MgO S03 NazO KzO 

3.7 2.9 54.4 1.7 1.8 0.1 0.5 100.2 

4.7 2.7 54.0 1.6 4.9 0.1 0.4 100.0 

2.2 l.5 50.4 l.2 5.1 Trace 0.3 100.0 

2.0 1.6 53.8 1.1 3.9 ク 0.2 100.0 

2.2 l.6 50.2 1.3 5.0 ク 0.3 100.0 

2.1 l.9 50.8 1.9 4.1 イシ 0.3 99.7 

l.8 1.6 49.1 2.1 4.1 今 0.2 100.0 

2.2 l.6 55.6 1.8 3.9 イシ 0.2 100.0 

2.0 2.5 55.0 2.4 4.9 lj 0.4 100.0 

2.1 1.7 52.6 2.1 4.8 'l 0.3 100.。
4.9 3.3 49.6 1.3 2.9 1/ 0.5 100.0 

4.4 4.1 49.6 0.8 l.6 ク 0.3 100.0 

5.6 4.6 5l.8 l.7 l.4 イシ 0.3 100.0 

4.7 4.7 52.4 0.9 1.4 // 0.3 100.0 

4.3 3.4 53.7 0.7 l.7 。 0.4 100.0 

4.3 4.6 51.2 l.5 1.5 イシ 0.3 100.0 

4.5 4.5 49.9 0.9 l.6 今 0.3 100.0 

5.2 4.8 50.9 0.9 l.2 今 0.3 100.0 

7)膨騒セメントに闘する基礎的調査の総指

(1) C SAを添加することによって、セメン

トモルタんは抵収縮性から膨脹性へと変化さ

せることができる。その手呈度はCSAのjZE加

量によって変化する。

(2) C S を添加したセメントモルタルは、

おいても膨議する額向を示す。

(3) 膨脹特性は苧込め訴験片に比べ、遠心力

施工の場合の方が少ない備向にある。

(4) C S Aの添加量は 8話以上で膨騒を示し

5%以下の添加量では収縮量は減少させる

傾向にあっても膨脹を示すにいたらない。

(5) C S を添加したモルタルの強度は、無

拘束状態では 1%以上の添加でかえって抵
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下するが、拘束状態では膨脹力がプレスト

レス導入の効果を示し強度を増進させる。

(6) C S Aを添加したモルタルを遠心力ライ

ニングする離のセメント成分と CSAの分

離は通常の場合とほとんど変わらない。

以上のごとく、膨脹セメントの添加はモルタ

ルライニングの品質向上に顕著な効果を発揮す

ることがわかる。

ll.合成樹脂エマルジ、ョン

添加によるモルタル品賞の改農

1 )合成樹脂エマルジョン混和材とその効果

セメントモルタルは、その強度発現のために

水和反応が必要であり、そのためには養生が必

要不可欠と考えられている。

しかし、養生の条件は千差万別で、あり、水中

養生のごとく均ーな水分補給が確保されるもの

はとにかくとして、鋳鉄管のモルタルライニン

グのように、モルタルの接触する空間の広いも

のでは、蒸気養生、散水養生などを実施しても、

確実に水分をライニング全表面に補給すること

は困難である。

たとえば、ライニング管の底部または管の中

央部が、常に温潤状態を保ち得たとしても、上

部や両端面部の水分は不足がちとなって、十分

な養生ができず、肌離れなどの欠陥を生じやす

い傾向がある。

このような水分補給の不均ーを解決する一つ

の方法として、モルタル中に保水性の懐れた合

成樹脂エマルジョンを添加することによって、

親水性エマルジョン粒子に吸着される水分を水

和反応に自ら利用するとともに、合成樹脂によ

って水分の蒸発を抑制することができれば、 i 品

質向上に有効であることが考えられる。

さらに、合成樹脂エマルジョンをセメントモ

ルタルに添加することによって、セメントゲル

中の空隙をエマルジョン粒子が充填することに

なり、樹脂による補強効果(砂粒とセメントと

を接着)が期待できる。このような効果をねら

って、近時セメントコンクリートなどに広く利

用されるようになった合成樹脂エマルジョンと

しては、次のものがある。

①合成ゴム系エマルジョン

②塩化ピニリデン系エマルジョン

③アクリル系エマルジョン

④酷酸ピニル系エマルジョン

このうち、酷酸ピニル系エマルジョンは耐水

性が劣り、常に水と接触して使われる鋳鉄管モ

表-6 合成樹脂エマルジョン諸性質

合成ゴム系 塩化ピニリデン系 アクリル系

組 成 SBR系合成ゴム VC-VD-Copoymer アクリル系樹脂

固 型分(%) 48土1.5 約 50 50:1: 1 

粘度(cps，at250C) 10~12 5 ~15 100土50

pH 10.5土0.5 4~7 7 .5~8.5 

比 重 1.01 1. 19~ 1. 24 1. 06~ 1. 08 

エマルジョン粒子径 0.19~0.2μ 0.1~0.2μ 0.2μ 以下

争終VC-VP-Copolymer:塩化ピニル一塩化ピニリデン共重合物

注 :CPS(センチポイズ)とは、流体の流動に対する抵抗(粘性)の度合を表わす単位。

ポイズ (g/cm.sec)の1/100をいう。

ルタルライニングの場合には逆効果になること

が知られているので、ここでは、①~③につい

て上ヒ車交手食言すした。

その結果、合成樹脂エマルジョンを添加した

モルタルの基礎的な効果としては、

(1) セメントモJレタルに合成樹脂エマルジョ

ンを添加することによって、乾燥収縮量の

低減が可能で、あり、モルタルの肌離れなど

欠陥防止に効果がある。

(2) 合成樹脂工マルジョンの保水、補強効果
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により強度、ことに曲げ強度が増加し、と

くにその効果は湿潤養生におけるよりも、

気乾養生において顕著である。

(3) これらの物理的(収縮量の低減)、機械的

(強度の増加)特性の向上は合成樹脂エマル

ジョンの保水性、すなわち水分揮散速度の

低減効果によるところが大きいと思われる。

(4) 合成樹脂エマルジョンの種類としては、

アクリル系エマルジョンがすべての点でバ

ランスが取れた改善効果を示しており、合

成ゴム系、塩化ピニリデン系の効果はアク

リル系に比べて劣っているようである。

以上のように合成樹脂エマルジョン、とくに

アクリル系エマルジョン j恭加によって、セメン

トモルタルの品質は向上しうることが明らかと

なった。

田.混和材配合モルタルライニング

の晶舗と蕎生条件について

1 )鋳鉄管モルタルライニング

に要求される品質とその改善方策

1.にわいて主としてデンカ CSAの膨脹効果

を、 2.で、合成樹脂エマルジョン添加モルタルの

収縮低減と保水効果について、基礎的な調査結

果について述べた口

このように効果的なモルタルの混和材料を利

用すれば、鋳鉄管のモルタルライニングが品質

的に安定向上することが当然予想できる。

ここで、鋳鉄管のモルタルライニングについ

て、その目的と要求される性能について再検討

してみたい。

モルタルライニングは、本来鋳鉄管の内面防

錆を目的として実用化されたもので、鋳鉄管内

面に薄いモルタル層を施して、鉄面の酸化腐食

を抑えることが狙いである。この意味からいえ

ば、モルタルライニング施工の際に材令の初期

にある程度の強度をもち、鉄管の移動による外

力に十分耐え、かっ硬化の過程で収縮による亀

裂がなく、また鉄管とよく密着して剥れること

がないものができれば、本来の目的が達せられ

る口したがって、先に述べた膨脹セメントや合

成樹脂エマルジョンの添加効果が発揮されるな

らば、その条件に合致したモルタルの養生方法

を採用してよいと考えられる。

現在の規格にある養生条件は、モルタルライ

ニング鋳鉄管が誕生した当時の散水ないし湿潤

養生から蒸気養生に変わって、初期強度の向上

が図られはしたが、モルタルの本質的な収縮特

性が防止できないために、養生条件をできるだ

け十分に時間をかけて行なうようにし、これら

の欠点を補うことに主限がわかれてきた。

ところが、モルタルの収縮亀裂や剥離現象を

完全に防止できる混和材の発達や、水分の干鞘支

を防止するシールコート養生などの新しい技術

を組み合わせれば、鋳鉄管のモルタルライニング

の品質を向上させるとともに、ライニングの生

産形態をより合理化することができる。

以下、混和材の使用と養生方法の両面につい

て、現行の規格養生方法と比較しつつ種々の性

能、特性を調査した結果を述べる。

2)膨脹セメントにアクリル系エマルジョン

を併用した場合の寸法変化および強度

1.および2.の章において、膨張セメントおよ

び、合成樹脂エマルジョンをそれぞれ単独に添加

した場合の効果について述べたが、この両者を

併用した場合の効果を寸法変化、わよび強度の

点で基礎的に調査した結果、す法変化について

は膨脹セメントに数%のアクリル系エマルジョ

ンを併用すると、膨脹セメントの膨脹効果をさ

らに助長し、蒸気養生後散水を行なわないで直

ちにシールコートを施すのみで膨脹性を示し、

鋳鉄管にライニングした場合の収縮クラック、

肌離れなどの欠陥を防止する効果をさらに確実

にすることができる。

強度的には、膨脹セメントにアクリル系エマ

ルジョンを併用した場合、エマルジョンの添加

量が少ない範囲では特別顕著な強度上昇は認め

られないが、気乾養生にわいですら通常の長期

間散水養生に匹敵する効果が得られている。

3)膨脹セメントにアクリ.ル系エマルジョン

を併用したモルタルライニング管の養

生方法と強度試験結果

前項の基礎調査の結果、膨脹セメント、アタ

リルエマルジョン併用の結果、養生条件として

蒸気養生後散水養生を行なわず、直ちにシール

コートしでも、従来の蒸気養生後4日間散水養
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生したのちシールコートする養生の方法に比し

て、優れた結果の得られることが示された。そ

ごで実際の鋳鉄管のセメントモルタルライニン

グに適用した場合、どうなるかについて調査し

口た

3 1. 

100mm員ダクタイル鋳鉄管に遠心ライニングし

た場合の重錘による落下衝撃試験を行なった。

結果は表 7に示すごとく膨脹セメントの添

加によって、蒸気養生直後にシールコートの養

生によって、従来のプレーンモルタルに蒸気養

生、散水養生、シールコートした場合に比して

はるかに優れた密着性能が得られている。アク

リルエマルジョンの添加による効果は、この場

合付随的であり、膨脹セメントの効果の方が大

きいことカfわかる。

表-7 膨脹セメント、アクリル系エマルジョン配合モルタルライニング管衝撃試験(材令 5日)

CSA アクリル
エマルジョツ

フ。レーン

自己

2 

'" 
8 4 I イン

浮き、剥離発生回数

3 -2.欝断付鷲力試験

付着面の条件を一定とするため155員鋼管を用

い、この内径にモルタルライニングを行ない、

図-4の方法によって勇断付着力試験を行ない

密着力を比較した。

結果は表-8に示すごとく、この場合もまた

表-8 混和材記合モルタルライニング管(鍋管)の密馨力試験

混和材添加 蒸気養生直後 材令 5自 材 令 28日

アクリル系
養生方法

CSA 剥離荷重 密着強度 剥離荷重 密着強度 剥離荷重 密着強度
エマルジョン

% % I V.C十4日散水 kg kg/cnl kg kg/cnl kg kg/cnl 
ブレーンモルタル 。 。

十シールコート 670 13.8 680 14.0 820 16.8 

配合モルタル 8 。
'" 775 15.9 857 17.6 980 20.1 

今 8 。 V.C+シールコート 768 15.8 985 20.2 1050 21.5 

'" 8 2 " 780 16.0 865 17.8 9'14 20.0 

'" 8 4 " 685 14.1 865 17.8 985 20.2 
L一一ー
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衝撃試験の結果と同一の結論が得られ、膨脹セ

メントの効果によって蒸気養生直後シールコー

一トることによって、プレーンモルタルの従来

の養生方法に比してはるかに性能が向上してお

り、アクリルエマルジョンはあまり明確な効果

を示していない。

3 -3.圧壊試験

ライニング管を切断し、静荷重による圧縮を

行なって、クラックの発生および剥れを調査し

た。

5式

その一例を400労について図-5、図-6、およ

び図-7に示した口

なお図の曲線は次のとおりである。

No.l プレーンモルタル40
0

Cx 5 hr V.C十 4

日昔文水+シールコート

No.4 : C.S.A (8 %)40
0

C x 5 hr V.Cートシール

コート

No. 7 : C. S . A (8 %)アクリル系エマルジョン

4 %V.C+シールコート

図-5 圧機試験結果(材令 1日)

挽み (mm)

図-6 圧壊試験結果(材令 5日)

7000 
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ι 一ーさ¥へ了ーラ yケ性
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挽み (mm)

図-7 圧壊試験結果(材令288) 
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荷
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以上の結果をみると、膨脹セメントを使い蒸

気養生直後シールコートを施すことにより、初

期の材令わよび長期の材令ともにプレーンモル

タルの蒸気養生、散水4日、シールコートのも

のに比して優れた耐衝撃性、密着性、対クラッ

ク性を示している。

これらのことはライニングn管の取扱い上から

いえば、蒸気養生後早い時期に耀搬移動を行な

っても、長期散水養生した管の取扱いの場合と

同犠で、ライニングの品質に及ぼす影響は全く

ないということが‘で、きる。

4)蒸気養生直後にシールコートした

管の通水試験(耐久性)

以上の各種試験結果からわかるごとく、膨脹

セメント、アクリル系エマルジョンを用いて、

鋳鉄管のセメントモルタルライニングを行なう

ことにより、プレーンモルタルで規定されてい

る4日間の散水養生を省略し、蒸気養生後即日

シールコートを施して出荷しでも、その機械的

性能は十分に向上することが認められ、かつ長

期経過後の密着性、その他実用強度がプレーン

モルタルよりも優れていることが証明された。

そこで最後に、このような配合、養生条件の

モルタルライニング管が実際長期間の通水に当

たって、耐久性の面で従来のプレーンモルタル

と、どのような差違を生ずるかを確認するため

長期通水試験を行なった。

試験はlOOmm戸x300mmQx 4 mmライニング厚の

ものを用い、 4.5m/secの流速で、工業用水を流し

一定期間後のライニング面の調査を行なった。

表-9にその結果を示す。

表-9 各種養生方法によるセメントモルタルライニング管の通水試験結果

(通水開始時の材令はすべて約 1カ月)

モルタル

アク 1))レ 養 生 方 法

CSA 
エマルジョン

0% 0% V.C.+7日間撤水

タ イシ V.C. + 14日間撒水

'" " V.C.+4円撒水十シールコート

イシ 。 V.C十シールコート

8% 0% V.C.+7日間撒水

'" " V.Cートシールコート

" 2% V.C.+シールコート

表 9からプレーンモルタルでシールコート

を施工しないものでは、 2ヵ年程度の通水でラ

イニング表面層のカルシウム分が溶出し表面が

軟化する傾向にあり、散水養生期間の長短には

ほとんど差がないといえる。これに対し、シー

ルコートを施したものは蒸気養生後の散水の有

無にかかわらず、モルタルからのカルシウムの

溶出が有効に臨止されており、セメントモルタ

ルライニングの耐久性にきわめて優れた性能を

もつことが示されている。

試験開
ライニング面の観察結果

始年月 6ヶ月 1ヶ年 2ケ年 4ケ年

S 40年4月 異状なし 同左
表面僅かに 表面軟化

軟化 (約O.5mm)

異状なし 同左
表面僅かに 表面軟化

" 軟化 (約O.5mm)

今 異状なし 同左 同左 同左

'" 異状なし 同左 同左 同左

S 42年6月 異状なし 同左
表面僅かに

軟化

" 期犬なし 同左 同左

S 43年4月 異状なし 同左

このように、セメントモルタルの通水に対す

る雨す久性について、プレーンモルタルまたは、

膨脹セメント、アクリル系エマルジョン添加の

いかんを問わず、その養生の程度、たとえば散

水の日数などの影響よりも、モルタルライニン

グ表面のシールコートによる耐久効果がはるか

に大きいことがわかり、今後シールコートがす

べての管の実施されるならば、モルタルそのも

のの配合による差を問題にする必要がないとい

える。
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5)膨脹セメント、アクリル系工マルジョン ついて16時間水洗し、管中に2.0ppmの残留塩素

配合モルタルライニング管の水質試験 を含んだ上水を24時間湛水し、その水を分析し

JWWA G104に準じて混和材配合モルタルの た。表 10には対照水わよびシールコートをし

水質への影響を調査した。 た場合の結果も併記した。

試験は100mm戸X300mmQ管で材令30日のものに

表-10 アクリル系エマルジョン添加セメントモルタルライニング管の水貿試験結果

モルタル
シールコート

CSA 
アクリル

有無 pH 
KMn04 

エマルジョン 消費量

ppm 

。% 。% ナシ 11.2 9.45 

8% 。% ナシ 11.0 9.23 

今 2% ナシ 9.8 8.78 

-'l 5% ナシ 8.6 9.02 

-'l 5% あり 5.6 8.18 

対 H百 水 5.6 4.89 
」一一一一

この結果からみて、膨脹セメントあるいはア

クリル系エマルジョンを添加しでも、水質には

実質的な悪影響がほとんどないということがで

きる。

また、このようなモルタルライニングの場合

にもシールコートを施すことによって、なお一

層水質への影響を少なくすることができること

が示されている。

6)膨脹セメント、アクリル系

エマルジョン併用効果の総括

以上、セメントモルタルの品質向上対策とし

て、膨脹セメントおよびアクリル系エマルジョ

ンの併用効果について、各種の試験結果を述べ

た。

アクリル系工マルジョンは膨脹セメントと併

用したとき、その効果を助長することがわかっ

たが、現行の散水養生方法と対比すると、強い

てアクリル系エマルジョンを併用するまでもな

く、膨脹セメントの使用、および蒸気養生後で

きるだけ早期にシールコートを施したものでも

実用的な各種性能、たとえば寸法変化、定着性

および耐衝撃性に僅れており、かつ通水による

耐久性水質に及ぼす影響などあらゆる点で品質

が安定向上し、実用的な支障のないことが明確

湛 オt の オt 質

陰イオン
CJ2 S04 硬度 臭味

活性斉1

ppm ppm ppm ppm 

18.73 30.72 130 シブ昧 0.14 

18.93 30.54 125 シブ昧 0.15 

18.57 29.97 105 シブB未 0.34 

17.95 29.78 95 なし 0.28 

17.95 29.63 48.3 なし 0.18 

17.85 29.58 47.3 なし 0.12 

となった。

N.鋳鉄管のセメントモルタルライニン

グの養生方法の改善

1 )概説

鋳鉄管のモルタルライニングの養生方法に関

しては、 JWWA A 107の規定によれば、蒸気

養生後4日間散水を行なってシールコートを施

すことが原則とされている。しかし、蒸気養生

中の水分の挙動および散水養生の効果を検討し

た結果、蒸気養生中にも水分の揮散があり、そ

の後の散水養生によっては揮散した水分を積極

的に補給する作用はなく、単にモルタル中の水

分の揮散を多少とも防ぐのみであることが判明

した。したがって、養生初期にわいて熱湯に浸

漬することによって、逆にモルタル中に水分を

溶透供給し、その後シールコートを施して水和

反応に必要な水分を十分に保有封紙すれば、効

果の不均一、不十分な散水養生に比して、むし

ろ優れた養生効果を発揮できることが確認され

た。

以上、新しい養生方法に関する基礎的な調査

と、この方法を行なった場合のライニング管の

諸性質について説明する口
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図-8 モルタルライニングの水分揮散速度2)蒸気養生および散水養生時

における水分の挙動調査

モルタルは一般に、混練打込

み後、次第にその保有水分を蒸

発によって失う。この水分の減

少傾向は、打込み後24時間程度

の初期において最も激しく、そ

の後漸次低下していく。この状

態を図示すると図-8のごとく

で、ある。

一方、蒸気養生は飽和蒸気で

水分の揮散を抑制しつつ温度を

高めて水和反応を促進し、強度

の早期発現を図るものであるが

この場合の水分の挙動をみると

雰囲気が飽和に近い蒸気である

にかかわらず、蒸気温度とモjレ

タル温度とが平衡状態で保持さ

れている聞に、モJレ合Jレ中から

水分が若干ではあるが蒸発揖散

していくことが、実測結果によ

って確められている。その程度は、大気中に放

置される場合に比しでかなり低いが、これを皆

無にすることは不可能で、ある。

また散水養生は、モルタル成型後の自然放置

による水分揮散わよび蒸気養生中の水分揮散な

どによる減少水分を供給して、養生を十分に行

なうことが目的であるが、現実に行なわれる散

水養生で、は、後のデータが示すごとくモルタル

中の水分増加の効果はほとんど期し難く、むし

ろ水分の揮散を多少とも防止するといった程度

の効果しかない。

以よのように、モルタル施工後の水分揮散は

現在の散水養生では補給することが現実的に期

待できないので、積極的に水分の補給を行なう

方法を検討した。

:;iii 

~ 
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十

1
1
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10 
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-12 
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F吋幅一呼明町四四吋

材令(日)
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CJs= 1 : 1.5 

養生:気乾養生湿度:90::1:5% 

テストピースの大きさ(表面積)45X45mm 

4mm厚
湯ーーぜ『町園田町-xー幽 2宝 石一-x.四ー町田一--官四四-x

2mm厚

高いほど、その漆透速度が大きくなるので上述

の方法を実施するに当っては、水温をできるだ

け高く保持して、その中にモルタルを浸漬し数

分間放置して引き上げ、表面の附着水の蒸発後

ただちにシールコートを方包し、そのイ呆有熱によ

ってシールコートを乾燥成膜せしめるという方

法をとった。すなわち、ここに述べる新しい養

生方法とは、蒸気養生後の未だ熱い状態のまま

これを約90
0

Cの熱湯に短時間浸演してモルタル

に含水せしめ引上げ、た後、表面の乾蝶を待って

シールコートを施してしまうという方法で、わ

れわれはこの方法を熱湯浸漬養生ということに

する。

4)熱湯浸漬養生による

モルタルの重量変化測定

3) 新しい養生方法 遠心力施工した75mm員モルタルライニング管

失われた水分補給の方法として、蒸気養生後 (ライニング厚さ 4mmで最も水分の蒸発しやす

のモルタルを水中に浸漬し、モルタル中の水分 い条件)を用い、 100mmQtこ切断したものを 100

含有量を高め、そこでシールコートを塗布して ℃の熱湯に 3分間および5分間浸漬し取出し後

水分をモルタル中に封紙し、養生する方法があ 一部は約 1分後にシールコート、残りはそのま

る。 ま放置し、所定期間毎に重量を測定した。図一

モルタル中に水分を濠透させる場合、水温が 9にその結果を重量変化率で示した。



モルタルライニングの品質向上について 27 

図-9 遠心力施工モルタルライニング管 (75mmタx100mmQ)の熱湯浸清による重量変化及

び経時重量変化測定結果

重
量
変
化
%

1.0圃馳

j，、
~ '" 2 、、
I ......司、、、
目、、、、
t 、、、、目、、、、
一、、、、ー
目 、、 一幅『・・・-

; ~~『ご二ごごとーさをさ漬100'C-S5Hいー

j h 寸前ー戸生
材令(日) 一一 ノレ J ート塗布)

7. 17 30 

‘、‘、、

-----------_ -_!:盟;想主工、(y-;レ三己記'!J)

熱湯浸潰せず(シールコ」トなし)

熱湯j受漬 l00'C-S分(シールコートなし)

-2.0 

この結果からみると、モルタルライニング管 分の合有量が高く保たれ、モルタルの養生効果

は、熱湯浸漬によってモルタル中に 1%程度の に好影響を及ぼすことが明瞭で、ある。

水分が議透するが、この際シールコートを施さ

ないならば、その保有熱によって水分の蒸発が 5)モルタルの強度に及ぼす熱湯浸溝の影響

促進されて、熱湯浸潰しない場合よりも、保有 以上のようにモルタルの水分補給に効果のあ

水分の面ではかえって悪い結果となることがわ る熱湯浸漬養生が、モルタルの強度にどのよう

かる。 な影響を及ぼすかを検討した。

その点、熱湯浸漬直後にシールコートを施し 表-11は、標準試験片について行なった強度

たものは、養生の初期および長期にわたって水 試験の結果を示す。

表-11 モルタル標準試験片の強度に及ぼす熱湯浸溝の霊長響(室温 5OC) 

7 日強度 14日強度 28日強度
条 件

曲げ 曲げ 圧縮圧縮 曲げ 圧縮

熱湯浸潰せず、4日間撒水 蒸気養生 kg/cnl kg/cnl kg/cnl kg/cnl kg/cIII kg/cnl 
シールコート 35

0

C一5hr 72.5 287 73.7 305 81.9 335 

熱湯浸漬 蒸気養生
72.6 277 73.2 290 77.5 305 材令10hrで、 シーJレコート 350C-5hr 

材令15hrで、 '/ 
イシ 68.3 306 77.9 331 78.2 382 

材令24hrで、 か 。 76.8 317 75.0 336 80.7 373 

材令96hrで、 今 71.2 299 83.3 355 81.4 387 
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この結果から、熱湯浸漬によってモルタルの

強度に悪影響のあるのはモルタルの混練成型時

の温度が低温で、かつ熱湯浸漬を行なう時の材

令が成型後10時間というような極く初期材令の

場合のみであって、それ以上の材令の場合、熱

湯浸漬による強度への影響は、蒸気養生後4日

間散水シールコートを施したモルタルの強度と

ほとんど変らない。

材令が10時間以内で、かっ低温の場合強度が

低く現われる理由としては、低温でのセメント

の凝結反応が未だ十分でない状態で熱衝撃を受

けるためと思われ、また 100
0

Cという高温ーがセ

メントの強度増進を阻害する傾向があると言わ

れるにかかわらず、強度に対する影響を受けて

いない理由としては、浸漬時間が短く、強度へ

の影響を及ぼすまでに到らず、逆に水分が十分

溶透することによる養生効果が発揮されるため

と思われる。

6)熱湯浸漬養生の初期強度に及ぼす蒸気養生

温度の影響

種々の条件で蒸気養生を行ない、材令15~18

時間後熱湯浸漬、シールコートを行なったモル

タルの強度を 4日間散水シールコートしたもの

の強度と比較した。

%一1.2 w/c一50% 標準試験片

表 12に圧縮強さ・に及ぼす熱湯浸漬の影響を

示す。

表-12 標準試験片の圧縮強さに及ぼす熱湯浸潰の影響(kg/crn2
) 

材 令
条 イ牛

24日寺間 3日 7日 14日 21日 28日

35'C -5 hrの蒸気養生 4日間撒水 5日目シールコート 108 182 285 306 333 345 

。 材令
185 278 288 305 338 360 

15hrでト需品湯j受i責シールコート

65'C -5 hrの蒸気養生 イシ 236 261 315 326 352 356 

。 (蒸気養生後急冷し)
286 288 290 320 398 432 

材令15hrで、熱湯j受漬シールコート

(蒸気養生後急冷し)
65'C -10hrの蒸気養生 材令17hrで、熱湯浸漬シールコート 240 272 326 341 357 366 

イシ
(蒸気養生後急冷し)

248 270 298 332 344 364 
材令18hrで熱湯浸漬シールコート

'" 
(蒸気養生後急冷し)

238 264 298 320 341 355 
材令19hrで、熱湯浸漬シールコート

イシ
(蒸気養生後急冷し)

176 235 266 313 356 375 
4日間撒水養生 5日目シールコート

この結果から、熱湯浸漬によってモルタルの ワ)熱湯浸清がモルタルの寸法変化に及ぼす影響

初期強度は上昇し、散水養生したモルタルに比 鋳鉄管のモルタルライニングでは、モルタル

しかなりの強度増進が認められる。材令28日の と鉄管との密着性の問題が重要で、ある口密着性

強度は散水養生したモルタルと同程度であるが はモルタルの強度にも関係はあるが、その寸法

初期強度が高いということは、管のライニング 変化(膨脹収縮)が最も大きく影響する。

施工初期の取扱い運搬に対し熱湯浸漬がかなり 標準試験片について、モルタル打込み後 5時

有効であるということができる。 間前養生し、脱型したものを基長とし、 35
0

Cx 
また、蒸気養生温度の影響としては35

0

Cより 4時間蒸生養生、その後所定時間保持した後、

も65
0

Cで行なったものが強度が高く、熱湯浸漬 1000

C -10分間熱湯浸潰し、シールーコートを

養生の場合には蒸気養生温度を高くすることが したものについて寸法変化を測定した口その結

より効果的であることを示している。 果を図-10に示す。
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図-10 モルタルの寸法変化に及ぼす熱湯浸漬の影響(フライアッシュセメント B謹)

ー0.05

0.10 

この結果から見ると、フライアッシュセメン

トについては、その収縮率は熱湯浸漬せず4日

間散水養生後シールコートしたものに比べ、材

令初期の膨脹、長期材令にわける収縮のいずれ

の性能も改善されており、モルタルライニング

管の場合の肌離れ、クラックなどの発生に対し

ては熱湯浸漬した場合がはるかに安全で、あるこ

とを示している。

なわ、膨脹セメントを配合したモルタルにつ

いても同ホ設な試験:を行なったが、 1彰脹セメント

による膨脹効果が大きいため熱湯浸漬の効果は

顕著で、はなく、いずれも膨脹を示し、肌離れは

ほとんど発生しないことを示した。

8)実管による熱湯浸漬試験

以上各試験の結果、モルタルライニング管の

養生をより確実にする方法として蒸気養生後、

熱湯に浸漬し、直ちにシールコートすることに

よって、

(1)モルタルの水分含有量を高め、養生をより

効果的に進行できること口

(2)散水養生における不均一な水分補給を改善

熱湯浸漬せず

し、均ーな水分供給が行なわれること。

などを水分含有率、強度、寸法変化の測定に

よって確認したO そこで小口径管、中口径、大

口径管のそれぞれについて実際の熱湯浸漬実験

を行ない、肌離れ、クラックの発生調査わよび

圧壊、衝撃試験を実施した。

その結果、モルタルの密着性、強度について

は4日間散水養生シールコートの材令 5日のも

のと、熱湯浸漬直後シールコート材令 1日のも

のとの聞に品質の差がほとんどなく、また28日

材令のものについても顕著な差が認められず、

この方法が実管に応用されでも十分その効果を

発揮することがわかった。

9) 新しい養生方法の有利性(総括)

モルタルライニングの養生を合理的に改善す

る方法として蒸気養生終了後、熱湯浸漬を行な

い、シールコートする方法を開発し、その効果

を、

①モルタルライニング中の水分変化

②モルタルの強度

③モルタルの寸法変化
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④モルタルライニング管の実管試験

などの面から検討し、モルタル材令10時間以

後に熱湯浸潰するならば、すべての画で従来の

散水養生方法よりも良野で、占賓の安定が計ら

れることが石窪認Jされた。

なわこの熱湯浸漬の方法は鉄管を加熱するこ

とにも直接つながり、その際の保有熱を利用し

て内面のシールコートおよび外面の塗装の加熱

乾燥硬化を一挙に行なうことができ、モルタル

の品鐘向上のみならず内外面塗装の品質向上を

も併わせ行なう利点があり、非常に有効な方法

である。

v.諸外国における鋳鉄管のセメント

モルタルライニング養生方法の実情

鋳鉄管のセメントモルタルライニングの養

方法として、日本の規格は蒸気養生と散水養生

が規定せられているのに対し、参考までに諸外

国で実際にどのような養生方法が採られている

かを昭和44年に行なった海外調査から紹介する

とつぎのごとくである。

米国

(1)United States Pipe & Foundry社
North Birmingham Plant 

4 庁~10" rþ ライニング施工後直ちに 125~1650

F (52~740C) の熱風硬化65hr (受サシ両端キャ

ップにてシール)その後熱時にシールコートを

施し乾燥後直ちに出荷する。

2 1!~3"rþ ライニング施工後一夜放置し、シ

ールコートして乾燥後出荷する D

(2)United States Pipe & Foundryネ土

Bessemev Plant 

10庁~36"戸ライニング古包工後約10秒間直火で

内面の浮水を乾燥させシールコートし、その後

一夜放置で出荷する。

(3)United States Pipe & F Foundryネ土

Burlington Plant 

6"~24"員ライニング施工後約10分後にシー

ルコートし、一夜放置後出荷するか、または65
0

F (18 .3
0
C)にて 8hr放置後シールコート出荷。

(American Cast Iron Pipe Co 

14"~54"員ライニング施工後屋内(常温)で10

~24hr放置後シールコートして出荷する。

2"~12ヤライニング方恒工後約50
0

C で熱風乾燥

し、熱時にシールコートを行なって乾燥後出荷

英国

Stanton & Stavely Ltd 

4 1I ~48"員ライニング施工後160~17WF (71 

~7rC) にで 7 ~ 8 hr放置硬化後出荷する口

独逸

Rheinstahl Hiillenwerke AG 

80~1200mm戸ライニング施工後室内 (20
0

C 冬

期には蒸気加熱)で 8hr放置後出荷する。

以上各社各工場によって養生の方法に差違が

あるが、いずれも極く短時間の養生期間で製品

が出荷され、別段支障なく利用されている点は

注目すべきである。

なおこれら海外の鋳鉄管モルタルライニング

の養生方法には日本において例外なく実施され

ている蒸気養生すら画一的に採用せられてない

点は彼等のモルタルライニングに対する要求条

件がわれわれほど強度その他の面でシピヤーな

ものでなく、実用性のみを重視する合理性に基

因しているためと考えられる。

まとめ

以上、鋳鉄管モルタルライニングの品質を改

善する方法として膨脹材の使用と合成樹脂混和

材料を配合したモルタルの特性を述べた。そし

てさらに養生方法の改善として蒸気養生に熱湯

浸漬を併用した場合のモルタルの品質向上につ

いて言見明した。

これらのライニング方法は現在、水道協会規

格JWWAA107 (1967)の改正ということで委員

会にわいて審議中であり、近く規格化され、実

用化されるものと思われる。ただし本報告のう

ちアクリル系エマルジョンの添加については現

時点にわける合成樹脂製品の品質を厳密に規制

することがむづかししまたその種類も多いた

め規格としては今回正式に採り上げないことが

決定しており、混和材料としては無機質のカル

シウムサルフォアルミネートを主イ本とした製品

のみについて規定されるのではないかと予想さ

れる口

米株式会社栗本鉄工所技術部長

う将来久保田鉄工株式会社パイプ研究所・研究課長
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特集<2> 

消鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管の

耐蝕性に関する報告書

1 .緒言

鋳鉄管研究協会は、約40年間にも亘って地下

埋設する鉄系金属管の腐蝕を種々の面から研究

してきている。最近の研究としては次のような

ものがある口

1. 理論的な画

(1)実験室的な小規模の実験

(2)腐蝕に関する文献の調査、検討

2.野外に於ける促進試験

(1) 9ヵ所の非常に激しい腐蝕性の試験場にお

ける腐蝕速度の調査研究。

(2)各穣の圧力配管材料の比較研究

(3)各種の防蝕方法の評価

3.応用研究

(1)地球化学と腐蝕との関連

(2)胤鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管の腐蝕に関連

した、電気化学の研究

(3)地下構造物に及ぼす土壊の物理的作用、わ

米国鋳鉄管研究協会理事長

W.Harry Smith 

久保田鉄工株式会社

長尾正三訳

よびその効果

(4)米合衆国全体を通じての各種土壌環境下に

おける胤鋳鉄管およびダクタイル鋳鉄管の実

績調査と耐蝕性評価のための現地調査。

以上の研究の結果、土壌腐蝕の分野において

いくつかの確実な結論を得ることができた。そ

れらの結論の一部をここで発表して、胤鋳鉄ま

たは夕、、クタイル鋳鉄の管路を設計し、使用され

る方々の参考わよび指針としたい。

こ、で、述べるのは、胤鋳鉄と夕、、クタイル鋳鉄

の比較、腐蝕速度、使用の経験、土壌の調査技

術ならびにその評価方法、および最後に防蝕方

法である。最も効果的な防蝕のための計画は、

環境の調査とその理由の如何を間わずその腐蝕

環境下での防護方法との両者を含むことが示さ

れた。

米国の土壌切大部分は、局主鋳鉄管および夕、、ク

タイル鋳鉄管に対・しては、腐蝕性ではない土壌

である。このことは、胤鋳鉄とダクタイル鋳鉄

※原報 Cast Iron Pipe News， May-June， 1968， P16~29. A Report on Corrosion Resistance of Cast 

Iron and Ductile Cast Iron Pipe. 

※※胤鋳鉄管一従来の高級鋳鉄管および普通鋳鉄管を指す。



32 鋳鉄管 昭和45.5 第8号

との耐蝕性が似ていることからいって正当なこ 面はシールされ、外面は亘接土壌と接触するよ

とである。両者の化学組成は両者ともに 3.5% う裸である。管の組織としてはパーライト地、

の重量の炭素を含み、 10%の容積を占める。 フェライト地の両者が試験に含まれていたが、

義一 1 鼠鋳鉄管およびダケタイル鋳鉄管の代表的 ここで報告する結果は、 UAS-S tandard (1日A

化学組成 S A) ではフェライト組織を規定しているため、

含 有 率 % それについて述べる。

胤鋳鉄IfT J/;-;1ï瓦~Jê春一 試験場所は腐蝕速度を加速させ、できるだけ

炭素、 C 3.40 

シリコン、 Si l.50 

硫黄、 S 0.08 

マンガン、 Mn 0.50 

燐、 P 0.60 

マグネシウム、 Mg 0.0 
一一一一一一一一一一一一一

3.40 

2.40 

0.01 

0.30 

0.05 

0.04 
一一一一一一一一

早く資料を得る目的で、非常に激しい腐蝕性の

場所を故意に選んだ、一つの場所は約4000-cm

の比抵抗の石炭殻であり、他の一つは約2000-

cmの比抵抗の西部アルカリ土壌であった。

2、3年間関で試験管は堀り出され、調査さ

れた。まず腐蝕による強度低下を測定するため、

両材質ともに、腐蝕による侵蝕の進行を妨げ 水圧破壊試験を行った。その後サンドプラスト

る防壁となるのは、腐蝕生成物中の不溶性の黒 により腐蝕生成物を除去した後、重量減と孔蝕

鉛層である。この防蝕被膜の生成には金属組織 深さが測定された。

中に黒鉛が存在することが不可欠の条件である口 結果を表 2に示す。

たとえば、鋼の腐蝕生成物は金属素地に対して、

ほとんど密着力も持たず、強度も持っていない。

非常に激しい腐蝕性の土壌中で、胤鋳鉄管を試

験した時、腐蝕が管厚を貫通していたのにかか

わらず、その黒鉛化腐蝕生成物は、数百psiの

圧力に耐えうることを示されている。ただし、

この腐蝕生成物の強度試験は、必要上止むをえ

ず、非常に激しい腐蝕性の土壌中に埋設した管

について、行ったものであり、このような条件

は非常に限定されたものである。通常の土壌に

埋設した結果によると、胤鋳鉄わよびダクタイ

ル鋳鉄の表面に密着性の良い、密度の高い保護

皮膜ができることが示される。

.)試鋳鉄とうダクタイル鋳鉄の腐蝕速j夏

の比較

鋳鉄管研究協会は、ダクタイル鋳鉄が世に紹

介された僅か 2年後の1950年に、胤鋳鉄管とダ

クタイル鋳鉄管の腐蝕性の比較をするための研

究を開始した。腐蝕性が強いとして知られてい

る土壌中に胤鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管とをー

諸に埋設して直接の比較試験を行った D

数百本もの試験管が14年間もの期間にわたっ

腐蝕性土壌での埋設実験の 1剖

て試験されたが、これはダクタイル鋳鉄管の土 試験期間終了後、試験管に水圧試験を実施

壌腐蝕性に関する最も広範囲な資料の一つを生

み出した。 腐蝕生成物の強度比較台よびその特性の調査

供試管は6ゆ x5 ft_Q(150問弁x1.5me)て¥端 のため、 6"tのダクタイル鋳鉄管と胤鋳鉄管の
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試験片が、比較的短時間に管厚全体の貫通腐蝕

が生ずるように、激しい腐蝕性の環境下に埋設

表-2 6ツ胤鋳鉄管およびダクタイル鋳鉄管

のCIPRAの腐蝕試験

平均 平均 平均

埋設期間 逗量減少量 最大孔蝕深さ 水圧破壊庄の
土 壌 mg/drrl /day mils/year 減少率 % 

(年)

DCI GCI DCI GCI DCI GCI 

3.7 12.2 10.6 35 35 く10 20 

5.9 15.8 16.0 32 32 く10 30 

石炭殻 7.9 12.5 13.7 27 28 く10 31 

9.4 10.6 1l.7 18 22 く10 27 

13.5 9.3 11.3 11 20 く15 40 

3.7 7.2 5.4 22 16 く10 10 

6.0 5.2 3.2 13 10 く10 10 
アルカリ

8.0 3.2 2.3 10 14 く10 24 

土 壌 9.9 2.3 1.6 11 9 く15 42 

12.0 2.6 2.2 8 10 く15 41 

14.0 2.4 1.9 9 13 く9 39 

表-3 6":t鋳鉄管の水圧破壊圧力

(加速黒鉛化にて管体の l個以上l清通)

腐蝕を生じさせた供試管を水圧破壊

ダクタイル鋳鉄管 胤鋳鉄管

破壊水圧 ノfイフ。 破壊水圧 ノfイフ。

PSI 本数 PSI 本数

800 1 700 1 

700 2 575 1 

400 1 500 1 

380 1 450 2 

350 1 350 1 

325 1 250 4 

320 1 225 1 

260 1 220 2 

250 1 190 1 

240 1 70 1 

200 1 25 1 

150 1 10 1 

125 2 5 1 

60 1 。 9 

25 2 。 1 

Average 286 19 185 27 

された。

腐蝕生成物の強度を測定するため、水圧破壊

試験が行われた、胤鋳鉄管の平均破裂圧が平均

185psiであるのに比して、ダクタイル鋳鉄管の

それは286psiであった。これらの試験のある場

合には、化学分析を行うに十分な大きさの黒鉛

化腐蝕生成物の塊りが、水圧破壊時に飛び出す

水圧破壊試験後、サンドブラストされた夕、クタイル

鋳鉄管の試験片

ことがあった。これらの黒鉛化腐蝕生成物の分

析をダクタイル鋳鉄管および嵐鋳鉄管について

行った結果を表-4に示す。

この鋳鉄管協会の試験結果をまとめると、

(1)ダクタイル鋳鉄管の土壌中での耐蝕性は、

胤鋳鉄管のそれに等しいか、またはそれ以上

で、ある。

(2)ダクタイル鋳鉄管の腐蝕生成物は胤鋳鉄の

それと同じ性質であり、強度も管壁の密着性

も、同ビかそれ以上である。

表-4 黒鉛化鴎蝕生成物の化学組成

i凸L 有 寸辺ー正 % 
化 メ口b、 物

胤鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管

酸化鉄、 Fe203 40.27 47.49 

シリカ、 Si02 14.43 25.42 

黒鉛、 C 16.01 13.84 

燐化鉄、 Fe3P 15.11 0.77 

炭化鉄、 Fe3C 1.50 2.10 

炭酸鉄、 FeC03 0.87 2.09 

硫化鉄、 FeS 0.86 0.60 

硫化マンガン、 MnS 0.67 0.46 

水平日水、 H20 11.12 8.64 
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Stanton & Stavely， Ltd.による試験

英国のStanton& Stavely社が、 700~1300

Q-cmの比抵抗の粘土中で、 4"rtのダクタイル

鋳鉄管と胤鋳鉄管の耐蝕性比較試験と行ってい

る。

6、5年間埋設された時の最高孔蝕速度は、

ダクタイル鋳鉄管が10mils/year、胤鋳鉄管が

16mils/yearてもあった。

National Bureau of Standards の試験

米国の国家標準局は、 6ヵ所の試験場所にて

1958年から2守xlft.Qの管を用いてダクタイル

鋳鉄管の腐蝕試験を開始した。 1964年にMelvin

Romanoffは、 4、5年後の試験結果を報告し、

ダクタイル鋳鉄管と胤鋳鉄管とは同一の土壌中

では同じ速度で腐蝕し、腐蝕形態、腐蝕生成物

の特性は良く似ていると結論している。 1967年

7月の米国水道協会の会合の席上、 Romanoff

は7、8年後の結果を報告し、 1964年の彼の報

文と同じ結論を再度確認したと述べている。

これらの胤鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管の耐蝕

性が類似しているという証拠から W って、ダク

タイル鋳鉄管の長期にわたる性能を胤鋳鉄管の

実績から予想することは当を得たことである。

鋳鉄管は米国合衆国へは1816年の初頭に導入

された。米国においては、 100年以上にもわたっ

て連続して使用し続けられている配水本管(ま

たはガス本管)を持つ水道局またはガス会社は

130以上もある。最近行われた米国内の最も大き

な都市100市の配水本管の管種の調査結果では、

90%以上が鋳鉄管であることが示された。

胤鋳鉄管のこの優れた耐久性は特別な厚い塗

装は行はないで得られたものであり、 100年以上

の実績を持つ古い鋳鉄本管は、内外面ともに何

ら特別の塗装もせずに布設されたものである。

ほ ':'1860年以後は水道用に用いる鋳鉄管の大部

分は、比較的薄い涯青質の塗装が行われたが、

これは外部の土壌に対する腐蝕防止というより

は、ある種の水に対する内面の錆を軽減さす目

的であった。

この優秀な記録は前述の知く、初期の腐蝕の

際に生ずる腐蝕生成物の性質によるところが大

である口

3.その他の研究

英国鋳鉄研究協会BritishCast Iron Re-

search Associationは前述の米国家標準局のダ

クタイル鋳鉄管の耐蝕性試験に関する資料の再

検討を統計的有意差検定の方法を含む最善の統

計的方法を用い、コンピュターを駆使して実

施した。その結果、国家標準局のロマノフのデ

ーターは実際にはダクタイル鋳鉄管の耐蝕性が

鋼管のそれよりも優れていると結論している。

鋼管と鋳鉄管、すなわちダクタイル鋳鉄管お

よび胤鋳鉄管との間には大きな差異があり、そ

れ故土壌腐蝕試験の結果を基にして鋼管路と鋳

鉄管路の寿命を比較するには、この差異が大き

な影響をおよぼすことを認識しなければならな

い。実際の管路はかなりの長距離にわたって布

設され、土壌組成、通気度、含水率の異なる種

々の土壌を通過するため、短い試験片では生じ

なかったLongLine Current (長大電池電流)

が生ずる。鋼管路は電気的に連続であるため、

実際の管路ではこのような LongLing Current 

の影響を受ける可能性があるのに対し、ダクタ

イル鋳鉄管および胤鋳鉄管は18~20フィート毎

にゴム輸の継手があるため、そのような電流の

影響を受けることはない。これらのゴム輪の継

手は完全に絶縁されているわけではないが、現

場実験によると LongLine Currentに基づく

低電位差には効果的に作用していることが証明

されている。このようにLongLine Current 

という因子のために、実際の使用状態において

は、鋼管路の腐蝕速度の鋳鉄管路のそれに対す

る比は、短い試験片による腐蝕速度の比から示

されるよりは、ず、っと大きくなる可能性がある。

鋳鉄管の表面は鋼管の圧延された平滑な表面

と比較すると組いが、これは両者の土壌腐蝕試

験結果を比較する場合に誤った結論に導く原因

となる口新しい鋳鉄管の表面のサンドプラスト

するとその表面には孔蝕と見誤る小さな凹凸が

ある。このために鋳鉄管の孔蝕は鋼管と比較し

た場合、過大視される傾向がある。

4.実使用の経験における腐蝕の影響

ーダクタイル鋳鉄管と胤鋳鉄管の比較-

ダクタイル鋳鉄管と胤鋳鉄管とは、実際の管
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路としての性能に影響する多くの点で非常に似 胤鋳鉄管よりも孔蝕によって強度に影響を受け

通っている。両者は同ーの鋳型に鋳造され、本 難いことを示している。同一の使用条件では、

質的に同じ鋳肌を持ち、同じく薄い漉青質の塗 ダクタイル鋳鉄管は管厚の厚い胤鋳鉄管よりも、

装がなされる。管一本当りの長さは同じであり、 ずっと強度の高い状態を続けうることを示して

両者とも同ビタイプのゴム継手が用いられてい いる。

る。このため両者とも、土壌のLongLine Cu-

rrentに対して不連続になっている。

胤鋳鉄管とダクタイル鋳鉄管とで考慮する必

要のある相違点は管厚である。同一の使用条件

では、ダクタイル鋳鉄管は、その強度が大なる

ため、一般に管厚は薄くなっている。この管厚

の相違が、管の寿命に対して如何なる影響があ

るのかという疑問が浮んでくる。一つの回答は

表-2に示されている水圧破壊試験のデーター

で示される。同ピような孔蝕を受けた条件下に

おいて、ダクタイル鋳鉄管は14年後に元の強度

の15%以下しか強度低下していないのに対して、

胤鋳鉄管は約40%強度低下している。小口径管

にわいては、管の曲げ強さに対する孔蝕の影響

は、水圧破壊強度に対するよりも重要で、ある。

胤鋳鉄管の使用時の損傷が腐蝕に起因して起る

ような場合には、曲げ応力のために、腐蝕した

個所を通って円周方向に折損する形で破壊が生

ずる。 E.F.Wagnerは同一の孔蝕条件での 4f't 

ダクタイル鋳鉄管と胤鋳鉄管の現物曲げ試験を

行った。孔蝕は機械加工によってシュミレート

されたが、位置はビーム・スパンの中央の引張

り側に置かれた。

孔蝕としては二つのタイプが検討された。一

つは円周方向のv-ノッチであり、他は1.5イン

チ直径の円形であり、孔蝕の深さは0.08~0.20'

インチの聞で変化させている。この結果から、

次のことが示された。

1. Vーノッチ型の孔蝕では、 Q20インチ深

さの孔蝕をもったダクタイル鋳鉄管は、孔蝕の

ない胤鋳鉄管よりも曲げ強さが大きく、同じ孔

蝕を持った胤鋳鉄管の約 2.5倍の曲げ強さを持

っている。

2. 円形の孔蝕は胤鋳鉄管の曲げ強さを低下

させる。しかし、 1.5インチ戸で深さ0.20イン

チの孔蝕を持ったダクタイル鋳鉄管は、試験装

置の最大携みである 15インチ携んでも破壊しな

かった。

上記のことは明かにダクタイル鋳鉄管の方が

5.土壌測定および評価方法

胤鋳鉄管およびダクタイル鋳鉄管に対し侵蝕

的である土壌はあまり無い。 1960年、アメリカ

規格協会のA-21委員会は、合衆国の主な154の

水道企業体について、鋳鉄管の受けている土中

での腐蝕の程度を決定するための調査を行った。

110の企業体から詳細な回答が寄せられたが、そ

れによると、約83，000マイルにおよぶ管路が布

設されたが、 2%以下が激しい腐蝕性のある地

区に布設されていたことが示された。

大部分の場合、このような腐蝕性の激しい地

区は、 saltma.rsh海潮沼地、 cinderfill石炭

殻埋立地、 peatbog泥炭沼地、または迷走電流

の存在する地域であることが示されている。

swamp muck有機物推積泥地、 alkalinesoil 

7ルカリ土壌、 garbage廃棄物、 trashゴミ、

waste廃物等を含む埋立地等は腐蝕性である。

このような地区は通常、容易に外観的に判別で

きる。

多くの場合、各地方では胤鋳鉄管の使用実績

についての地域的な知識があり、これからダク

タイル鋳鉄管の配管予定地域の土壌条件につい

ての信頼できる指針が得られる。疑問のある地

域においては施工前に土壌調査を行うことは土

壌条件を決める上で有効で、ある。

鋳鉄管研究協会は土壌調査法わよび結果の解

釈についての指針を開発した口調査は、比抵抗、

含水率、排水状態、 pH、通気度、硫化物について

行う。土壌調査結果の解釈は、これらの各種分

析結果を組み合せて考慮することにより行なう。

表-5に土壌評価表を示す。比抵抗が7000-cm 

以下の時は、比抵抗のみで土壌が腐蝕性である

とされることに注意されたい。また土壌に硫化

物が存在し、酸化還元電位が負(-)であり、 pH

がほぼ中性の場合には、その土壌は同様に腐蝕

'性で、ある。

各調査地点てもは正確な評価を行うためには、

管路が布設されるとほぼ同じ深さまで堀ること
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が必要である。これはその場所に穴を堀るか、ま 評価表中の土壌比抵抗は単拝SingleProbe 

たは小さな径の土壌オーガーで、ボーリングす と組み合せたVibrogroundを用いて、単拝の先

ることにより行いうる口 端を管路の設計埋設深さまで挿入することによ

表- 5 土壌評価表

合計点が10点一鋳鉄管に対し腐蝕性防蝕対策が必要

比抵抗 (n-cm)

(管の埋設深さに於ける単梓による

測定値又は水分飽和のMillerSoil 

Boxによるj則定f直)

pH 

酸化還元電位

硫化物

水分

点数

< 700 ・……...・ H ・....・ H ・...・ H ・... 10 

700-1000 …...・ H ・-…....・ H ・....・ H ・.. 8 

1000-1200 ….，.・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.... 5 

1200-1500 ・H ・H ・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・ 2

1500-2000 …...・ H ・.....・ H ・"…'"・ H ・ 1

> 2000 ・・ H ・H ・.......・ H ・....・ H ・-…・ 1 

0-2 ・H ・H ・H ・H ・.....・ H ・H ・H ・.... 5 

2-4 …'"・ H ・"…...・ H ・....・ H ・-・・… 3 

4-6.5 …...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.... 0 

6.5-7.5 …...・ H ・.....・ H ・..………・・ 0* 

7.5-8.5 …...・ H ・..….，.・ H ・.....・ H ・ o
> 8.5 ・・ H ・H ・.....・ H ・..........・ H ・ 3

> 100 mv '"・ H ・.....・ H ・.....・ H ・-・…・・ 0 

50-100 mv ....・ H ・....・ H ・-…・ H ・H ・..… 3.5

0-50 mv …....・ H ・'"・ H ・'"・ H ・-… 4

Negative (一) ....・ H ・.........・ H ・.....…・・… 5 

+ 3.5 

Trace '"・ H ・H ・H ・-…'"・ H ・'"・ H ・ 2

Negative ...・ H ・..…'"・ H ・..…'"・ H ・-。

排水悪し、述続的に湿潤 ....・ H ・H ・H ・..…・ 2 

排水可、全般的に湿潤 ....・ H ・-・… H ・H ・... 1 

排水良、全般的に乾燥 ....・ H ・H ・H ・....・ H ・.. 0 

※硫化物が存在し、酸化還元電位が低いか、(-)の場合には、このpH範囲には 3点を追加すること。

土壌オーガーは広範な土壌調

査の手助けをする 比抵抗計と土壌杖(単樟)
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より測定できる。もし、土壌がそれを代表する く、低比抵抗の場合が一般的である。

程度にまで、湿っているかどうかについての疑問 Beckmannのメーターは酸化還元電位の測定

があれば、土壌を採取し、蒸溜水で飽和せしめ、 にも用いる事ができる。この場合には白金と照

可溶性の塩類を溶液中に抽出する。この結果得 合電極が用いられる口酸化還元電位は、普通の

られた比抵抗は、その土壌が示す可能性のある 硫酸塩還元バクテリアは嫌気性条件下で生存す

最低値を示すことになる。この最低の比抵抗値 るという理由から重要である。 +lOOmV以上の

は評価表中に入れて土壌評価を行う。 酸化還元電位は土壌の通気性の増大傾向を示し、

土壌の比抵抗は、土壌が電解質として作用す 硫酸塩還元者の生存の基盤が減少することを示

ベックマン・メーターにより土壌のpH、酸化還元電

位を測定

る程度を示す尺度であり、局部腐蝕電地の生成

や、直流の迷走電流の通過等と関連して土壌の

腐蝕性を決める重要な手段となる。

pHは土壌の酸性台よび塩基性の成分のバラン

スを示す。 Beckmannmodel NポータブワレpHメ

ーターが、このために用いられ、各ボーリング

の底から採取した土壌

サンプルについて測定

する。 pHは次の三つの

範囲でそれぞれ意味を

f寺っていると思われる。

pH 0 ~4.0 

6.5~7.5 

8.5~14.0 

第一の範囲、すなわ

ち酸性域では、土壌は

水分が十分存在する時

(こは、土壌は電解質と

しての作用を十分に果

す。中性域は、もし他

している。酸化還元電位が十lOOmVからOmVま

で減少するにつれて、土壌中の酸素量が次第に、

嫌気性の条件に近づ、き、硫酸塩還元バクテリア

の生長に好適な条件が、増大する負(-)の酸化

還元電位は、他の条件が適するならば硫酸塩還

元バクテリアが生存しうる嫌気性条件であるこ

とを確実に示している。

硫化物の存在は sodiumazid-iodine法による

定性試験で決定できる口この反応において土壌

中の硫化物はナトリウム・アジドと沃素との反

応の触媒作用をなす。反応の結果のーっとして

遊離の窒素が生成し、試験管中て¥気泡または

泡が発生する。反応式は次式の如くである。

2 NaN3+12→ 2 NaI+ 3 N2 

このナトリウム・アジドー沃素法の結果は、

報告の際三つの範囲に分けられる。すなわち、

負 (-)、痕跡、正(十)である。これらの範囲は

の条件が満足されるな

らば、微生物による硫

酸塩の還元に好適な範

囲である。高アルカリ

域は、可溶性塩類が多

ベックマン・メーターおよび、SadiumAzide-Iodinei去により、

pHおよび硫化物を測定
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反応の程度をいっているものであり、反応なし 非常に効果的でかつ経済的な防蝕方法は鉄管

から、テスト中の試料から激しくガスが発生すも の布設時に、約8ミリ (0.2mm)厚のポリエチレ

るかまたは激しく泡立つものまであり、これは ン製スリーブを覆せることによって行われうる。

試料中の硫化物の量と関連しているのである。 この方法については鋳鉄管研究協会は、石炭

土壌中の硫酸塩が硫酸塩還元バクテリアによ

って中性の嫌気性条件下で還元され、これらの

バクテリアの新陳代謝の副産物として硫化物が

生成され、このものは腐蝕電池の生成の基礎と

なる優れた電解質としての作用を営なむ。また

一方で、は、このものは局部電池の活性を持続さ

す復極剤としての作用をも果す。嫌気性の硫酸

塩還元バクテリアは500F (10
0

C)以上の温度てもpH

7.0の条件で最も良く生存する口温度がこれより

も低くなり、 pHが7.0から離れるにつれてその

活動性は低下する。水分を多く含有していると

いうことが、総ての土壌腐蝕の場合非常に重要

である。この点に関しては如何なる状態にある

かを知るための努力を惜んではならない。この

ため土壌評価表ではこれに相当した項目に点数

が割り当てられている。

この標準は胤鋳鉄管およびダクタイル鋳鉄管

の実際の経験と既知の土壌の特性とを組み合せ

て、それを基礎としたものである。ただし、こ

の解析法および評価方法は胤鋳鉄管またはダク

タイル鋳鉄管の腐蝕性と関連さすと、大事をと

りすぎる程、慎重を期したものである。

6.土壌調査の結果、腐蝕性であった場

合の妨蝕方法

土壌の腐蝕の可能性が分析によって決定でき

ることになったので、今度は非常に腐蝕性が強

いと予想される場所に布設される管に対する完

全な防蝕方法を打ち出すことが必要となる。種

々の防蝕方法について長期間にわたる研究を行

ってきた。管厚を増すことは、これ以外により

確実で¥より安価な防蝕方法が可能で、ある故、

妥当であるとはいいえない口工場で施工する重

防蝕塗覆装は価格の点および埋設溝中に搬入す

るまでに損傷を受け、その塗装の損傷部または

ピンホールに腐蝕が集中するという欠点がある

ため、望まい吐いい得ない。 轟轟轟轟轟曹をす章 二弘轟轟難霊長警必〈事選考襲撃饗襲撃 ♂ 

ダクタイル鋳鉄管の陰極防蝕は設備費および

操業費が高くっき、継続的な維持管理および技 管路の布設時にダブダブのポリエチレン・スリーブ

術サービスが必要で、あり、経済的で、ない。 を管を覆せることにより、効果的な防蝕ができる。
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殻や、海潮泥沼のような非常に腐蝕性の激しい

場所で、 15年以上試験を行い、優れた防蝕効果

を示すことを確認した。

この方法は防蝕剤は管表面と確実に密着しな

ければならないという従来の概念とは完全に異

なったものである。これとは反対に、ルーズな

ポリエチレンスリーブは、管の表面を地下水か

ら完全にシールするものではなく、激しい腐蝕

性の土壌中での試験では、地下水はルーズなポ

リエチレンスリーブと管表面の聞に集まってい

た。この事実にもかかわらず、孔蝕や、測定し

うる程の重量減少は認められなかった口この方

法の効果は、侵入してきた水が金属表面との初

期の僅かな反応によって、溶解塩類および酸素

を使い果してしまい、その後は停;帯してしまう

ことによるものと考えられる D

8ミル厚のポリエチレンスリーブによって防

蝕された実管路の、再三再四にわたる観察の結

果はCIPRAの研究結果を確かめている。たと

えば、カリフォルニア州のサンデイエゴ市の極

端に腐蝕性の強い地域に布設されている鋳鉄管

は、ポリエチレン・スリーブを用いない場合に

は管厚全体の貫通腐蝕を生ずる程の期間を経過

したf麦も、演d定できるような子し官虫はf可ら言忍めら

れなかった。

ポリエチレン・スリープはまた大部分の迷走

電流に対しでも効果的な電気絶縁性を備えてい

ることがわかった。そのため、ダクタイル鋳鉄

管が陰極防蝕を行った管路または他の構造物と

交又または隣接する場合に、用心のために使用

されている。ポリエチレン・スリーブによる防

蝕法の詳しい説明書は入手できる。

非常に激しい腐蝕性の土壌の防蝕のためにポ

リエチレン・スリーブを用いた施設は80以上も

の記録が残っている。これによると、これらの

施設においては如何なる孔蝕も、失敗も報告さ

れていない。

7.まとめ

l.広範囲な資料からダクタイル鋳鉄管の耐蝕

性は、成鋳鉄管のそれと同等以上であることが

示された。

2.ダクタイル鋳鉄管の腐蝕生成物は、胤鋳鉄

管のそれと性質は類似しており、より高い強度

をf寺つ。

3.同 U孔蝕が生じたとした場合、ダクタイル

鋳鉄管は薄いけれども、員鋳鉄管よりも大きい

強度を持つ。

4.胤鋳鉄管は、大部分の地域において長期間

にわたる優れた使用実績を持ち、また大部分の

土壌は胤鋳鉄に対して非腐蝕性であることが知

られている。

5.U S A Standard(旧ASA)に規定されてい

る管厚のダクタイル鋳鉄管は大部分の土壌中で、

長期間、保証付きで使用できる。

6.経験に基づいた確実な土壌の鑑定方法が樹

立され、これによって非常に激しい腐蝕性の土

壌の定義付けとその位置の決定が可能となった。

7.経験的にまたは土壌調査の結果、腐蝕性と

サン・ディエゴ市にお付る埋設鋳鉄管の検査、ポリ わかった土壌については、ポリエチレン・スリ

エチレン・スリーブは孔蝕を完全に防止している。 ーフ守法は有効で、かつ経済的な防蝕方法である。

央
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ンジョ

浜松市水道部工務課長

性々関清

~ 

現在のタイトン型ジョイント管が、その改良

前、当時たわら形ジョイント(仮称)として、

ようやくわが国にもその使用利点を認められつ

つあった頃、浜松にもメーカー側が出張して管

接合後の耐水圧状況、とくに漏水、管体の離脱

(抜け出し)の実験、説明があった。

「元来この型式は、わが国では新しく、作業は

.簡単であるが、漏水を生じたとき締め直す手段

がないので、十分慎重に行なわねばならないJ

とされた。しかし、管接合にホークまたはジャ

ッキを使用しでも、操作はあまりにも簡単であ

る。

その後、メーカーがこのジョイント型につけ

る名称、を一般に募集したが、 「パーフェクト・

ジョイントJ rワンタッチ・ジョイント」とか

そのほかでもなかなか奇抜な名称がたくさんで

たとか、そのほとんどが作業の軽便さを強調し

た意味の名称が多かったと聞く。結局、名称は

「ノ¥イタイト」と決定されて、浜松市も昭和37

年 6月以来、口径 200mm以下の鋳鉄管に、この

ジョイント型を採用し、現在のタイトン型に移

行してきたわけである口その使用実績は別表の

とおりであるが、布設費も 10%は軽減できたと
由、.
心、フ。

まず、このジョイント型の利点をあげれば、

①十分な緊密性を有し、高圧にも良く耐える。

②可携性に富んでいて、多少の地盤変動にも耐

える。

③ジョイント構造によるパッキングの耐老化性

がイ憂れている。

④付属品がゴムパッキン 1個であるから、経済

的で、しかも倉庫業務が簡単である。
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⑤ボルト締めの必要がなく、かっ会所掘りが少

なくて施工費も軽減される。

その他、温度変化による伸縮性などである。

当時すでに一般に普及した日水協規格メカニ

カル・ジョイント型に対しでも、必ずしも「よ

り完全」といえない点は、

①異形管の挿し口、切り管の面取りの手数、鋳

肌を削り取った部分の腐蝕性。

②ジョイント離脱防止方法の困難。

(最近はメカニカル・ジョイント用の特殊押輪

と同じようなものが考えられている)

③接手操作が簡単なため、配管工の注意力が喚

起されず、漏水に対する不安感。

④接合のやり直し、管の抜き取り困難。

(接合後、相当日数を経過後)

⑤ジョイント個所の漏水の際に、ほとんどジョ

イント部分を切り取らねばならない。

(最近ではタイトン型用の漏水防止金具が開

発されているので、ほとんど解決されてい

る)

以上、慎重な施工が要求される所以である。

事実、ハイタイト型での漏水件数は各口径を

通じて現在まで10件程度あったが、これも施工

時接合の不完全によるもので、ゴム輪断面の形

状と、施工時の不注意、無理な作業が失敗原因

であったから、昭和42年パッキン断面たわら形

のハイタイトが、ひょうたん形のタイトン型に

形状材質も改良されるや直にこれに移行し、い

よいよこの種ジョイント型の採用に自信を得た

ことはいうまで、もない。その後:トラブルはない。

なお、浜松市でジョイント型による使用管種の

決定には、その長所を生かし短所を補う意味で、

次のようにメカニカル・ジョイント型の{井用を

考え、実施している。

①異形管の前後には、原則的にメカニカル・ジ

ョイントを使用する。

②タイトン型は口径200mm以下のものにつき、

埋設個所の状況によって使用する。

③管末は、メカニカル・ジョイント型セン止め

とする。

④地下埋設物、構造物のふくそうした箇所には、

タイトン型の使用をさける。

⑤移設を予想される管路にはタイトン型を使用

しない。(ゴム輪の再使用不能のため)

以上、埋設作業の立地条件に応じてジョイン

ト型を選択し、タイトン型の使用で布設費の経

済性と施工の能率化をはかっている。

ちなみに、浜松市の昭和43年度布設配水管一

口径 200mm以下一延長の約64%20，000mあまり

はタイトン型鋳鉄管である。

わが国における「たわら形ジョイント」から

10年、タイトン型の進出で感じたことは、耐久

度の高い鋳鉄管に対して、この種ジョイント型

も権威ある規格化が伴わないと、強力にして経

済的なパイプラインの出現はあり得ないという

ごとである。今後、日本鋳鉄管協会の「規格化J

に対する研究と積極的努力を期待するものであ

る。

〈別表〉ハイタイトータイトン形鋳鉄管使用状況(浜松市)

￥?1 37年度 38年度 39年度 40年度 41年度 42年度 43年度 計

戸200 ロ1 m ロ1 ロ1 町l ・5，48ロ01 ・4，48ロ01 

m 

丘一 5m 1，375 2，465 1，550 705 2，250 35 -18，340 

戸150 900 4，280 3，685 4，585 2，060 -3，120 -7，245 25，895 
Q= 5m 20 

タ10H0 ZZ  

-4，844 。7，876
4m 3，600 2，368 5，212 6，656 208 30，764 

タ75 • 108 
Q= 4m 1，628 3，496 3，296 3，612 520 56 12，716 

言十 2，275 11 ，973 11 ，099 13，798 14，578 13，984 20，008 87，715 

働印はタイトン型
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。事例新究(2)

について

@給水せんにお

のための水質

る水質

動モニタ --1

給水せんにおける水費常時

監視のための水質自動モニ

タ-1型

尼崎市水道局

水質管理所長出口富雄

配水課技術係長 中)11暴男

配水課技手中森英明

における「赤い水」

の実状と

尼崎市水道局

維持課

導入に強い関心を寄せつつある。

当尼崎市においても昭和43年に濁度計・アル

カリ度計・ pH計・残留塩素計・遊離塩素計・ O.

R.-P計などの水質自動測定機を購入し、自動

記録により ①淀川表流水の水質変化の観察・

②浄水過程における薬品注入の効果の判定③

市内に送水する浄水水質の確認などの目的をも

って、原水着水井・薬品混和池・沈澱池・ポン

プ井にそれぞれ設置し、管理室で集中記録され

まえが‘き るようにしている。

最近の淀川の水質は、各種の産業療水、都市 しかし、これだけで変化に富む淀川の水質汚

下水等により悪化の傾向をたどり、水質関係者 濁に対応できるものではな，， ~o 現在、淀川取水

はその対策のーっとして、水質自動監視機器の 口にわいてさらに多くの情報(たとえばアンモ
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ニヤ性窒素 .ABS.シアンなど)を集めるこ 水盤自動モニター I型

とのできる一連の原水水質モニターの検討を急

いでいる。

ところが一方にわいては、浄水場から送水さ

れる浄水が、家庭の給水せんで使用するまでの

聞に水質変化をみることが多い。たとえば赤い

水の問題、あるいはアンモニヤ性窒素と亜硝酸

性窒素との同時検出などがそれである。とくに

当市においては、工業用水道の普及率が高い関

係から、上水と工水との接合給水の事態につい

ても、たえず注意をしなければならないのである口

これらの懸念を事前に祭知し防止する対策の

一方法として、主要水路においてその水質の24

時間連続監視を行なう方法にせまらお礼その試

みとして考えたのが水質自動モニター l型であ

る。このモニターの使用の目的は、もちろん主

要管路の水質測定をすることが主要目的ではあ

るが、それ以外に赤水に対する事前調査とその

対策の検討、あるいは新たに布設された給水管

の洗浄、療水の試験にと広い範囲に使用されて

いる。 即日目
構造と

本モニターは、図-}のように検出部・増幅

部・指示記録部の 3つの部分で構成され、運搬

・設置が容易にできるようブロック組立になっ

ている。

各部分間の配線は、ケープルを用いて簡単で

誤りの起きないように、各種コネクターで接続

するようにしている。検出部はアングル架台 (400

x 300 x 200mm)を製作し、電気伝導度とpH値を連

続して測定するために流通形の検出器を取付け

ドレン
pH.p.T-C..e. 

測定項目 測定原理

pH計 ガラス電極法

電気伝導度計 交流 2極法

残留塩素計 色 度 法

された

ている。採水は給水せんより耐圧用ピニールチ 1)蒜水調査

測定範囲

4 ~10 pH直線

O~500μu 直線

O~3ppm非直線

ュープ(戸 13)で行ない、測定液量の調整用に架 市議会の給水せんから、朝使用すると 1時間

台に調整弁を取り付けている。電気伝導度、 pH ほど赤い水が出て図るとの調査依頼があった D

のセンサーはトラブルが生じないように専用ケ 早速、水質自動モニターを議会二階の湯沸場の

ーブルで長さ 5mとし、各増幅器入力端子に直 給水せんに取付け、 3日関連続調査した記録表

接接続し、増幅部 (800x 400 x 700mm)は前述の の一部が図-2である。

2増幅器と残留塩素検出器および各スイッチ類 その記録されたものと、赤い水の出る時間帯

で構成している。 を比較してみると、夜半から残留塩素が低下し

指示記録計 (500x 400 x 600mm)は6打点式の (0.2ppm) 8時頃から徐々に残留塩素がふえて

記録計を用いた。 くる (0.8ppm) 0 すなわち、水が使用されない

各検出器の測定原理・測定範囲は次のとわり ときは、管内の水の残留塩素がさびによって消

である。 費され、水を使い始めるとしばらく赤水が管外
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に排出され、同時に残留塩素が上昇する。結果

として、水が夜間において管内lこ停滞するニと

を避け、水の流通をよくするため市本庁舎に管

をつなぐ工事をすることによって赤水が解消さ

れた。

2)新管布設後の洗浄について

従来から新管を布設し、通水するための管内

洗浄は、 ドレンによって18時間程度放水したの

ち水質試験を行なってきたが、水質モニターの

調査で4時間程度の排水によって、水質試験を

行ない、通水することができるようになった。

3.今後の問題

①水質モニタ -1型は小型であるため、軽自

動車に積んだまま現場に行きそのまま計測でき

る。②各部分はケープル接続にしてあるためブ

ロック別に分け移動設置が簡単である。③ブロ

ック方式であるので必要に応ピて他のセンサー

も増設可能で、あるという特徴をもっている。

しかし、現在内蔵しているセンサーは電気伝

導度・ pH言十・残留塩素計であるため給水せん採

水を目的とする場合、電気伝導度の変動は比較

的少ないため、イ也のセンサーに変えてよいと考

えている。

現在、これらの問題にさらに改正を加え市内

の主要幹線水路、末端水路に10ヵ所程度取り付

け、さらに水圧メーターを併用して、測定され

たものを電送し、水質管理所で集中管理すべく

計画中である。

尾崎市における「赤い水」

の実状とその処理

図-2 水欝自動モニター記録衰の一部

的に広がりつつある。従来から配水管として、

耐久性などのメリットから広く使用されている

鋳鉄管は、セメントモルタルライニング実施以

前のものについては、年数経過に伴って「さび

こぶJ や「水あかJ が発生し、逐次増加してゆ

く傾向がある。ここ数年来の赤い水の多発は、

ちょうど布設管のさびこぶなどの状態が、赤い

まえがき 水という「形」に現われやすい程度まで付着し

水道において「赤い水」が出るという問題に た時期にきたためではないかと思われる。人体

ついては、最近発生してきたようなものではな にたとえれば、血管にコレステロールが沈着す

く、従来から、ある程度の発生源はあったわけ るような年代になったといえよう。加えて、近

であるが、最近とくに問題とされ、範囲も全国 年の原水の水質悪化に対処した浄水方法などが
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これを助長しているといえる。 褒-3

このようなことから、程度の差こそあれ、赤 古互
い水に悩まされない水道事業は少ないように思

う。当市も例外にもれず赤い水に追いまわされ、

悩まされているわけである。もちろん、事業を

やっている以上、これを放置しておくわけには

いかず、一時しのぎのものも多いが当市なりの

処理を行なっているので報告する。

1 .赤い水の実情

1 )配水管の状況

当市水道は、大正 7年創設以来合併により市

域拡大、人口増(約15倍)による需要増をまかな

うべく数度の拡張工事を経て今日に至っている。

したがって、配水管については、初期のものや、

合併により取得したものなどに老朽管が多い。

配水管の管種別内訳および布設後の経年数は、

表一 1.表-2のと拾りである。

表 -1

管種

鋳鉄管

鋳鉄管(ライニング管γ
石綿管

そ の イ也

言十
一一一一一一日8 

4 6 9km 

表-2

詩型竺 54年 28年 16年 11年
~28年 ~16年 ~11年 未満

鋳鉄管 105km 38 29 223km 

石 綿管 34 26 6 

ピニル管 2 

塗装鋼管 6km 

全延長における管種別比率は、鋳鉄管が84%

でほとんどを占めている。

また鋳鉄管のうち、モルタルライニングの有

無では、約半数近くがライニングを施していな

いので、赤い水の発生源となっている。(当市

では昭和34年後半からライニング管を採用して

400~700 

7 

4 

2) 発生状況

赤い水が発生し、現地調査や排水作業その他

の処理を行なったものの件数は、図-1のとお

りである。

これによると、とくに共通した点はみられな

いが、年々増加の傾向を示していることは明ら

かである。また夏期において一度ピークがくる

傾向もみられる o (原則として改良工事に直接

起因するものは別件扱いとしている。)ただ、苦

情等の通報のあったものが赤水発生のすべてで

はなく、短時間などで通報のない潜在的なもの

が相当数あると思われる。このことは通報があ

り、しばらくしてから現地調査を行なったとき

には、清j争に戻っているようなケースが相当数

あることからも推測できる。

図-1 赤い水の処理件数

150 

一一一一一一一一一一一 昭昭昭和和和444234年年年度度度

J 

処

E里

100 

件

数

50 

件数

/ 
発生月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

発生月

いる口)

また、これらの非ライニング管の口径別分類 2 赤い水の処理

は、表 3のとおりであって、いわゆる小口径 1 )通報の処理

管が占める比率が大きい。小口径管は同年数を 赤い水が発生した場合の通報は、市民から電

経過していても、中口径以上の管に比べて、さ 話により水道局に入ってくる場合が最も多く、

びこぷの影響が大きい傾向がある。 ほとんどが「苦情J という形である。局に入っ
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た電話で「赤い水」その他、維持管理に関する

ものは、維持課に回ってくるシステムになって

いるが、赤い水だけでも「頭にきている」先方

が内容がはっきりしないために所管課がわから

ずに、あっちこっちと電話を回されて「カッカ」

としていることもあり、反応に苦心している。

まず、赤い水の出ている大体の場所、出初めの

時間、その程度、範聞などをできるだけ聞き出

し、その付近でにごりの原因となるような修繕

工事、改良工事等が行なわれていないかどうか

を調べて、該当工事がある場合は、 「こういう

原因によって赤い水が出てご迷惑をかけていま

すが、しばらくご辛抱くださし勺 該当工事がない

場合は、 「原因となるような工事はやっており

ませんので、ご迷惑をかけていますが、しばら

く様子をみていただけませんか、それほど長く

かからないと思います。おさまらない場合はも

う一度電話をいただけませんか」といって、い

ずれも様子をみてもらっている。

前者の場合は、前もって予想でき、広報をし

ており、排水等の処理も工事関係者が行なうよ

うに連絡を行なっている。しかし通報者、すな

わち苦情主のすべてが、「様子をみていただきた

い」では、車内得=してもらえるとは限らない。こ

のような場合や、その範囲が広い場合(同じ区

域から何人もの市民が通報してくる)、洗濯物な

どを汚してしまった場合、それに二度目の通報

である場合等では、少なくとも現地調査を必要

ιするので、処理伝票を発行する。記載内容は

受付日時、場所、通報者、目標物、赤い水の範

囲、その他参考事項である。

通報者にも「苦情マニア」とでもいうべき市

民もときたまあり、納得がゆくまでの説明には

相当の知識と、対応の経験を要する場合があり、

通話時間もずしゴ分長くなる場合がある。一般的

には土着というか、古くからその土地にいる人

よりも、新しく開けた住宅地などの住民からの

通報が多いような傾向がみうけられる。これは

もちろん、管網的な位置との関係もあろうが、

前者にはある干呈度のあきらめのごときものがあ

るとすれば、後者には他都市等より移ってきた

住民もあり、体験に基づく他都市との比較から

きているものが多いと想像される。

また、当市の水道では市民サーピスの一環と

して、 「サーピス課」を設置し、破裂修繕、開

閉せん等は交信装置 (UHF電波)を取付けた

サービスカーの採用(基地局 1、移動局20) に

より「電話一本べoKJ という PRをしてわり、

赤い水も同様に考えられがちであるが、その性

質上、即時解消はむずかしく、作業の時間的な

制約もあってやりにくい場合が多い。

2)処理作業

処理作業は、すべて直営(維持課維持係)で

行なっでおり、 2班(それぞれ運転手 1名、現

業職員 2名により構成)がもっぱらこれに当た

っているが、多いときには他の班(弁せん維持

関係 2班)の応援を必要とすることがある。受

付者からの伝票は、作業長を経由して作業斑に

渡たす。

処理伝票により、まず現地調査を行なうが、

この結果、発生源が給水管の場合と、配水管に

起因する場合が考えられる。

(1)給水管に起因すると思われる場合

範闘が特定家庭のみの場合は、このケースが

多く、現地または給水台帳より引込管種を調査

する必要がある。鋼管の場合は、装置の所有者

に布設替をすすめるが、工費等の点、から困りな

がらもなかなか具体化しない場合が多い。

応急的には、量水器を取りはずして、その個

所で排水を行なう通称「メーター排水」を行な

っている。昨年の実績では、これが処理件数の

約16%を占めており、 1件当たり平均排水時間

は1.5時間である。

市民からの通報がなく給水せんから放水し、

その分の料金減免を訴えるケースがあるが、原

則として減免措置を行なっていない。したがっ

て市民にも、この意味の指導を行なっている。

鋼管を使用している場合、給水装置の材質が「政

令第4条の基準」に不適合とのことで「改善命

令」を出すことも考えられるが、実状はそこま

で至っていない口鋼管の場合は、たとえ 2~3

メートル(水路等を横断する個所だけ鋼管を使

用している場合等)でも赤い水が出ている。ピ

ニル管の場合でも、引込距離がある程度長い場

合は周辺配水管に無関係で、 r止まり」にあたる

末端の家屋で赤い水が発生することがある口

苦情の中には、受水槽以下の配管に起因して

いるものもある。従来、受水槽以下が給水装置
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外であるため、規制の対象外とされているため

や、鉄筋コンクリート建築物(当市では三階以

上は受水槽式にするよう規定しているのでほと

んどが該当する口)では、亜鉛メッキ鋼管の使用

が慣例となっていたことなどが主な原因と考え

られる。当市の施設でもこのようなケースで赤

い水が出て困っている。

(2)配水管に起因すると思われる場合

鋳鉄管の「さびこぶ」による場合と、石綿管

等で管自体に起因すると思われない場合で、も、

管網的な止まり個所で出る場合が考えられる。

いずれの場合も、一般的には「消火せん排水」

を行なっている。昨年の実績では、これが処理

件数の約36%を占めてわり、 1件当たり平均排

水時間は1.5時間である。消火せん排水で一応

効果はあがるが、排水個所の水はけ状況や、ほ

とんどが夜間作業を要することなどから、徹底

的な処置がとれず一時的効果に終わる場合も多

い。効果をあげるには、区域一帯を残らず時間

をかけて排水を行なう必要があることを痛感し

ている。

さびこぶが赤い水という形で出る原因の一つ

が、水の動きにあることから継続的に水を動か

すようにするため、小口径ドレン(分水せん建

込み、仮配管)の設置により「たれ流 lJ にし

ている個所もある。 (20~30個所)

また、季節的には非常に無駄と考えられがち

であるが、春から夏にかけて、夏期の需要量増

大に伴う集団発生を予測して「定期排水」を行

なっている。これは毎年4月中旬より 7月初旬

にかけて、市内全域の危険区域を重点、にして約

150個所をピックアップして、消火せんまたは

ドレンにより排水を行なっている。排水はすべ

て夜間作業で、運転手、現業職員、技術職員各

l名で班を編成し、土曜、日曜を除く毎日 1班

がこれに当たっている。

車両には消火せん用スタンド・ホース、バリ

ケード、赤色点滅灯その他を準備している。時

間は一応清浄となるまでとしているが、だいた

い l 個所当たり 1~2 時間で、一晩に 4個所を

標準としている。作業は赤い水が出るおそれが

ある旨の広報をした後、 19時ごろから始め24時

ごろまでには完了(同時に近接の数個所の消火

せんを実施)するようにしている。なわ、実施

後「配水管洗機日誌」を作成して後日の参考と

している。

以上の排水すべてを合算すれば、月平均で 1

万トンぐらいと推定している。

工事に伴い赤い水が出ることが予想される場

合は、断水と同様に広報にはとくに注意してい

る。しかし、その範囲が予想外の個所に広がる

ことがあったり、当然出ると予想される場所で

出なかったりすることがあって困ることがある。

このためメインパイプの工事等、赤い水が予想、

される工事を実施した場合、水圧その他の記録

をとり後日の参考としている口広報の範囲を広

い自に行なったが、これに反し異常のなかった

場合にも苦情を聞く場合がある。昨年の例であ

るが、赤い水に備えて「ため水用のポリバケツ

を何個も買って水をとっておいたのに・・・・・・・・1

「屈を休んだのに......J というケースもある。

3.今後の問題点

赤い水は発生源である「さびこぶ」がなくな

らない限り、種々の条件によって「形J となっ

て現われてくる。管網的な「止まり」個所では

鋳鉄管はもちろんのこと、石綿管でも出る場合

が多いが、最近のケースでは、管網的には止ま

りでないが制水弁の「タイコ落ちJ により閉止

状態となって止まりと向。結果になることも考

えられる。弁栓については、現業職員による「弁

せん班」によりでき得る限りチェックしている

が、完全を期しがたい。(現在市内弁せん数は

約 7000個である。)

本来、制水弁は開閉のために設置しているの

であるが、現実の問題としては、あまりさわり

たくない O 分岐工事にしても、不断水式工法が

開発されてからは、断水もいくらかは少なくて

すむようになったものの、移設工事や工事中の

破裂等、下水その他の建設工事の増加の影響を

うけて弁操作の機会が多い。

消火せん排水の場合も、弁操作を併行して実

施されているところもあると聞くが、当市では

なるべくさわらずにやっている。これは通常、

一方通行の水流が逆に流れたり、流速の変化に

よる赤水の発生が考えられるからである。同じ

ように、水圧状況から水が「押し押しになっ

て滞流しているような個所にも出やすい。
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また、布設年次によっては鋳鉄管の道路での

埋設被りが少ないものがあったりするが、この

ような個所では、重車両の通行による振動で管

壁のさびこぶが剥離して赤い水という形に現わ

れるケースもある。この場合も折損等はなく、

管の寿命は十分あると考えられる。

現在の処理の方法は、いかにして赤い水とい

う「形」として現われないようにするかに重点、

を置いている。これでは発生源はそのままであ

るから、爆弾をかかえているようなもので、将

来も同ピことを繰り返すことは明らかである。

抜本的には、布設替等によりライニング化する

ことである。このうち、既設管の寿命を買って

再生によるライニング方法は、口径や路線状況

により異なるが、小口径管の場合は、分岐給水

管の状況がはっきりしない場合が多いことや、

ライニング後の分岐管よりのプロ一、およびそ

の後の処置にも問題が残ると思われる。

さらに「曲管部分」では埋設状態で実施でき

ず、掘さくのうえ、取外してライニングを行な

う必要があるなどのデメリットがある。

布設替との工費の比較については、実施例が

少ないため一概にはいえないが、中口径以上に

なってくれば再生によるライニングのメリット

が出てくるように考える口

しかし、現実には赤い水の発生源は小口径の

ものほど多く、結局は布設替によるライニング

化ということになりそうである。布設替等の改

良工事の実施状況は、表-4のとおりである口

「赤い水、出水不良対策事業」として昭和43年

度より 3年計画で実施中のものである。

事業である限り、水の供給を使命としており、

常に質、量において需要を満たさなければなら

表-4 (krn) 

年度 I41 I 42 I 43 I 44 
延長 I 19 I 13 I 32 I 29 

ないが、水道事業は10~15年の見通しをもって

計画する必要があり、これによる設備投資の増

大によって財政状態が悪化している。これは全

国的に共通した現象であろう口もとより経営の

合理化に努力をはらう必要があることはもちろ

んであり、また努力がなされているが、今や国

の抜本的な財政措置こそ必要であろう。

給水管についても、装置の所有権が市民にあ

り、管理義務を有するとはいえ、わずかな費用

では改造できない場合もあり、鋼管を使用して

いる装置の改造に限って、市が工費の一割を負

担して改造を促進する制度も一考の要がある。

当市にわいても鋼管を使用している装置に限っ

て、数年前まで「労力費」を市が負担して改造

工事を行なう制度があったが、現在は療止され

ている。

布設替するものについても、鋼管については

ピニルライニングのものを、配水管についても

直管のライニング管はもとより、異形管のライ

ニングについても、現在では問題が多くあるも

のの、検討のうえ採用の方向に向かうべきであ

る。ごとまでいっても、最終的には弁せん類に

問題が残ると思われるが、一歩前進すると考え

る。

最後に、赤い水に対しての処理作業をまとめ

て列記すると、次のとわりである。

1 .苦情が発生する度毎に、現地で応急処置と

してドレーン、消火せん等から排水する。

2.赤い水が現地の使用量の不足から起こると

考えられるものは、たえず水が流れ動くよう

にする建前から分水せん等により継続排水す

る口

3.以上二つを組み合わせ、なおかっ管径の大

なるところは弁の操作により、一方通行にす

べく一方の弁を閉じてゆき 2~3 回程度開き

の状態にまでもっていく。

4.地区全体が老朽管で、赤水の発生をみる場

合は、布設替にあたっては主管以外は現地の

状態に合わせて、口径は「小さい目」という

考え方で布設替し、水需要とのバランスを考

慮している。

5.異形管についても、ライニングをして使用

するように決裁措置中である口

6. 45年度は44年度において調査した消火せん

(2，200個)の水圧、流出量を参考にして、赤

い水の発生源である配水管の状態や使用状態

と赤い水の発生との関係を調査する予定であ

る。

以上、当市の状況を報告させていただいたが、

一つでも参考にしていただけることがあれば幸

いで、ある口
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水源開発

まえが、き

福岡市の水道は、近郊にわける水源開発に行

き詰り国内でも初めての試みとして、農業用水

をパイプでかんがい配水す‘ることによって生み

だした余剰水を上水道に利用した。工事はポン

プ。施設とパイプの布設で簡単であるが、農業と

いう全く別の世界に水道マンがとび込み諸々の

問題点に遭遇して、その都度問題を何とか解決

して現在にいたっている口計画の段階で、これ

ら諸問題をあらかビめ知っていれば事業実施が

スムーズに行なわれるはずで、ある。この私の拙

い報文が、今後同ビような計画をされる方の何

らかの参考になれば幸いである。

1 .福岡市水道の概要

福岡市は、西日本における政治、経済、文化

の中心都市として位置づけられており、また東

京、札幌とともに日本列島の管理中枢都市とし

て、今後の発展が約束されている。人口は、現

在83万人で l、 2年内には指定都市として、国

内10大都市の仲間入りをするはずで、ある。しか

し、水道の使用量は割合に低く、 l人 1日給水

量 35012/日程度て¥給水人口74万人、普及率90

%、現有施設能力は26万ぱ/日である。この施設

能力26万ぱ/日に達するまで9回にわたる拡張工

事を行ない、現在なお第 9拡の100，000万ぱ/目、

第11拡の 18，000ぱ/日の拡張工事を行なっている。

さらに、昭和45年度から第12拡の65，000m' /日の

拡張工事に着工する予定である。

人口の都市集中化現象は、全国的に顕著で、あ

るが、福岡市においてもご多間に漏れず毎年 2

万人程度は増加しており、市周辺の衛星町村に

おける増加をも考慮に入れると、 3~4 万人に
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も達する有様である。また、市民の生活程度の の水源を小規模で、はあっても、なんらかの開発

レベルアップによる単位給水量(1人 1日給水 をして需給のバランスを取らざるを得ない。こ

量)の増加もあって、需要水量の年間増加量は こに福岡市水道の大きな悩みがある。

2万ぱ/日程度に達する。

一方、給水能力の方は過去の水源開発で¥わ

ずか26万m'/日の確保に9回もの拡張工事を行な

ったことからもわかるように、市近郊には貧弱

な水源しか存在しない。すなわち福岡市近郊は、

そもそも隆起海岸であるから、地下岩盤が最も

深いところでもわず、か40mで着岩し、地下水の

湧水量が極少で、、一井当たり 200~300ぱ/日が限

度である。しかも、全市的に鉄分の含有量が多

くて質量ともに恵まれない。また地表水は河川

水のみで、その河川も多々良川190km2、那珂川

129km2、室見JI I 83km2、御笠)1I 74km2と集水面積

は非常に小さく、その上いずれの川も潅減用水

の需要が大きく、河川水の余剰水は全くないと

いっても過言でない状態である。ただ40krn南方

には、北部九州随一の大河川たる筑後川(阪東

太郎に続く筑後次郎)があるが、これとても集

水面積はわずか2，860km2で¥全国26位に位置す

る中河川である。しかも集水面積2，860krn2に対

して、水田の濯概面積は583km2で、農業用水の

負荷率は他の河川に比して著しく高い。また、

流域は福岡、佐賀、熊本、大分と四県にまたが

り利害関係者も多く、総合開発は遅々として進

展しない O しかし本市の水道は、その筑後川を

命の綱に頼んでいるのが現状である。

そもそも福岡市ほどの規模の都市では、ーカ

所当たり 10万m'/日単位の水源を開発するべきで

ある。この基本方針にのっとり、昭和40年には

85，000ぱ/日の南畑ダム取水工事を完了し、昭和

47年100，000m'/日通水を目標に筑後川支流小石

原川の江川ダ、ム取水工事を目下施工中である。

また、すでに水資源開発促進法による基本計画

で水配分が決った筑後川本流から240，000m'/日

の取水を計画中で、本市は昭和50年通水を希望

している D このような水資源開発の骨組に対し

て、自己流域開発は南畑ダムまでで、江川ダム

告よび筑後川取水は、他流域からの導水で流域

変更になるため、多大の地元関係者との利害が

錯綜して、開発計画はどうしても遅れがちとな

る。しかし需要は、伸びる一方なので、その聞

の不足水量を充足する水源開発として、市近郊

2.開発の必要性と発想、

前記の南畑ダムより 85，000ぱ/日の取水が昭和

40年に可能となり、総施設能力は145，000ぱ/日

から一挙に230，000ぱ/日に倍増したのであるが、

需要の伸びは予想に反して激しく、同時に次期

計画の江川ダム完成が2、 3年遅れるので、江

川通水までの継ぎ水源の早急な開発が必要にな

ってきた口そこで、急きょ 6名の水道専門家に

より、編成された近郊水源開発調査専門委員会

を発足させ、市近郊の水資源開発を検討した結

果、二つの結論を得た口

1 .当面の水不足に対処するための、 1年間で

通水可能な水源開発としては、市近郊で、渇水

期に最も強い那珂川の河川自流開発をすべき

である。ただし、取水はj可川自流であるため、

夏季渇水期に取水不能となる場合があるが、

その時は制限給水も止むを得ない口

2.福岡市近郊の河川では、農業用水の使用水

量が多く、河川自流の開発は不可能であるか

ら、非濯i既期の水を貯水して利用するほかに

方法はない。ただし、ダム貯水方式は工期の

関係から 1年後の通水は不可能で、ある。

この結論に従って勺」の緊急、対策として、

那珂川の農業用水を管路で濯減配水することに

よる合理化で生み出された余剰水30，000m' /日に

ついて水道用水源の開発を行なった。 i2J の

貯水池式開発には配水管圧が低い東部に、集水

面積がわずか 1krn2で貯水量1，600 ，000m'の小規

模ながらダムを築造することとした。集水面積

が 1krn2では降雨によるタユ流入による貯水が不

能であるため、主に非濯j既期は 4，800m自在れた

猪野川よりポンプ揚水で貯水し、これを主とし

て濯滅期に利用する計画である。工事は用地買

収・補償交渉を丸 1年で片付け、土木工事は l

年 3ヵ月、総工期2年 3ヵ月の超スピードで本

年(45年)7月完成の目標で目下施工中である。

さて那珂川取水であるが、特殊な対策を講じ

ないで河川自流をそのまま取水することは、二

つの大きな問題があって不可能となった。その

第 1は、河川汚濁による公害問題が社会的にク
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ローズアップされ、維持用水の確保が叫ばれて

いる昨今の情勢から、河川管理者の水利権許可

が不可能と考えられた。第 2に、数年に l回の

かんばっ年の夏季謹減期には農業用水に不足を

きたし、既得水利権者である農民の同意が得ら

れない。したがって、那珂川本流からの河川自

流取水は断念せざるを得なかったが、水道行政

上から水源開発を中止することはできない口

ところが、那珂川の下流から 2番目の老司井

堰左岸農業用取水口は、平常18万ぱ/日を取水し

かんばっ時でも 8万ぱ/臼の取水をしていた。こ

の老司水路のかんがい区域は都市の発展により、

宅地化が進み宅地の間に水田が点在している状

態になっている。それにもかかわらず、農業用

水路は昔と問様水量が減っていないことに気が

つけば誰しも疑問を抱くことであった。

そこで具体的に調査したところ、元来 340町

歩の濯減面積を有していたこの老司水路も、計

画時点、で94町歩に減少していることが明らかに

なった。すなわち、%弱の面積であるから、水

量も話で不足を生じないはずであるのに、取水

量は昔と同りで全く減少していない O その理由

は、田面の標高から水路を満流させなければ家

屋の中に点在する水田に水が入らないからだと

いうことが、農民側の主張によって判明した。

さらに、取入れ量が豊富で、あったため水路は、

すべて素掘水路で漏水も著しいものがあった。

ここで、水圧を与え漏水を減少させれば、農業

用に必要な水量はわずかでよいはずで、ある。そ

の観点、から、管路により瀧j既用水を水田に給水

し、それによって生 Uた余剰水を水道に利用す

ればよいという着想が生れたのである。

3.計画の利害得失

本計画の利点として、水道側は水源開発に行

き詰っているのに、さらに30，000ぱ/日の水量が

確保され、しかも工事はポンプ設備と管布設の

みであるから、短期間で工事を完成して早期通

水が可能であるとの 2利点、がある。農業側とし

て、まず耕地行政上、素掘潅減用水路のコンク

リート化が不必要となる。また農民自体として

も、第 1に稲の徒長問題の解決、第 2に番水制

度に要する労力が不要になることとそれに要す

る経費の軽減という利点がある。徒長問題とは、

農業用水路が住宅地を通っているため家庭排水

が流入して、瀧j既用水に含まれる窒素含有量が

あがるので稲が徒長し、収穫が減少して因って

いたのである。ところが、水路がパイプになる

ことによって汚水流入がなくなり、収穫が増加

するのである。

番水制度とは、かんばっ時に水量が不足して

くると、瀧j既地区を 2または 3ブロックに分割

し、今日はAブロック、翌日はBブロック、翌

々日はCブロック、その次の日はAブロックと、

2日ないし 3日に l回濯水する制度である。

番水が始まると、部落のγ水番」を長として部落

総出で水田に水を引き入れる計画を立て、水田

に引き入れる「水口J(ミナクチ)の操作を行なう

ものである。

以上、農業側の利点から農民の賛意が得られ、

さらには隣接する他の農業水利組合からも計画

に組み入れてもらいたいとの申し出があった。

これで、農業側に反対はないことが確認された

が、一部住民から地下水の低下による井戸水の

澗渇と水路の流量が減少することにより、水質

が悪くなり悪臭を放つようになるとの理由で、

一部反対の声があったことは注意を要すること

である。水道側の問題点としては、濯j既用水を

管路で、配水するので、膨大な事業費を必要とす

る。また、濯減はポンプ加圧方式になり、動力

費をも水道で負祖することを必要とするので、

それらが水道料金にはね返って高くなるから、

すべての場合に成り立たない口本市の場合、 4

カ所の農業水利組合から申し出があったが、残

念ながら事業として経済的に成立したのは老司

堰のーヵ所だけであった。

4.計画の内容

1 )基本計画

総計画取水量:渇水年昭和41年の渇水量

80，000ぱ/日から 60，000ぱ/日を水道わよ

び農業用水の取水量として残りの20，000

m/日は水路維持用水として水路にそのま

まj荒す。

農業用必要水量 :Sーホ航空写真図化図

面を使って現場調査をした結果の実存田

面町歩と、市の農林事務所に実測を委託

して得た減水深とから、農業用の必要水
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写真一 1 潅漉用幹錦水略鹿に労 600メカニカル形内

面モルタルライニング管を布設している

作業現場。

量を算出した 0

2)工事鞭要

取水施設:福岡市内を貫流する那珂川の

老司左岸水路取水地点、より 0.9km下流地

点である大字下日佐日掛地内で、 W.L+

12.0mで60，000m' /日を取水し、沈砂地で、

沈砂処理ののち、労 600X 2，500m、5o500 

X200m、員 400x400mのメカニカル型内

面モルタルライニング・ダクタイル鋳鉄

管を総延長3，100m布設し、 150kwx2台、

250kwx 1台の計3台のポンプで 5kg/cm 

の水圧をかけて、本市、番托水源地に圧

送した。農業用水は、その間必要量だけ

順次抜いていった口なわ、管布設工事は

水路底に埋設するため、地下水の湧出を

考えて接合作業の容易なメカニカル型鋳

鉄管を採用した。

導水施設:番托水源地におけるW.L.+

6.32Mの30，000ni /日の原水を戸 600mmX

2，200m内面モルタルライニング鋼管、

戸600X 2，000mメカニカル型モルタルラ

イニング・ダクタイル鋳鉄管を布設し、

150kwポンプ4台(うち 1台予備)により

8 kg/cn1の水圧で、高宮浄水場に圧送した。

浄水施設:既設139.000ぱ/日の高宮浄水

施設を改良増強して、 169，000m'/日にす

るため急速ろ過池2池を増設すると同時

に、横流式沈澱池に傾斜板を入れて能力

増を計る。

農業用配水管:員 350~戸 100 X 12km石綿

セメント管、戸 75~員 40x5.9km硬質塩化

写真一 2 潅漉用水路支線における管埋設個所。写

真右下に止水栓が 2個あり、左測が濁操

作用で右が難民操作用である。

ピニール管を水路底に布設する。

農業用給水装置:水の出口は、水圧によ

って水田底部を損傷しないように受水桝

を設置し、水圧わよび水勢を殺した。ま

た、水量の調整をするためパルプを 2個

据え付けて、出口側は農民の自由にまか

せ、他の 1つはストップパルプにし、水

道局のバルブキーでしか開聞ができない

ものとして農民に操作を禁止した。これ

によって、無駄な余剰水を生りないよう

に調整している。

3)工期

計画および地元交渉期間 7カ月間(昭

和42年 4 月 ~10月)

工事期間 7ヵ月間(昭和42年11月~昭

和43年 5月)農業用水路底にパイプを布

設するので、非潅減期に完了し、苗床用

農業用水を 5月下旬から通水可能にしな

ければならない。

5.維持管理

維持管理は、高宮浄水場長の管理下にわき 2

年間を経過したが、現在までに大きなトラブル

はいまだ起きてはいない。維持管理の原則は、

1.農業用水に必要な水量は、水道局において

責任をもって水田に給水する。

2.農業用水給水に必要な施設、経費わよび維

持管理は責任をもって水道局が負担する。

3.農業用水を合理化することにより生じた余

剰水は、原則として水道局が利用してよいが、

当面30，000ぱ/日を限度とする。これを増加す
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写真一 3 水田に給水管から給水するところの受水

構

る時には、地元の了解を得るものとする。

4.水田の代掻に必要な農業用水は、旧農業用

水路を通ビて給水し、管路は使用しない口(理

由:代掻は水量が多いので、従来から番水制

度により、 }I頂狗産水していた。それでも、常

時濯水量に比して約3倍になり、しかも既設

農業用水路は、都市排水路として雨水台よび

家庭排水の関係から残すので、これを利用す

ることとした。

の4t頁目で、ある口

ポンプ運転台よび配水量の制水弁操作は、す

べて水道局職員が行なう。給水個所には、三角

形パルプキーでしか操作できないストップバル

ブをつけ、その先に一般の止水せんを設置しで

ある。止水せんは、水道の蛇口を扱うように、

農民が自由に調節できるようにしてわり、手前

のストッフツりレプは出口の水量を調節するため、

水道局の職員が操作し農民に操作できないよう

にした。これにより、余分の水量が水田に流入

しないように調整している。

維持管理の際重要なことは、地元民の窓口と

して何らかの組織が必要で、ある。本市では那珂

川農業用水調整委員会がある。農民の苦情は、

すべて委員長と接渉することになっており非常

に便利である。

6.考察

この計画は前例もなく、種々の問題に直面す

るごとにその問題を解決したので、不要な労力

と時間を費やした。注意しなければならないこ

とは、

1 .減水深は、農業用水の必要水量を算出する

基礎数字であるから、計画に当たって綿密に

調査する必要がある。

2.農業用水路は、都市下水の役目も兼ね備え

ているので、雨水を排水するための断面を必

要とし、また家庭汚水を排水するため、水路

の汚濁および悪臭問題が地元民の間から起こ

ってくることを予想しなければならない。

3.農業用水路の水位が降下することにより、

井戸水使用者からのクレームがつく可能性が

ある。本市の場合、大部分が水道用水利用者

であったため問題は小さかった。

4.管布設竣工図は、とくに詳細に作製する必

要がある。農業用配水管には飲料不適水が通

っており、これと上水用配水管と間違って給

水することがないようにするためである。

また、今後に残された問題として、

1 .間欠潅水方式の採用がある。元来農民は、

経験を基に農業を行なっており、理屈通りに

はいかないものである。大学などの論文から、

間欠栽培をした方が収穫が多くなることを説

いても、我田引水の考えから賛成はしてもら

えない O 現実に目で見ない限り信用しないの

で、実験用水田を見せる以外に方法はないと

思考される。これが実現すれば、水量はさら

に倹:高句されるで、あろう。

2.農業行政とタイアップして作付転換策を行

なうべきである。ただこの場合、都市近郊の

農民は農作物を栽培することが目的でなく、

土地価格の高騰を目的にしている人が多いの

で多少困難に考えられる。しかし、水田を畑

地にすれば使用水量は激減するので、水道側

としては大きな魅力である。

3.将来の代掻用水問題については、将来下水

道が完備されると、水路は農業用の単一目的

用水路になるので、代掻用水のためにのみ水

路を残存させるのは能がない O 当然、管路に

より代掻用水をも給水すべきであろう。

4.都市計画にタイアップして、積極的に計画

に合致した住宅化促進攻策を進めるとともに

水田の宅地化に伴う余剰潅概用水は、それを

全面的に利用すべきであろう。

以上のような諸問題を抱えて、より合理的な

らしめるための努力を現在続けている次第であ

る。
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