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タイトンジョイント管＜総集編＞

日本鋳鉄管協会

技術専門委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　宮岡　正

　過去8回、「鋳鉄管」の協会誌上でタイトン管について論じられてき
た。その中、4編はメ一カー側から形状や性能について論じられ、あと
の4編はユーザー側から使用した結果についての感想や忠告であった。
このように、メーカーとユーザーが卒直な意見を交換し合い改良なり、
工夫なりが加えられて今日に至った。今回、ユーザーから寄せられた
数々の建設的な意見に回答する意味をも含んで、今日のタイトン管の姿
を紹介している。

村山下貯水池～東村山浄水場間
の導水管新設工事

東京都水道局

利根川水道建設　本部長
　　　　　　　　　　　　　　　藤波　哲二

　世界最大のダクタイル鋳鉄管2600mmφを使用して、東京都では第3次
利根川系水道拡張事業の一環として、村山下貯水池と東村山浄水場間に
導水管を新設している。拡張事業の目的は、利根川系と多摩川系との相
互連絡を強化して貯水池を弾力的に運用し、夏季の最大使用時にその需
要に対処するためである。昭和47年夏季に一部通水し、利根川水系の異
状渇水によって給水制限を余儀なくされたが、この拡張事業によって給
水事情をある程度緩和することができ、時を得たものといえる。

愛媛県今治地区工業用水道事業
の概況

愛媛県工務局

工業用水課長
　　　　　　　　　　　　　　　　赤岡　弘

　愛媛県今治地区は、タオル生産地として有名であり、全国生産高の
60％を占めている。そのため染色用水の使用量が増加し、その大半は地
下水に依存しているため過剰揚水となり、水質、水量ともに悪化し、さ
らに都市人口の増加、生活環境の合理化などによって水需要の噌加は著
しい。そのため治水、工業用水、上水道の3者共同で玉川ダムを建設
し、沈でん処理までを共同としている。工業用水道の布設管については
さまざまな問題がおこって苦労したが、管種の決定については工費、耐
久性、水密性、施工の難易度、工期などを考え合せてダクタイル鋳鉄管
を採用した。
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汚水圧送幹線に推進工法用ダク
タイル鋳鉄管を使用した事例

守口市

下水道事業所工務係長
　　　　　　　　　　　　　　　西井　清美

　守口市の下水道計画は、市の中央部を北から南に縦断している西三荘
用排水路を境にして2つの計画からなっている。すなわち、西部側は守
口市独自の処理区域であり、東部側は大阪府が事業主体となっている。
守口市が施工する個所一帯は市街地で、住宅商店、学校などが密集し、
交通事情については道路幅が狭いうえに交通量が多く、また地下埋設物
が錯綜しているため、開削工法では騒音や振動の問題、補償問題など、
さまざまな問題がおこるため、守口市としては初めての推進工法用ダク
タイル鋳鉄管を採用した。その結果、施工技術、経済性などまだ問題が
あるようだが、環境公害などを考えると、今後大いに取り上げて検討さ
れるべき工法といえよう。

長崎県三会原地区畑地かんがい
事業の概要－送水管における管
種の検討－

長崎県島原振興局

耕地課長
　　　　　　　　　　　　　　　荒木　徳治

　三会原地区は、島原市の北西に位置している扇状台地の畑地帯であ
る。土壌は非固結火成岩を母材とし、堆積様式は風積であり、一般に腐
植が多く砂壌土である。そのため、地下水は一般に低く、天水に依存し
ているため毎年干ばつを受けている。今回の事業は用水不足を解消する
ためである。市内中心部にある白土湖を源とする音無川の用水を揚水機
により取水し、送水するものである。なお、三会原地区畑地かんがいを
基幹事業とし、同時に農道の付帯事業を実施し、本地区の基盤整備を総
合的に実施するものである。
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タイトンジョイント管については、本誌

でも過去幾度か紹介されてきた。すなわち、

本誌No.1(41年 8月):小口径ダクタイル管

No.2 (42年 1JJ ) :夕、、クタイ jレ・タイトン

ジョイント管について

No.7 (例年10月):倣米における鋳鉄管事

'1肯

No.8 (45年 5J j ) :タイトンジョイント管

について

No.9 (45年10日):実旧化されたタイトン

ジョイント管

No.10 (46年 5f] ) :タイトンジョイント管

について

No.ll(46年10)-]) :タイトンジョイント管

の接合方法の解説

No.12 (47年 5Jj) :タイトンジョイント管

を採用して

などである。その中の 4中肩は、メーカー側

からタイトン管の形状寸法あるいは性能など

について論じたものであるが、他の 4編は、

都市で実際にお使いになった上での研究なり、

感想、なり、忠告なりであった。

今、読み直してみても、すべて核心をつい

た、極めて示唆に富んだ貴重なものばかりで

ある。そして、これらのご意見を通じて、改

日本鋳鉄管協会技術専門委員長

宮岡正

良なり、工夫なりが加えられながら、ユーザ

ーと共に歩んで今日に至った口

幸いにして、水道協会におかれでも、タイ

トン管を水道協会規格JWWAにしようとの計

画のもとに、専門委員会が設けられて、審議

が進められている。

ここに、ユーザーから寄せられた数々の建

設的なご意見にお答えする意味もかねて、タ

イトンジョイント管の今日の姿をご紹介する

次第である。

ただし、紙数の関係で、寸法性能について

は以前から紹介してきたものと基本的には変

わっていないので、本稿では省略させていた

だくことにした。

実績
表 -1タイトンジョイント管実績表

(昭和46年度)

12仁Hf圭 T 
直管 異形管 f庸 考
(延長m) (個数)

75mm持 60，104 ※異形管は全

100 206，650 体の個数で

150 242，434 
表示

200 151，445 

250 51，625 

合計 712，258 27，188 
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者15 市 名
直 管 延 長 町1 異形:.p;;

守も+ 100併 150件 200砂 250O {国 数

北海道支部

キ尊 市 128 472 1，470 1，490 625 298 
'サH土~ 広 市 1，660 515 9 

北 見 市 2，190 40 

1也 JII 市 620 4 

タ ヲ長 市 435 

古 年 同T 44 

ホ長 似 PlT 20 4 

砂 JII 市 460 1，348 25 

南 茅 音日 問T 4，000 

東北支部

山 形 市 12，312 5，744 3，100 155 6 

宮 古 市 280 1，120 40 9 

岩手県江刺 市 1，184 

青 森 市 280 

山形県上山市 680 

釜 石 市 280 29 

仙 4口J、 市 520 50 

酒 田 市 24 668 1，870 21 

須 賀 111 市 840 200 1，325 14 

しヨ わ き 市 852 

宮城県多賀城町 1 

」成:m. 岡 市 40 11 

名高 島 市 2，010 

岩手県平泉 町 900 1，355 

寒 河 江 市 440 

関東支部

東 京 者日 4，188 1，312 365 380 1，162 

横 j兵 市 1，908 4，110 346 

日 光 市 800 

j甫 手口 市 108 3 

Y召 田 市 380 10 280 

埼 玉 県 南 120 

栃木県南河内村 372 884 3，055 4，780 1，400 410 

平 市 1，356 2，752 280 705 423 

安 中 市 2，772 3，328 2，570 194 

茨城県波崎 町 1，004 2，032 1，510 1，630 20 

JlI 口 市 10，564 4，340 198 

ヲミ :]~ 市ー 8 470 1，205 

栃木県壬生 町 760 19 

桐 生 市 1，672 43 

横 2質 賀 市 692 612 80 2，075 219 

一 鷹 市 1，032 36 一
百周 布 市 868 785 

前 橋 市 1，660 3，020 274 
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直 ダ円ず 延 長 ロ1 異形管
存[5 市 名

f国 妻女75今 100件 150併 200件 250sb 

千 葉 県 570 22 

金 井 市 52 1，816 1，525 157 

神奈川県寒川町 1，220 

市J 山奇 市 65 27 

山梨県耕地課 455 

111 梨 県 農 2，310 1，28Q 19 

割b 子 市 8 5 25 4，275 367 

開I 回 市 492 23 

}¥ j朝 同I 468 375 

水 戸 市 16 

神奈川県箱根町 245 44 

山梨県増穂町 165 760 325 36 

千葉県袖ケ浦町 7，372 2，980 2，925 845 6 

桐 生 市 560 

}II 越 市 180 145 32 

真 鶴 開I 480 17 

中部支部

中公 本 市 3，080 536 1，400 330 66 

新 j烏 市 8 

名 張 市 1，724 1，296 3，665 625 

諏 訪 市 344 248 19 

海 市 24 160 280 110 

福 井 市 560 31，420 7，490 2，525 2，340 99 

j兵 キ公 市 4，408 5，232 17，560 8，360 

j青 オ℃ 市 16 208 355 3，195 330 

長野県富士見町 280 9 

各 務 原 開J 444 152 112 24 

山支 車 市 448 264 2，690 

愛知県清洲町 836 568 2，235 125 1，385 320 

長野県御代田町 280 

島 田 市 1，704 8，636 4，415 360 

尾 張 旭 市 244 1，124 1，460 280 239 

長 里子 県 208 780 1，530 100 

富 山 市 188 720 4，055 100 175 

常 r骨 市 608 

美 ィ農 市 324 325 22 

美 i農 力日 茂 市 2，360 1，290 

長野県八千穂村 152 3 

四 日 市 市 1，260 7，435 7，795 1，500 167 

岐阜県御嵩町 625 41 

長野県白馬 村 15 2，750 363 

鈴 鹿 市 240 

長野県松川 村 4，925 96 

一 条 市 20 260 1，310 48 

浦 郡 市 128 160 
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直 管 延 i毛 汀1 :J'1f: 11ヲ f円;
行1) 名

75件 100持 150件 200や 250併 fVi) tic 

共によ， Ill]" 276 650 2，120 47 

豊 f岳 r-n 25 

新 潟県干11 島村 500 

豊 栄 市' 288 280 680 500 3，485 176 

5o [;H 750 1，455 630 

j宰 l島 市 1，250 2，270 

静岡県東泉 町 600 

~~主 市 80 

1任 ql 868 46 475 230 

iせえ 111 244 224 405 47 

i主 :TIr 県 汁l4i1r l ド1]" 196 

:I:JX 360 480 26 

hlJ li司 8 1，216 4，230 2，380 709 

n ~~ 240 

J持 24 

Bl 480 

長 里f 488 100 13 

大 問J 市 588 

武 生 市 2，096 2，m5 200 

春 [i 井 市 565 2 

静岡県大仁町 600 

ヰl 里子 市 170 

愛知県佐屋町 230 

~~ ， g 日TロL 1，205 37 

静岡県両市町 185 18 

Ii! 830 35 

岐阜県笠 rJ;~ fll]" 2，376 1，500 190 

愛知県木曽川 111]" 12 

9丸 ii正 615 50 

静岡県東伊豆町 4，900 1，060 820 1，700 325 646 

関 西支部

fbJ 
砂、 920 13 

村1 40 828 700 460 145 

大 li!X 400 10，148 40，000 25，000 

大 !4之 400 175 2 

YliI℃ l i半i 345 26 

I泰 チ1: 寺 172 765 

滋賀県愛知川市 1，565 

ヲミ JII~ 1，550 73 

松 455 825 

長浜本道企業卜J-j 672 24 

京 大 r¥!j 12 1，468 105 1，025 359 

信11 Ji)i- 8 4 390 705 525 41 

))ミ 本 市 1，316 685 80 

大阪府 FII 1:tL Ill]" 205 
』ーム一一
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直 1~:; 延 長 ロ1 異形管
行15 名 ト一一一一一一白

寸5rt 100が 150件 200件 250併 {固 数

日大 fll 405 

宍>Jミ三 良 司T 4，892 4，028 3，555 1，530 525 1，350 

和歌山県印南町 3，575 136 

中国・四国支部

Q鳥 tHj 市 1，124 668 125 57 

岡 1 LI 市 292 2，030 9，245 6，945 416 
メ居会、

車士 市 672 572 355 1，765 160 

庄 原 市 4，268 725 39 

広 島 市 120 34，696 40，555 18，125 565 7，963 

米 子 市 92 1，464 735 50 

1車、 ;烏 市 596 850 390 

|向 山県 邑久町 776 500 235 440 

[l 市 日J 292 10 

尾 j丘 市 20 2，625 910 235 

"1'1 
生τz骨マ rli 225 1，975 

ノr玉、 治 市 790 

7任4て 司T 16 1，012 2，060 1，365 425 384 

I罰 矢[1 市 800 605 92 

JII 之 7工 市 180 

j宰 11J 市 484 8 

1t τEtコr 市 1，360 49 

う~~ムて 問 市 12 1，084 10 7，130 1，425 400 

弓τz骨て 市 215 255 

問 IJI 県企業局 575 2，250 13 

関 市 212 530 800 86 

九州支部

武 Mt F打 1，236 28 

大 ノ'7)- 市 1，604 2，090 186 

よ毛 出奇 市 3，856 385 795 230 

鹿 yt ，烏 市 380 3，290 450 166 

大 H 1，604 100 2，765 451 

[1 118 市 24 980 1，380 340 

久 留 米 市 110 45 1，150 130 

言東 f，i 市 650 1，295 1，290 58 

J-hr 出奇 可f 375 19 

イ主 H士 {呆 1，400 

人 ゴ仁コ= 市 2，040 

長崎県西彼杵郡外海町 1，464 93 

相P JII 市 1，060 400 31 

Jヒ 九 川、| 860 

持11 覇 市 956 160 965 287 

そj i司 市 700 18 

そ の f也 3，536 7，080 8，885 7，640 5，590 3，930 

/I1 L 60，104 206，650 242，434 151，445 51，625 27，188 
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施工現場からの声

前掲の通り、昨年度 1年間だけでも、タイ

トンジョイント直管が 712km、タイトンジョ

イント異形管が27，000個布設されたことにな

る。

そこで、最近ランダムに選んだ一部ユーザ

ーにアンケートをわ送りして、実際にお使い

いただいた結果について調査したところ、次

のようなご意見をいただいた。

まず、不便であった点として、

1. ショートボディー異形管について、重量

感がなく何となく不安で、ある。 200~、 250 併

では挿入にやや苦労した。橋梁添架には不

便でないか・・・・・・など。

2. また、地下埋設物が輯較している場所で

の接合はむずかしいのではないか。さらに

こんな場所での挿入器具には工夫を要する

・ーなど。

3. 離脱防止措置はどうするか。

4. カラーの胴長が短かすぎる。

5. 維持管理上、規格化が必要で、ある D

などで、ある。

ショートボディー異形管が軽すぎて、とま

どったとのご意見は案外に多かったが、反対

に扱いやすくてよいといわれる所も同じよう

に多かった。

挿入しにくいことも、馴れるとあまり問題

にならないとのご意見もあった。

また、市陸輸はたしかに失豆かすぎたので、 J

WWAの規格化に際しては、さらに100mm長く

されるはず、である口

輯嶺した場所での配管、あるいは離脱防止

については、後に述べる。

ところで、アンケートの中で、タイトンジ

ョイント管が良かったとされた点については、

次のようなものがある。

1.接合が容易で、時間的にはメカニカルジ

ョイントの約%ですんだ D

2. 掘削、埋戻し、接合費を合わせて約10%

安くついた。

3. ショートボディー異形管は、軽くて扱い

やすい。

4. 1日の作業量は、メカニカルジョイント

管に対して30%程度効率的であった。

5. 10kg!cffiの水圧テストで漏洩が全くなく、

安心で、ある。

その他、継手1カ所当り 50の曲りが許容さ

れること、あるいは直管、異形管ともにダク

タイルになるので、取扱い上および将来も安

心できるということであった。

地下埋設物が轄鞍している場所での配管例

図-1 200掛実験配管図
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図-1で、 A点と B点、の連絡工事を行なう

ものである。実験配管の手順を次に示す。方

法 1と方法2とでは別の要領を試みた。

1 .方法 1の接合手順

(1)⑤、⑥管の陸継ぎ

フォークおよびワイヤロープを使用して陸

上で接合した。

世200X45
0

⑤

同Oox1324.8甲切⑥

ミミ

(2)⑦、⑧管の臨継ぎ

フォークおよびサドルを使用して陸上で接

合し、所定の角度にひねった。

¥ 7、寸ーづr/
~一一/入

(3)⑨、⑩管の陸継ぎ

フォークおよびワイヤロープを使用して陸

上で接合した口

4200 x 1058.4乙切⑨

(4)④、⑤管の接合

⑤、⑥一体管を吊込み、芯出しを行ない、

④管にフォーク、⑤管にサドルをそれぞれセ

ットし、⑤、⑥一体管を吊った状態で接合し

た。

O20υx O200T字管④

(5)⑥、⑦管の接合

⑦、⑧一体管を品込み、芯出しを行ない、

④管にフォーク、⑦管の挿口にサドルをそれ

ぞれセットし、⑦、⑧一体管を吊った状態で

接合した。
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(6)⑧、⑨管の接合

⑨、⑬一体管を吊込み、芯出しを行ない、

④管にフォーク、⑬管の受[Jにサドルをそれ

ぞれセットし、長いワイヤロープを掛け、⑦

管に胴巻きしたワイヤの環の中を通し、管軸

方向に力が働くようにして⑨、⑬一体管を吊

った状態で、フォークを操作して接合した。

フォーク

10 

(7)⑪継輪を用いて⑫管と

既設管および⑩管との連絡

⑪継輪と⑫管を吊込み、まず⑫管と既設管

との接合を行ない、ついで⑩管と⑫管の接合

は⑪継輪を用いて行なった(

戸、⑫
 

2.方法立の接合手11慎

本場合は、各継子部に離脱防止金具を取付

けた。

(1)⑤、⑥、⑦、⑧管の陸継ぎ

フォーク、ワイヤロープ、サドルを使用し

て陸上で接合し、所定の角度にひねり調整し

てから、離脱防止金具を取付けた。(以下、金

具取付けの説明は略す。)

(2)⑨、⑩管の陸継ぎ

フォークわよびワイヤロープを使用して陸

上で接合した。

(3)④、⑤管の接合

⑤、⑥、⑦、⑧一体管を吊込み、芯出しを

行ない、④管にフォーク、⑤管にサドルをセ
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ットし、⑤~⑧イ本管を吊った状態で接合し

た口

⑦、⑧

(4)⑧、⑨管の接合

⑨、⑩一体管を吊込み、芯出しを行ない

④管にフォーク、⑩管の受口にサドルをそれ

ぞれセットし、長いワイヤロープを掛け、⑦

管に胴巻きしたワイヤーの環の中を通し、管

軸方向に力が働くようにして⑨、⑩一体管を

吊った状態で、直管の接合と同様にフォーク

を操作して接合した。接合図は方法 lの(6)と

同じ。

(5)⑪継輸を用いて⑫管と

既設管および⑩管との連絡

接合方法は方法 1の(7)と同様に行なった。

このほかにも、まだいくつかの方法が考え

られるが、とにかくこのように、構築物、埋

設管が輯較した場所においても、タイトン管

およびタイトン異形管を使用して工事を行な

うことカずで、きることカfわかった。

また、先述の施工現場からの声の欄に、こ

うした場合の接合器具について工夫を要する

とのご意見があったが、本実験ではフォーク

の代りに、例えば荷締機、レバーブロックな

どを使ってみて、十分接合できることを確認

した。

タイトンジョイント用

滑斉ドタイトンルーブノノ

タイトンジョイント管の接合に際しては、

挿口を受口に挿入しやすいように、挿口外面

とゴム輪の内側に特殊な滑剤、、タイトンルー

プ内を塗布する D

タイトンルーフやは動植物性油脂のカリ石鹸

を主体としたもので、水質に悪影響を与える

成分は含んでいなしユ。また、水場での配管も

可能なように、水中でもある時間、滑性が持

続するよう調合されている。

その性能については、別に詳細な仕様が決

められているが、主な項目を抜すいすると表

-2の通りである。

表-2 タイトンルーブの性状

色 度 カ、、ードナー色度 7以下

pH {直 7.0~11.0 

遊離アルカリ ないこと

オt 分 量 17%以下

水中;削生持続時間 10分以上

臭い 異常がないこと

水質試験 日未 ク

濁度の増加 1度以下

ゴム輪に対する影響 異常を与えないこと

鉄管に対する影響 。

塗膜に対する影響 。

とくに、水質への影響については、上記の

仕様試験のほかに各種の試験を行なっている。

一例をあげると、次の通りである。すなわち

100s6X 2 m タイトンジョイント管を 2本接合

する。

その際、所定の要領により継手部にはタイ

トンループを塗布する。両端に盲をし、管の一

端から水道水を入れて満水し、イ也端からとっ

た水について水質試験を行なった結果は表-

3の通りで、プランクテストの結果とほとん

ど変わらず、水質に対して悪影響を及ぼさな

いことが実証されている。

表-3 水質試験結果

工頁 目
フやランク

通水直後
通水 1時|

テスト 間後

濁 度 1.0 1.0 1.0 

色 度 3.0 3.0 3.0 

奥 先ズ:rt 異常なし 異常なし 異常なし

pH 値 7.0 7.0 7.0 

過マンガン酸カリ
2.37 3.16 4.27 

消費量 (ppm)

残留塩素 (ppm) 0.1 0.1 0.1 

(8.47. 6.29付公立衛生研究所試験成績)



58 鋳鉄管 昭和47.10 第13号

離脱防止方法

管路中の異形管部(曲管、丁字管部など)

には、管内の水圧により不平均力が作用し、

継手部を離脱させようとする傾向を生ずる D

これを防ぐために、一般にコンクリート防護

が施工されたり、離脱防止金具が使用された

りする。

ここに、コンクリート防護例、および数種

の離脱防止金具を紹介する。

1 .管に作用する不平均力

(1)曲管に作用する不平均力

PB = 2凶 si

ここで、

PB:曲管部に作用する水圧による不平均

力

P 管内水圧

A:管の通水断面積

。:曲管曲り角

(2)丁字管に作用する不平均力

PT 

PT 

丁字管には、枝管の面圧力の反力が不平均

力として作用する。

PT =PAT 

ここで

PT:丁字管に作用する水圧による不平均

力

P 管内水圧

AT:枝管の通水断面積

2.コンクリート防護例

日本水道協会の「水道施設基準解説J に準

ずると、次のようになる。

(1)設計条件

静水圧.4 kg/crri 

拘束

①防護自重および埋め戻し土砂の重量のみ

を考慮した場合(図-2参照)

②防護自重および、側面抵抗土庄のみを考慮

した場合(図-3参照)

の両条件をともに満足する。

土の単位体積重量:1.8t/ぱ

土の内部摩擦角:25
0 

コンクリートの単位体積重量 :2.3t/ぱ

コンクリート防護と地盤の摩擦係数:0.5 

鉄管の土被り:2.1m 

地耐力:15t/m 

防護コンクリート
: 4.0kg/crri 

の許容引張り応力 b 

図-2

図-3



(2)コンクリート防護例

1. 90。曲管

図-4

い」

民法 す法

A B B' 

100 350 457 535 

150 400 507 635 

200 450 608 735 

250 550 610 785 

2. 45
0

曲管

図-5

平面図

F 

150 

170 

200 

250 

断面図

除決
寸法

A B B' F 

100 320 4マ3 541 150 

150 370 532 590 170 

200 430 588 臼4 200 

250 520 611 656 250 

タイトンジョイント管〈総集編〉 59 

3.縦断屈曲45。曲管

図-6 縦断面図

∞ 

図
90。

G H 

200 310 460 

230 360 510 

250 410 560 

300 465 615 

除決
寸法 45。

A B B' D Dノ H 

100 400 481 620 245 156 400 

150 450 538 666 271 183 450 

200 500 591 719 298 212 500 

250 550 608 725 283 200 550 

4.二受丁字管

図-7
断面図 平面図

D 

立政
す 法

A B C D F G H 

100x 75 300 1，010 250 175 100 200 310 

100x100 ~ イシ 255 200 イシ ~ 今

150x 75 350 1，090 260 175 120 230 360 

150X100 イシ ~ 265 200 ~ 宅， ~ 

150X150 ィP 今 270 250 ~ ~ ~ 

45
0 

200x100 450 1，060 275 200 150 300 410 

200x150 イシ 1，180 300 250 ~ ~ か

G H I 200x200 ~ ~ ~ 300 今 今 ~ 

170 310 460 250x100 500 1，130 265 200 180 320 465 

200 360 510 250x150 ィP イP 270 250 。 。 今

230 410 560 250X200 ~ 1，250 280 300 ~ ~ イシ

270 465 615 250x250 今 今 285 350 ~ 。 4砂
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3.離脱防止金具

コンクリート防護が施工できない場合や、

幅鞍配管などで 2~3 本ずつ陸継ぎして、い

くつかのブロックとして配管するような場合

には、離脱防止金具が用いられている口

ここでは、離防金具の数例と使用例をあげ

(e) 

管主失告寺60 

(f) 

る。

(1)離脱防止金具

現在、下図に示すような数種のものが考え

られており、一部市販されている。

(a) 

離脱防止金具の数例図-8

(g) 

一一¥」

色、

内

)
 

ln (
 

(b) 

本{本リング

(c) 

)
 

-
l
 

，，，
z'

白.、、、(d) 
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(2)使用例

(A市、タイトン異形管防護基準例〉

1.二受 f'y:管、曲管 (900

、45。、 22。士、 110

士)

せんは、原則としてコンクリート防護を行

なうこと。

2. 埋設物などによりコンクリート防護の施

工困難な個所、断水連絡工事などの即時通

水を必要とする路線個所には離脱防止金具

の耳:z1tを行なうこと。

な台、曲管に接続する前後に 3m以下の

切管を使用する場合、またはせんで行止り

となる場合でせんを取付ける切管が直管 1

本以下の長さの場合は、切管の接合口、直

管の接合口も離脱防止金具を取付ける。

曲管の場合

直管

。
ぷ?与
可グ/

0印……f史用個Ii]i-

せんの場合

。

β
v
 

直:fi; んせ官
J
H

一;
 

1
J
4

・
(
 

v
十
L

回
'ム吻

'
O

3. 前項以外の場合で、監督員が必要と認めた

場合は、鋼材防護工または併用した防護工

を行なうことがある。

(B市. タイトン異形管防護基準例〉

1 .曲部

90 0 、 45 0 、 220~ 、 11 0 74'の曲管には両側

各 2カ所ずつ使用する。ただし、切管を使

用した時は曲管の継手より

① 100件は 2=4 m (4 mを含む)

② 150 件~250桝ま丘一 5m (5mを含む)

以内の継手にはすべて離脱防止金具を使用

する口

問
問

H
H川

市人{
 

t
↑
 。

2. 了宇部

丁字部は下図のように3カ所に使用する。

ζ

、、。

1 o
 

rて

3. せん止め(消火せん止め、制水弁止めも

準ずる)

丘二 6m以内にある継手には、すべて離

脱防止金具を使用する。なわ、せん止めの

場合は杭などにより十分保護を行なうこと。

立

。印・・・ ..f史!日伯IliJi.

規格

現在の規格は、日本鋳鉄管協会規格JCPA

G 1003 (75~250sb タイトンジョイント形遠心

力ダクタイル重寿量失管)およびJCPAG 1004 (同

上ダクタイル鋳鉄異形管)によっている D

しかしながら、前述のようにタイトンジョ

イント管の認識もたかまり、急速に普及して

いる情勢に鑑み、水道協会にわかれでも、こ

れを水道協会規格JWWAとしてとりあげるこ

とになり、専門委員会が設けられ、とりあえ

ず75~250sbの直管および異形管を対象として、

本年2月以降審議が重ねられている。

欧米でのタイトンジョイント

の普及状況

やや旧聞に属するが、昭和44年 2~3 月に
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実際に欧米の各地を歴訪して、つぶさに調査

した結果は次の通りであった。

表-4 欧米都市の使用継手

(1969q:_ 2 -:1 ) J JJUI:) 

同名 相irI j (bj!J会)名 継 Fの種類

p アメリカ 米国水道協会 全米の90ヲイノがPush-on

タイプ(タイトン形

など)である。

シカゴ 99%まで、がPUSh-Ollo

ニューヨーク 鉛ゴーキング

、ロスアンゼルス タイトン形

イギリス 英国IJ()丘技術省協会 英同全体からみると

タイトン形がお査で

あり、メカニカル形

はj戚っている。{恥j:

的なロンドン市でも

近くタイトン形に切

り替える持である。

ロンドン 1969年3):J現在では'

メカニカj叶伊である。

但し、来年度からタ

イトン形に切りかえ

る予定。

フランス 当市は特殊事情で、

すべて地下トンネル

内に配管する。狭い

トンネル内ではフ寸

ークが使えず、従っ

てタイトン形でなく

エキスプレス形を使

っている。

ベルギー プリュッセル タイトン形

スエーデン ス卜 yクホルム タイトン形

デンマーク コベンハーゲン タイトン形

ノルウェー オスロ 従未は500~以ドはス

クリュー形、 60旬以

上はメカニカル形で

あったO

1969年度からタイト

ン形を採用の予定。

表-5 欧米メーカーの継手別生産状況

( 1969年2-3)J現布)

国名 Zzz λ 社 名 生産継干の種類

アメリカ U.S.パイプ社 タイトン形が90%0

特に24ク -36"~ の大

口径は 100循タイト

ン形である。メカニ

カル形が10針。これ

はガス用及び特殊ユ

ーザ一向けに限る。

昭和47.10 第13号

アメリカン・カスト|ノ'J()即日 (2"-54"~)

アイアン・パイフ中1:I の殆んと守 ~~ffl~ がフ f

スタイトである。

イギリス|スタントン社

フランス|ボンタムソン社

タイトン形及びメカ

ニカル形

オートマティック形

(一種のPush-on)及

びエキスプレス形(一

種のメカニカル形)。

輸出問はすべてタイ

トン形である。

ド イ ツ|ラインスタール社 |現在タイトン形 (80

プデラス社

ハルベルグ社

-600~) が70併であ

るが、これを 100%

にもって行きたい。

メカニカル形(300~

1200~)むよびスクリ

ュー形

(80-500世)が30%。
タイトン形

35旬以下では80~

90%0 

400~600~では100

%。
残りはスクリュー形。

殆ンど 100%がタイ

トン形

タイトン形ジョイント適用規格

アメリカ ......ANSI A21-51-1965 

AWWA C151-65 

イギ、リス......BS4772-CP 2010 

フランス......NF A38-012 

ドイ ツ・・・・・・DIN 28600 

国際規格・・・・・・ISO/DIS. 2531 

〈参考〉

① Push-onジョイント

(その 1)タイトンジョイント



(その 2)ファスタイトジョイント
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町トぐ~下一
②エキスプレスジョイント

③スクリュージョイント

戸に弘二¥

④オートマティックジョイント

要約すると、散米では多くの国がタイトン

ジョイントを国家規格としてとり入れ、国際

規格にもなっているものであり アメリカで

は、タイトンで代表されるプッシュ・オン・

継手が水道用の95%以上を占め、口径も 1350

4と大口径にまで適用主れている。

ドイツでは、タイトンがDIN(ドイツ国規

格)となって80%を占めており、フランスで

もタイトンに似たものが過半であり、スウェー

デン、デンマーク、ノルウエ一、イギリスで

も、ここ数年来急速に一般化しつつあり、タ

イトンは国際的に信頼されている継手'といえ

る。

量産体制

いつの場合でも、新製品に切り替る時には

生産体制が需要に応じ得るかが問題となる。

その上、もともとタイトンジョイントはアメ

リカのユー・エス・パイプ・アンド・ファウ

ンドリ一社の特許であるが、ライセンスの問

題もからんで、生産体制がうまくいかないの

ではないかとの疑問を持たれる向きが多い。

とくに異形管の場合にそうであるが、その点

に関しては、すでに数社が新鋭の技術を駆使

してマスプロに入ってわり、他の20余社も、本

年 5月22日付にて久保田鉄工よりサプライセ

ンスを供与され(北海道地区2社、関東地区

7社、中京地区2社、関西地区8社、九州地

区3社)、それぞれ独自の方法で生産を開始し

ている。なお、これ以外に新たに 6社がサプ

ライセンスを希望してわり、久保田鉄工は現

在usパイプの同意を得べく折衝中である。

以上のことから判断しでも、従来供給面で

問題の多かった異形管もタイトンに関しては

需要に見合った生産体制はすでに十分とられ

ていることがわかる。

なお、タイトン用のゴム輪はタイトン管の

死命を制するものだけに厳重な試験が必要で、

あり、現在サプライセンスを供与されたゴム

メーカーはいまだないが、久保田鉄工の指導

と検査のもどに 4社が生産を開始しており、

相当量の供給能力を持っている。ごれ以外に

10社ほどのゴムメーカーが現在試作をしてい

る模様である。

。
克
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1 .はじ

東京都では、第 3次利根川系水道拡張事業

の一環として、村山下貯水池に取水塔を 1基

増設し、さらに東村山浄水場まで導水管を新

設する工事を、昭和47年夏季通水を目途に、

昭和46年12月に着手し、昭和48年 1月完成を

目指して、目下鋭意施工中である。

この工事において、口径 2，600mmU形ダク

タイル鋳鉄管を使用したので、そのことを主

として、ここに工事概要をご紹介したい。

2. 呂的

今回の取水および導水施設は、利根川系と

多摩川系との相互連絡を強化して貯水池を弾

力的に運用し、夏季の最大使用時にその需要

に対処するために施工するもので、その内容

は、取水塔を一基築造し、ここから口径2600

mmの導水管を東村山浄水場の既設接合井まで

延長約 2kmにわたり新設して、最大毎秒19.8

ぱ(日量 169万ぱ)の原水を東村山浄水場に導

水し、また一方、朝霞、東村山浄水場開の既

設原水連絡管(口径2200mm)と連絡することに

より、朝霞浄水場に最大11.6ぱ(日量99万ぱ)

の原水を補給するものである。

東京都水道局利根川水道建設

本部長藤波哲二

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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村山下貯水池~東村山浄水場開の導水管新設工事
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写真一 1 取水塔築造(手前の鉄筋は管理構の構脚)

3.工事概要

1 )取水塔

(1)取水塔

高さ 38.13m 外径 9.0m

壁厚1.0m 1基

電動ゲート 2.0mx1.5m 7門

(2)基礎工

泥水工法による円形連続地中壁

外径 14.0m 壁厚1.0m

j采さ 16.0m

(3)導水溝

長さ 100m

2 )管理橋

(1)上部構造

ノfイプランガー型

全長 77.9m

(2)下部構造

逆T字型橋台

小判型橋脚

3 )導水管

3スノfン

幅員 2.5m

基

基

1

i

q

乙

(1 ) 口径 2，600mm U形(内面接手)ダクタイル

鋳鉄管 1，898m

このうち、シールド(内f壬3，300mm)内自己

管 818m

(2) 口径2，400mmU形タγ タイル鋳鉄管94.8m

(3) 電磁流量計口径 2，200mm 1カ所

(4) 蝶型弁口径 2，600mm

(5) 空気弁

4 )工事費

1カ戸斤

6カ戸斤

(1)取水塔

工事費 183，270，000円

支給材料費 41，300，000円

請負費 141，970，000円

(2)導水管

工事費 969，893，000円

支給材料費 481，330，000円

請負費 488，180，000円

委託費 383，000円

(3)全工事費

1，153，163，000円

なお、支給材料費とは、主として鉄管費で

あり、また取水塔の支給材料費は、取水塔取

付管の鉄管費である口

4. 口鐙2，印加m導水管LこU形ダクタ

イル鋳鉄管を使用した理由

とれまで、当局においては口径 2，400mmダ

クタイル鋳鉄管は実用化されているが、口径

2，600mmという世界最大のダクタイル鋳鉄管を

使用したのは、この導水管が最初で、ある。

したがって、その安全性と経済性につき、

前もって種々検討を行なってわいた。

1 )安全性の技術的検討

試験は、昭和44年 6 月 ~8 月にわたり、久

保田鉄工株式会社武庫川製造所において、イ共

試管の通称、管厚T=27 .Omm、T=32.5mmの 2

種類につき、①材質試験、②継手の機能試験、

③埋設実験を当局職員立合のもとで行なった。
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(1)試験項目

①材質試験

(イ)ヲl張り試験 (ロ)衝撃試験

り硬度試験 炉)扇平試験

(柿顕微鏡組織試験 ト)化学分折試験

②継手の機能試験

(イ)接合試験

(ロ)接合部モルタル充填試験

料接合後の水圧試験

ω水圧下曲げ接合試験

(柿曲げ接合試験

(ベ曲げ接合後の水圧試験

(ト)耐外圧試験

③埋設実験

(イ)管体の応力度の測定

(ロ)管の変形量の測定

り管に作用する土庄の測定

なお、埋設実験の実験方法は、管厚32.5mm

×管長3.2m、管厚27.0mmX管長4.0m、管厚

22 .Omm X管長4.0mの供試管 3本を接続して地

中に埋設し、さらに、盛土2.0m(最大土被り

4.0m)を行ない、水圧を負荷して各種の測定

を行なった。またさらに、盛土撤去後、20ton

トラックを 2台通過させて測定した。

(2)試験結果の総括

上記試験項目により各種の試験、実験を行

なって、技術的に種々検討を行なったが、こ

こでは、枚数の関係もあって詳細ははぶき、

試験、実験の結果を総括して述べる口

①材質について

今回の口径 2，600mmU形ダクタイル鋳鉄直

管は、従来のサンドレジン鋳造法によらず、

種々改良を重ね開発したウエットスプレー法

により鋳造されたもので、材質的にも、寸法

的にも著しく改善された製品であった。

例えば、材質面で最も重要で、ある抗張力は、

今回の試験では次のとわりである。

単位:kg/mm2 

主主11-----笠旦 T=27.0mm T=32.5mm 

受口部3本の平均値 47.0 46.9 

直部12本の平均値 45.2 46.9 

最 {丘 f直 44.4 44.4 

また、参考のため行なった口径 2，600mm以

外の口径1 ， 200mm~口径2 ， 400mmのウエットス

プレー鋳造ダクタイル管20本の引張り試験結

果では、平均47.99kg/mm2と高い値であり、現

在JWWAで規定している抗張力38kg/mm2を大

幅に超えた。

②継手の機能について

継手の性能に関し、今回行なった口径2，600

mmU形継手機能試験の結果では、挿口載荷一

受口支承という最も厳しい条件にかかわらず、

挿口部に 51.5mmの変形を与えても 15kg/cm2

の水圧に耐えている。なお、この時の挿口~

受口間の隙間変化量は1.5mmで、あり、口径2，600

mmU 形継手の丸ゴム部の回宿代(標準で、9.0mm、

最低で、も 6.0mm)に比べ、はるかに小さい。

実際の埋設条件下では、挿口載荷-受口支

承というような厳しい条件はほとんどなく、

また今回の埋設実験結果でも、土被り 2.5m

の時の垂直接みは、 17mm~22mm程度にしかな

っておらず、したがって、継手性能について

は問題なく安全で、あった。

③埋設による外的条件に対して

管の安全性を検討するうえで最も重要な事

項は、種々の外力によって発生する最大応力

であるが、今回の実験では全般的に土荷重に

よる応力は比較的小さかった。この理由とし

て、支持角の増大が考えられる。

すなわち、管項までの埋戻土を砂に置き換

えたとはいえ、砂利混りシルトの平底に管を

直接わき、埋戻しは、ダンプトラックで落し

込んだだけで掲固めは行なっていないにもか

かわらず、支持角は土被 2.5mの時点で

T =32 .5mmの場合 2 Q = 90
0 

T =27 .Omm -'/ 2 Q =120
0 

T =22.0mm ク 2Q =180。

となり、少なくとも90
0以上の支持角が得られ

た。

次に、土被り 2.5m時に、内圧10kg/cIIIを負

荷した時の最大応力も、やはり土荷重による

発生応力が小さかったことから比較的小さい

ものとなった口

以上のことから、 32.5mmの管厚は、場合に

よっては安全すぎるほどであり、静水圧を7.5
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kg/cmとして、支承状態を確実に900

円弧にし

て施工を注意して行なえば、抗張力38kg/crrlと

しても管厚27.0mmで安全であることが判明し

。
た

以上、口径 2，600mm U形ダクタイル鋳鉄管

につき、安全性の技術的検討を行なった結果、

管厚32.5mmの管はもちろんのこと、管厚27.0

mmの管でも条件によっでは十分安全で、あり、

実用に際しでも問題はないと考えられた。

そのほか、継子の施工性についても検討し

た。当初、大口径なので継手付属品も大きく、

重量もかさむので作業性は悪くなると予想し

たが、 U形管の特長である管内で作業が行な

えることから、作業台を備えてわけば、問題

なく安全に施工できることが判明した。実験

によると、接合に要する時間は、作業者 3人

で51~55分程度て\口径 2 ，400mm管と大差は

なかった。

また、接合部モルタル充填作業も口径2，400

mm管と大差なく、所要時間は、作業員 2人で

52分程度であった。

以上、口径 2，600mm U形ダクタイル鋳鉄直

管につき、安全性の技術検討を述べたが、そ

のほか、異形管についても同じく検討を行な

った結果、安全で、あることが判明した口

2)経済比較

導水管の管種を決定するにさいし、口径

2，600mm U形タγ タイル鋳鉄管と口径2，600mm

鋼管との経済比較を行なった。

なわ、以下の比較は、経済比較をみるため

に算出したもので、両者の差のある工種のみ、

またはその差額を加算しただけのもので、全

工事のメーターあたりの金額ではない。

(1) u形ダクタイル鋳鉄管(管厚27mm)

1，000mあたり

①管体費(付属品共)

②配管費

③接合費

④モルタル填充費

⑤接合雑費

⑥水圧試験費

164，625千円

2，500千円

1，538千円

1，637千円

650千円

1，112千円
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写真一 2口径 2，600mmU形ダクタイル鋳鉄管布設

⑦運搬費の差額 2，200千円

計 174，262千円

(2)鋼管(管厚26mm)

1，000mあたり

①直管 (988m分) 136，838千円

②伸縮管(4カ所 12m分)

7，800千円

③配管費 4，450千円

④溶接費 18，631千円

コールタール
7，427千円

⑤塗覆装工費

⑥切管工費 582千円

⑦電力設備費(工期 5カ月)

基本料金 115千円

設備費 1，900千円

⑧伸縮管室費(4室) 4，000千円

⑨土工費 7，201千円

計 188，944千円

なわ、⑨土工費は、鋼管の場合、 U形ダ

クタイル鋳鉄管よりも掘削幅が50cm広く必

要となり、それに伴う掘削、埋戻し、残土

処理、道路復旧費を計上したものである。

以上の検討の結果、口径 2，600mm U形ダク

タイル管は、管厚27.0mmで、も施工を確実に行

なえば十分安全であり、経済性も鋼管より優

れ、また施工性も高く、しかも掘削幅が少く

てすむため、既設水路の保護も容易なことか

ら、今回の導水管に採用することとなった。
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村山下貯水池取水塔ー鍛図
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図-4 開削部掘削、埋戻し標準図
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図-5 シールド諜準断面図

5.設計ょの留意点

実施設計は、下記の点に留意して行なった。

1 )この導水施設は、昭和47年 7月に、一部

通水を目標としているので、工事を 3工区

に分割発注し、工期の短縮を計ったD

2 )取水塔および管理橋は、風致地区の景観

に重点、をわき、取水塔は、クラシックな既

設のものと相似型とした。

3 )取水塔の基礎構造は、今夏の水需要に対

応するため施工期間の短縮化を計り、特殊

工法としての泥水工法による円形連続地中

壁工法を採用した。

4 )取水塔ゲートの操作は、遠方操作方式を

採用した。水量は、電磁流量計によって計

測され、データは、貯水池事務所わよび東

村山浄水場に電送されることにした。

5 )導水管は、口径 2，600mmU形ダクタイル

鋳鉄管を採用し、その管厚は27.0mmとした。

6)導水管の布設は、布設位置の地形の起伏

写翼-3 管据付

a:本管内径 ?2600mm

b: セグメント内径 ~3300mm

c:セグメント外径再3600mm

d: シールド掘削径 ~3620mm

裏込注入(豆砂利コンクリ

一ト)

セグメント

が著しいため、シールド工法と開削工法と

をf井用した。

7 )開削部は、既設導水路専用道路に管を布

設するので、既設導水路(馬蹄型現場打無

筋コンクリート、 2，100mm X 2 ，280mm) と極

めて接近するために、山留杭は、アースオ

ーガーにより削孔して立込み、既設導水路

の保護と、騒音防止に努めることにした口

なわ、 U形管は、掘削幅が狭くてすむので、

既設導水路の保護に有利で、ある。

8)既設導水路防護のため、開削部は、工事

用重量車の荷重を分散するために、鋼製覆

工板を敷板として使用することにした。

9 )開削部の埋戻しは、管の支承角をj玄げる

ため、管上10cmまでを砂埋戻しとした口

6.施工

工事は、 3工区ほとんど同時に、昭和46年

12月に着手したロ

写真-4 ボルト締付作業
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写真-5 耐外圧試験の状況(挿口載
荷・受口支承水圧15kg./cm2員荷)

ここでは、取水塔の築造工については省略

し、口径 2，600mm U形夕、、クタイル鋳鉄管の施

工性について述べる。

1)配管

本邦最初の大口径鋳鉄管であり、 1本当た

りの管体重量が8ton 以上もあるので、管の据

付が容易でないと当初考えられたが、適当な

重機を使用すれば、管長 (4.0m)に比し、口径

(2，600mm)が大なので、管の据付時に管の振

れが少なく、かえって管の据付、配管が容易

であった。

2)接合

接合作業は、 U形管なので管内部で施工す

るが、大口径なので上部の接合時に作業台を

使用した。作業時間は、 4人の作業員で40分

不呈度であった。

3)接合口モルタル填充

モルタルは手練とし、モルタル養生期間は

3日間とした。作業時間は、 !日当たり 2人

の作業員で 2時間30分程であった。

シールド部の 2次覆工コンクリート(シー

ルドセグメントと鋳鉄管聞の墳充コンクリー

ト)、および開削部の防護コンクリートを施工

した箇所の接合口モルタル填充は、コンクリ

ートの硬化熱の発生後に行なった。

なわ、接合口のモルタル填充において、天

端よりのモルタルの落込みは見受けられなか

った口

4) 水産試験

水圧試験は、 5.0kg/cmの水圧で、行ない、 5

写真一 6 ジョイン卜部変形量測定

分後に4.8kg/cm以上の水圧を保持で、きれば合

干各とした。

異形管部の接合口を除き、全工区で 465口

の水圧試験を行なったが、全接合口が 1回の

水圧試験で合格した。

作業時間は、 1口当たり 2人の作業員で 2

時間30分程であった。

7. おわりに

この工事は、第3次利根川系水道拡張事業

の一環として、村山下貯水池に取水塔を l基

増設し、さらに東村山浄水場まで導水管を新

設する一連の工事であるが、この導水管に、

口径 2，600mmという世界最大のダクタイル鋳

鉄管を使用した。

工事は、昭和47年夏季一部通水を目途に、

昭和48年 1月完成を目指して、昭和46年12月

に着手した。工事は順調に進み、昭和47年 6

月末には、取水塔の一部を除き、導水管はほ

とんど布設を完了した。

今年の夏、 6月24日より 7月15日まで、利

根川水系の異状渇水により、東京都は給水制

限を余儀なくさせられた。この時、多摩川系

の貯水池の有効貯水量は、満水時の89%であ

った。

ごの多摩川系の貯水池の水を、この導水施

j交を通ビて 7月4日より都内に送り、給水事

情をある程度緩和することができたことは誠

に時を得たものと深く信じ、喜びを感じてい

る次第である口
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寄稿
{2} 

霞

況の事工業用

愛媛県工務局工業用水課長

赤岡弘

十地域の概況

本地区は、愛媛県の東北部に位して、瀬戸

内海ベルト地帯の中間にあり、水陸交通の要

衝という天与の条件と蒼社川よりの良質の水

が得られることにより、タオル製造を主体と

した繊維工業が発達した。ことにタオル製品

は、全国生産量の60%をしめるに至っている。

また、本地区を含め、昭和39年に「新産業都

市東予地区」の指定を受け、今後飛躍的な発

展が期待されている。

2.事業の計画から

完成までの経緯

日本経済の飛躍的な発展にともなって、当

地区の地場産業であるタオル製造を主体とし

た繊維工業も急速な伸びを示し、染色用水な

どの使用量の増加が著しくなってきた。これ

ら染色用水の大半は地下水に依存していたが、

近年過剰揚水等に起因して年々その水質、水

量ともに悪化をきたし、さらに都市人口の増

加、生活環境の合理化等による水需要の増加

などに対処するために水資源開発が要請され

るに至った。

このような事情を反映して、昭和37年12月

に今治市において、蒼社川水資源総合開発促

進協議会の結成大会が聞かれ、玉川ダム建設

の早期着工を目標として出発した。

昭和39年 4月には、玉川ダム調査事務所が

今治市小泉に開所された。

工業用水道事業は、昭和40年度に、通産省

一一一一一一一一個圃園事

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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において国席補助事業として採択され、「今治

地区工業用水道事業」が今治市によって着工

されたが、その後、種々の事情で昭和42年度

から県営に移管され、県公営企業局で実施す

る運びとなり、同年12月、今治地区工業用水

道建設事務所を開設、建設に着手し昭和47年

3月完成をみたものである口

3.施設の概要

3者共悶(治水、工業用水、上水)で建設さ

れた玉川ダムは、堤高57.0m、堤長260.0m、

9，100，000ぱの有効容量をもち、これより約4

km下流の越智郡玉川町三反地地先に、堤高4.0

m、堤長30.55m、の取水堰堤を築造し、工業

用水60，000m/日、上水40，000m/日の合計

100，000m /日を共同取水する口

取水した原水は、同三反地地先に築造のう

ち幅7.0m、 内長35.0m、 有効水深3.5mの沈

砂池(2池)で沈砂処理したのち、内径 1，200

mmの導水管も延長6，100m(ダクタイル鋳鉄管

5，358m、鋼管613m、PC管129m)でもって、

自然流下方式により、今治市小泉地先の浄水

場に導水する。

急速ろ過池

導水された原水は、ここで工業用水60，000

ぱ/目、上水40，000m/日に分水し沈澱池に流

入する D

沈澱池の型式は、横流式傾斜板型の鉄筋コ

ンクリート造りで、内幅10.7m、内長32.55m、

4.83mの有効水深をもち、工業用水分は 3池、

上水分は 2池である。

沈澱処理された工業用水は、同場内に築造

された工業用水専用施設である配水池に貯留

される。配水池は、鉄筋コンクリート造りと

し、内幅25.7m、内長28.7m、有効水深3.0m

であり、有効容量 2，300ばて¥約 1時間分の

図-1 今治地区工業用水道事業計画概要図
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図-2 取水堰堤付近一献平面図
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容量である。

一方、沈澱処理された上水は、上水専用施

設である急速ろ過池に入る。

以上、沈澱処理までは共同(工業用水・上

水)施設として築造(負担率二工業用水60%、

工水40%) し、管理についても、県が今治市

より委託を受け管理している。

配水池より、内径800~100mm、総延長13 ， 270

mの配水管により、日量55，800mを市内およ

びその周辺の工場30社に給水する。

4.配水管の計画から通水まで

1 )計画

当工業用水の給水区域は、全般的に蒼社川

のはん濫による砂磯堆積層であるため、地下

水位も比較的高く管埋設に困難が予想された。

また、当地区のような市街地の公道には、す

でに埋設されている施設として、上水道のみ

ならず下水道、ガス、電話ケープル、組合営

工業用水、私設工業用水などが埋設されてお

り、これらについて種々調査を行なったが、

道路の拡幅、市街地の形状の変化により、当

初の記録に残っている資料では、なかなか判

明できない状態にあったので、許される範囲

の試掘により確認するより方法がなかった。

この調査によると、予想される埋設物は、窮

屈な道路の下に雑然と埋設されている。さり

とて別に専用道路などとても考えられる地形

ではなく、比較的埋設物の少ない道路を選び、

それでも埋設に支障を来す施設は、可能なか

ぎり移設を依頼するなどの処置を講じること

でルートを決定した。

管種の決定については、工費、耐久性、水

密性、施工の難易度、工期など種々検討した

結果、主としてダクタイル鋳鉄管を採用する

こととした。

管径の決定は、工場受水圧o.5kg/cni以上と

し、へーゼン・ウィリアムズ公式の流速係数

( C)を110として算出した。

2)施工

先述した通り、市街地の狭隆道路のほとん

どはどこも既設の埋設物が占用している上に、

給水対象工場の大部分は、市街地に点在し、

迂回路もなく、従って請負契約後も、その位

置の確認には調査時点より綿密な試掘を行な

ったが、ごれにも限度があり不安はあったが、

施工に入った口

このような状態で施工せざるを得なかった

のであるが、いざ施工に入ると、上水道・下

水道などのような性質の公共事業でなく、一

般住民に直接恩恵があたえられないというこ

ともあり、工業用水の施工による道路の開削、

よ水道の断水、また工事の水替えによる地下

水位の低下、街路開削による営業補償問題な

どがあまりにも多く、ほとほと困りはてた。

このようなことがありながらも、工事は各

種占用施設の間を縫うようにしながら進行し、

昭和43年度5，712m、昭和44年度4，965m、昭

和45年度には2，593mの合計13，270m、工事費

にして 282，000千円が完成し、昭和46年 8月

通水試験をするに至った。

3)通水

通水試験に際しては、全延長を18区間に分

け、 30~100m /hの流量で、配水池より順次慎

重に充水をし、各区間毎に漏水量の測定を行

なった結果、全体としての漏水量は、 201Z/mIn

なる成車責を収めた。

5.あとがき

以上、当地区工業用水道における配水管に

関する苦労話など、その概略を述べさせてい

ただいたが、まだまだこの紙面に書ききれな

い種々の問題もあった。今後、このような市

街地への埋管は、種々の社会情勢により、困

難になる一方だと思われるので、われわれは

もとより、メーカ一、施工業者各位が創意工

夫し、よりよい方法で、良い施設を作り上げ

るようお願いいたしたい。

終わりに、この事業の完成に協力してくだ

さった業界各位ならびに関係機関の皆様にわ

礼を申し上げます。
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に推進工法用

鉄管を使用した事関

1 .概要

本市の下水道計画は、市の中央部を北から

南に縦断している西三荘用排水路を境にして、

2つの計画からなる。すなわち、西部側は本

市独自で処理する区域の下水道計画であり、

また、東部側については、大阪府が事業主体

である寝屋川北部流域下水道計画に包含され

るそれである。

旧守口市内は、昭和27年から下水道事業に

着手し、現在ではほぼ完備されたが、寝屋川

北部流域下水道に包含される区域以、昭和46

年から着手したもので、完備までには今後数

年が必要で、ある口また、従前湿田であった所

が急激な都市化に伴って市街化されたが、こ

の排水施設はわわむね在来水路などを随時改

修し、市内の幹線水路に放流している現状で

ある D

下水の排除方法についても、地勢は約恥。

程度の平坦湿潤地であり、自然排水は困難な

ため、すべての管渠は合流式にて幹線管渠に

より、ポンプ場ならびに下水終末処理場に導

き、各排水路にポンプ排水するものであるが、

とくに西三荘用排水路以東の流域下水道地域

内の管渠は、すべて流域下水道幹線を経て、

流域下水道のポンプ場ならびに下水終末処理

場に導き、寝屋川にポンプ排水するものであ

る。

以上のとおり、守口、寺方、八雲の 3排水

幹

yし

庄、活

ダ クタ

守口市下水道事業所工務係長

西井清美

和国制
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区を守口処理区、菊水、東寺方、大日、庭窪

の4排水区を鴻池処理区と称した。

ここで、本工事に関係のある守口処理区に

ついて簡単に説明すると、この処理場は守口

排水区の大部分の区域計画面積 151.463haと

寺方排水区計画面積109.039haの計260.502ha

を処理すべきものである。その位置は行政区

域の南方に位置し、守口排水区の東南端にあ

る調整池から遮集管により汚水のみ流入する。

その後、守口排水区計画面積の残り 131.4ha 

と八雲排水区計画面積の全部 183.288haの計

314.688haの計画面積の汚水を大枝ポンプ場

から処理場に圧送し、処理後、西三荘用排水

路に放流するのである。

この汚水圧送幹線に、今回約 900mにわた

り、推進工法用ダクタイル鋳鉄管併 1，100mmを

使用したのである。そこで、その工法等の検

討について、以下簡単に述べる。

図-1 下水道計画図

予定排水面積

計画人口

圧送距離

314.688ha 

60，000人/分

1 ，800m (管径 ~1 ，100mm) 

圧送ポンプ 持600mm2台 Q=46ぱ/min

持500mm2台 Q=30. 7m/min 



であり、ポンプ運転を開始すると停止するこ

とができがたいので、管の品質、ジョイント

などの事故のおきないこと、しかも管路が推

進工法によって埋設するため、埋設後の補修

が不可能なことなどの理由で、安全性が高く

施工性のよい夕、、クタイル推進管を採用した。

夕、、クタイル鋳鉄管は、図-2のように内面

継手U形管の外面に鉄筋コンクリートを巻き、

受口突部と同一外径とすることによって推進

時の摩擦抵抗力を軽減し、外面の損傷と腐食

を防止している。また、挿口に溶接したフラ

ンジとリプの溶接面の勇断抵抗により推進力

を伝達する構造となっており、さらにフラン

ジと受口をボルトで固定化することによって、

推進中の継手部の屈曲を防止している。

管が埋設されてから、地盤変動などで継手

部に大きな外力が作用した場合はボルトが破

断し、以後はフレキシプルな U形本来の継手

となるよう言受言十されている D

第13号80 

2.工法の検討

施工個所一帯は、市街地で住宅、商庖、学

校などが密集し、交通事情については道路幅

員が狭いうえ、交通量が多く、さらに上水道、

下水道、ガス、電々ケープルなどの地下埋設

物が錯綜しているため、開削工法による管渠

の建設は、工事中の騒音・振動による地元住

民からの苦情、営業補償の問題、地盤沈下に

よる家屋、地下埋設物の損傷に対する補償問

題、さらには交通渋滞などか予想され極めて

困難で、ある。しかも管路には、地下埋設物の

関係上、曲率半径の小さな90。曲がりが2ヵ所

あり、シールド工法による施工もむずかしく、

経済性も考慮して推進工法を採用することと

した。

昭和47.10 管主失鋳

3.推進工法管の選定

内径4kg/cm2ても圧送するこの管路は、大枝

ポンプ場から処理場に圧送する汚水圧送幹線

ダクタイル推進管構造図

4.工事の概要

1 )管路

布設延長は約 900mであり、その問 2地点

で地質調査を行ない、土質と地下水の状況お

よび既設地下埋設物の布設状況を調査し、推

進管の土被りを4.5~6.0m とした。

‘@、
00 
rコ
N 
F寸

竪坑の位置は、長期間占用するので民家の

出入口を避け、図 3の区間割とした。土質

は図 4のように、上部は砂質、下部はシル

ト質で地下水は GL-3mで管通過部は砂質

土の範囲である。

フランジ部溶接詳細

曲。 ては己出品r
ハt}Z5¥ 

図-2
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図-3 管路平面図

図-4 柱状図
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2)推進エ

土質調査の結果、管通過部は地下水を含ん

だゆるい砂質土で切羽から土砂が管内に流入

し、地盤の陥没、埋設物の損傷などが考えら

れたので、遮水を目的として管路全断面にア

クリル・アマイド系の薬液注入を行なった。

G.L 
Nil直 102030 4050 

1.60 I 盛土

3 

:lif!11い
6 

6.70 砂mりシルト

8 

一方、沿道の家屋防護のために、土の強度増

加を目的とした水ガラス系の薬液注入を行な

った D

推進竪坑は図 5のごとく、両側ヘ推進が

可能なように長さ 7m、幅 3mの大きさとし、

床には厚さ50cmのコンクリートを打設し、そ
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の上に日型鋼をのせ、これをガイドとして推

進管がスライドするようにした。また、スペ

ーサーの当たる推進管受口には押輪を入れ、

これを保護し、ジャッキの推進力を推進管に

均等に作用するように、ジャッキの円周に均

等に配置した押装置を使用した。推進は、油

圧ジャッキを操作して刃口を地中に食い込ま

せて崩壊した土砂を人力で台車にのせ、ウイ

ンチで管外に搬出する。

接合は、 トラック・クレーンにて推進坑内

に吊下した管を先行管の受口部に合わせて芯

出しをしたのち、推進ジャッキにて挿入し、

U形推進管の接合手順に従って接合する。
写真一 1 ジョイン卜部分の

テストバンド試験

図-5 推進竪坑

5.工事結果

1 )推進力

土留鋼矢板L=7m(※9m)

押込用

油圧ジ、ヤツキ

1，0001: 

G.L 

後

Jヌ?ffillE
土留鋼矢板L=7m(※9m)台

推進管が基準点を通過するごとに油圧ポン

プの圧力計を読み、推進力を測定する。推進

力は最大360tonで、推進管の許容推力660ton

に比べ問題はなかった D

図-6 推進長と準進力
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写真一 2 竪抗および推進工

2)管路の偏イ立

推進が l本完了するごとに、レベル、 トラ

ンシルトで計測した。その結果、到達点にわ

写真-3 貫通一推進工事完了

ける管芯の狂いは垂直方向 2.5cm、水平方向

で"14cm程度であり非常によかった。

図-7 管路偏位量
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3)施工
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芯出し、接合は 1ヵ所当り平均 1時間30分、

推進所要時間は l本当り平均 9時間30分程度

であった。

6. むすび

本市においてダクタイル鋳鉄管の推進工法

を採用したのは、今回が初めてであるが、施

工性においてはヒューム管と大差ないが、内

圧に対する安全性にわいてははるかに優れて

推進長 (m)

推進長 (m)

40 50 60 70 80 

『、『ニニニー」二二ーーーーー一
134 136 140 

おり、圧送管路に適した管種といえると思う。

推進工法は管種にかかわらず、施工技術・

経済性などまだ問題点が多いと思われるが、

最近のように、市街地における開削工事が環

境公害などの問題からして、ますます困難に

なりつつある現状なので、今後大いに取り上

げて検討されるべき工法といえよう。

本稿で紹介した推進工法事例が他都市にわ

いて推進工法を採用される場合のご参考にな

れば幸いである。
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(4) 

鋳 鉄 管 昭和47.10 第13号

長崎県三会原地区

畑地かんがい事業の概要

一送水管における管種の検討-

長崎県島原振興局耕地課長

荒木徳治

1 .計画の概要

本地区は長崎県の南部、島原半島の東部に

位する島原市の北西に位置し、標高48~264m

に開けた扇状台地の畑地帯で、土壌は非固結

火成岩を母材とし堆積様式は風積である。一

般に腐植が多く砂壊土である。

地下水は一般に低く、地区内で、の用水確保

は困難ですべて天水に依存しているため毎年

干ばつを受けている。

従って、この用水不足を解消するため、市

内中心部にある白土湖を源とする音無川(渇

水量Q=36，400m'/ day)の標高(+)2.6m地点、か

ら17，600ぱ/dayの用水を揚水機により取水し、

送水する。

送水計画は、一段自を(十)64mの地区内ま

で揚水し、 2段目で(+)240mまで揚水するこ

段揚水方式を採用した。

配水計画は(+)240m以上は加圧ホ。ンプを使

用し、他は自然圧を利用する中間庄のスプリ

ンクラーかんカヘ瓦とした。

作付ローテーションは主幹作物のサトイモ、

ショウカ¥ニンジンを主軸にその他のそ菜を

来且み入れた。

なわ、本畑地かんがいを基幹事業とし、同

時に農道9線丘一6，882mの付帯事業を実施し、

本地区の基盤整備を総合的に実施する。
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2.受益地積

3.土地状況

①地形概況・一本地区は雲仙岳の北、舞岳 (702

傾斜

区分 3
0
l--:rF 

面(ha積) 

比率
(%) 

4.気象

一般気象

52 

20 

安田

3 0 ~ 8。 8 0~15。 150 
~20。

209 一

80 

共月 間 5 月 ~10月 11 月 ~4 月

平均気温 23.6 ℃ 10.1 ℃ 

平均 1，488.3 mm 675.9 mm 

降水量
基準年

降水 平均

日 主長 基準年

5.営農概況

①農業戸数(戸)

1，241.1 

69 

80 

②平均戸当り耕地面積 (ha)

6.畑地かんがい計画諸元

510.2 

60 

56 

①かんがい期間 7 月 1 日 ~10月 31 日 4 

カ月間

②かんがい方式 移動式スプリンクラー(中

間圧)散水かんがい

m)山麓にひろがる緩傾斜地(平

均傾斜度 3つである。

②土 壌…土壌は眉山の爆発による堆積物

20。以上

言十

16.8 oc 

2，164.2 mm 

1，751.3 

129 

136 

からなる火山灰土で腐植に富み、

土壌は全般に厚いが壌質で透水

性が大きい。軽しようであるた

め表面流去水による流亡が甚だ

しい口

受益地標高
備考

言十 最高 最低

261 
町1 百1

平均傾

264 48 斜度

100 3。

観測所名 日本専売公社島原出張所|

観測期間 S.26年~S.44年

根雪期間 。日

無霜期間 250 日 (3月 5 日 ~11 月 9 日)

最多風向 N 

最大風速 31.5m/s 

③かんがい時間台よび移動回数

l回のかんがい時間 3.5

時間 1日5回移動

④計画日消費水量 5.4mm/day 
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⑤間断日数 7日間断

⑥ 1回のほ場かんがい水量 44.5mm 

⑦スプリンクラーの仕様

型式 TS-30N型、散布水量 46.40 Q/min、

⑧配水系且織

散布直径 30.9m、散布面積 216m'/ケ、作

業圧力3.0kg!cm、かんがい強度 12.9mm/hr，

lセット 5本立、スプリンク間隔 12m、

散水支管間隔 18m

スフ。クラ スプリンクラー数 lセット セッ ト数 傾

散水区 面積 標 高 配水方法 - 1個
① 計算上散布面積

ha m m 
自然流下

m 
A 61 200~ 162 216 2，824 

B 84 162~ 124 イP イシ 3，389 

C 59 124~ 86 イシ イシ 2，731 

D 26 86~ 48 ク Jシ 1，204 

E 10 今 ィP イシ 463 

P 21 264~200 加圧 ク 972 

計 261 11 ，583 

⑨送配水計画模式図

送水方法・・・水源より地区内の標高(+)164.00 

m:b也点、に設ける第 1ファームポン

ドヘ全水量 (17，600m' /day)をポン

プ送水し、さらに標高(+)240 .00 

m:b也点に設ける第2ファームポン

ドヘ標高124m以上の地域(P.A.B 

三会原地区一般計画概要図

国見町

② 実施 ラ4
% 

3，050 108 

3，572 105 

2，889 106 

1，308 109 

476 103 

990 102 

12，015 104 

当 り
① 計算上 ② 実施 % 

斜

散布面積 度

m 。ん

37，800 16.1 20 124 3。

今 22.2 23 104 30 

タ 15.6 18 115 4
0 

ク 6.9 9 130 3
0 

& 2.6 3 115 30 

イシ 5.6 6 107 40 

69.0 79 114 3。

散水区)の用水量 (11，200ぱ/day)

を、ポンプ。送水する。

配水方法・・・標高(+)200.00m以上の地域 (P

散水区)21haは、加圧配水し、(+) 

200.00m未満の地域 (A.B.C.D.E

散水区)240haは自然流下配水する。

ピーク時取水玄

Q胃 O.204m'/sec

~12.24ぱ/min

~17 ， 600m'/day 

渇水窓

Q~0 .421ぱ/sec

出 36，400m'/day
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7.道路計画

本地区は縦断方向の道路は密度 (150m/ha)

的には整備されているが、隣接圃場に通じる

横断方向の道路が整備されていないので、本

計画では横断道路を新設改修する口すなわち、

新設道路 7線 _Q=4，394m (幅員5.0m)改修道

路 2線 Q=2，488m(幅員6.0m~5.0m) を実施

する。また、本地区の土壌状態よりみて路面

構造は密粒度アスコンによる完全舗装とする。

8.主要工事の概要

①畑地かんがい

水源施設・・・取入河川 ρ一35m整備 取入水

槽 1基

送水施設・・・ Q=8，088m 

第 1送水管 Q=6，780m ダク

タイル鋳鉄管再500mm

第 2送水管丘二1，308m 夕、、ク

タイル鋳鉄管再350mm

ファームポンド3基減圧槽 3基

配水施設...5線 Q=10，963m 石綿管及塩

ピ、管 sh400~125mm 

給水施設...6線丘一53，022m 塩ピ管

件150~50mm 

ポンフ苛包設・・・ポンフ?機 3棟 134ぱ ポンプ

3基

②道 路 9"路線 Q=6，882m 橋梁 3 日音

渠59

9.事業費

畑地かんがい 406，000千円(155千円/10a)

道 路 223，000千円

計 629，000千円(240千円/10a)

10.事業年度

着工 昭和46年度

完了予定 昭和49年度

(47年 6月現在)

11 .送水管における管種の検討

6-⑨に示した送配水模式図のとおり、送

水施設Q=8，088mには、鋼管とダクタイル鋳

鉄管を比較検討した結果、後者を使用するよ

うに予定した。検討内容は次のとおりである。

1 )送水管としてのダクタイル管

と鋼管との比較

高圧でしかも斜面、あるいはサイホン状の

配管路になっている、かんがい用送水管での

ダクタイル管と鋼管について比較検討した。

対象口径は本地区で採用する 350~500mm程度

の管とした。

(1)内圧(水圧)および

外圧(土圧)に対する強度

表 1 材料の強度

I買 目 ダクタイル管 吉岡 管

ヲ|張強さ kg/mm2 38以上 41以上

伸 び 。ん 3以上 18以上

衝画値kg-m/cn! 5 ~10 22~28(母材)
ーーーー」一一一

表中の数値は、規格値で、ダクタイル管の

場合は実体から、鋼板の場合は鋼板から試験

片を切りとって、規定寸法に加工したもので

試験する。

表-2 管の破裂水圧 kg/cm2 

ダ ク タ イ jレ 管 鋼 管

口径 種 2 種 3 種 4 種 種 2 種

mm 水圧 管厚 水圧 管厚 水圧 管厚 水圧 管厚 水圧 管厚 水圧 管厚

350 163 7.5 141 6.5 141 6.0 117 5.0 

500 144 9.5 129 8.5 122 8.0 114 7.5 98 6.0 82 5.0 

800 128 13.5 114 12.0 105 11.0 95 10.0 73 7.1 65 6.4 

※管厚の数値はmm単位で示す。

破裂水圧は材料強度を規格値とし(ダクタイルは38kg/mm2、鋼は41kg/mm2
) 

次式を用いて計算した数値である。

2tS P=l5一 こごでP:破裂水圧 t 管厚 S=引張強さ D:公称径
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表-3 試験水圧 kg/cm2 

口径: ダ ク タ イ jレ 管 鋼 管

mm 種 2 種 3 種 4 種 異形管 干重 2 種

300以下 60 50 30 

350~600 50 45 40 40 25 15 12.5 

700~800 40 40 35 35 20 

ダクタイル管の場合は l本毎に水圧試験を行なっている。

鋼管の場合は溶接部のレントゲン写真の代りに異形管だけについて行なっている。

(2) 引張り強さ

内外圧に対応するものとして、材料の引張

り強さが考えられるが、両者とも、ほとんど

同じといえる口

(3) 伸び

外圧がかかった場合、管に携みができて、

それを吸収する。これに対応するものとして、

材料の伸びが考えられるが、両者共必要にし

て十分な弾力性をもっているといえる。

(4)衝撃値

管が外力によって集中的な衝撃をうけたと

きに対応するものとして、衝撃値が考えられ

る。地上配管で落石などの衝撃を受ける場合

は、その値が大きい程有利といえる。

(5)継手の性能

ダクタイル管はメカニカル、鋼管は溶接継

手となっており、それぞれの特長がある。

三会原地区一般計画概要図

第2ファームポンド

HWL 242.10m 

(P A B散水区)
A=166ha支配/

第1ファームポンド

HWL166.10m 
LWL164.50 

(CDE散水区)
A=95ha支配/

第 l送水管 /〆

LWL2.60m -P
1 

1号減圧槽

一一202m 

264m 

汁下二)
A=21ha 

LI 200m 

(A散水区)

A=61ha 

162m 

(B散水区)

A=84ha 

124m 

(C散水区)

A=59ha 
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ダクタイル管 鋼 管

正しい接合が行なわ 溶接が完全であれば

水密 性 れている場合は管が 水密!生大。

破裂するまで大丈夫。

優れた可携性がある。 継手部の靭性の範囲

可 換性
例えば500世管の継手 内で、わずかに曲げ

部は60

まで曲げても ることができる。

水密性に影響はなp。

継手!ケ毎に伸縮性 伸縮継手が必要。

伸縮性 があるので、伸縮継

手の必要はない。

(6)施工性

施工性の良否は、その継手の接合性と配管

の難易で決まる。

ダクタイル管 鋼 管

接合作業は極めて簡 溶接作業および塗装

単で誰でもすぐ習熟 作業があるので、作

作業性 することができる。 業時聞が長くまた高

また接合後直ちに埋 い熟練度が要求され

戻しが可能。 る。

雨天、湧水でも接合 雨天および湧水の場

雨天時
が可能。 合は特別の処理をし

ない限り溶接および

塗装不可能。

斜面配管では30。位ま 斜面配管では内面で

斜面配管 では特別な処置はい の作業が非常lこ困難。

らない。

継手部の許容可携角 溶接部問先を斜めに

の範囲内で簡単に曲 切断することによっ

曲げ配管
げ配管ができる。 て可能であるが、作

業時聞が長く立地条

件では、できないこ

ともある。

異形管部に離脱防止 一般には不必要。

管防護
処理のない場合には、

コンクリート防護が

必要である。

一般には特に注意す 管が操みやすいので

基礎工事 る必要はなく、埋戻 要注意。

しも簡単。

(7)耐久性および維持管理

①材賓と腐食:ダクタイル鋳鉄は、本質的

に鋳鉄と同様の化学組成なので、耐食性も良

く長い寿命が保証されている。鋳鉄は、組織

中に存在する不活性な黒鉛が腐食されないの

で、それを中心として炭化物、酸化物などの

不溶性の徽密な腐食生成物ができる。これが

一種の保護被膜となり、ある程度腐食すると、

それ以後は抑制されるのが特徴となっている。

水質によっては、内面にサピコプができるこ

ともあるが、これは鉄パクテリヤの影響とい

われており、内面に密着のよいセメントモル

タルライニングをすることによって防止して

いる。鋼管は組織的にはほとんど鉄部なので、

腐食に対して不安定なので、内外面の塗覆装

でカノてーしている。

②内面の防食:かんがい用水は1年のうち、

通水期間と断水期間とに分れているが、断水

の場合、管路では一部分が真空になったり、

また水蒸気で充満することがある。このよう

な条件では、夕、、クタイル管内面のセメントモ

ルタルは全く異常を示さないが、鋼管の塗装

では、フクレやメクレの起るおそれがある口

もしこのような事故が起きた場合、中口径で

は補修はまず不可能に近い。

1 2. まとめ

以上を総合してみるに、強度的な面からは

両者とも、実用に際し、これといった欠点は

ないが、施工性、耐久性などから考えて、本

地区における送水管は当市街地を通過する際

地下水が多く、また地下水位も高いという特

殊性を考慮して、ダクタイル鋳鉄管を採用す

ることにした。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

異形管の内面防食対策

日本鋳鉄管協会

　技術専門委員会
　　　　　　　　　　　委員　長尾　正三

　異形管内面はコールタール焼付け塗装が施されているが、錆瘤で閉塞
されるような事態も発生してきている。この問題を解決するため、異形
管類の内面防食の研究を行っており、セメントモルタルライニング、
タールエポキシ塗装、粉体塗装について研究経過を報告する。

中小口径ダクタイル管の推進工
法

日本鋳鉄管協会

配管技術分科会
　　　　　　　　　　　委員　稲垣　博巧
　　　　　　　　　　　　　　　仁木　彬隆

　本誌No.6で中小口径管の推進工法について報告したが、その後いくつ
かの改良が加えられたので、タイトン形内カラー継手推進管（TIC）、
タイトン形外装推進管（TOM）および推進工法の概要を主に、その改良
点と小口径推進管の実績を紹介する。

汚泥圧送および汚水圧送にダク
タイル鋳鉄管を使用した事例

吹田市

下水道部　計画課長代理
　　　　　　　　　　　　　　　森島　治雄

　昭和45～46年度事業として、汚水圧送管布設工事ならびに汚泥圧送管
布設工事をダクタイル鋳鉄管を使用して施工したので、圧送計画の概要
と工事（推進工事を含む）の概要を報告する。

下水圧送管に700mmφダクタイ
ルを使用して

小樽市

水道部給水課長（前下水道課長）
　　　　　　　　　　　　　　宮沢　造酒蔵

　小樽市の下水道は分流式であるが、その遮水幹線の中の下水圧送管に
A形ダクタイル管を使用したので、その遮水幹線圧送管（呼び径700mm×
約2,440m）の概要ならびに使用経過を報告する。

1972年 No.12



発行年 号数 タイトル 著者 概要

タイトンジョイント管を使用して

帯広市

水道部工務課
　　　　　　　　建設係長　城地　明
　　　　　　　　　　　　　　　田守　宏範

　配水管材に関し、①配管コストおよび資材が安い、②継手の構造が簡
単で漏水の因となる要素が少ない、③施工能率が良いの3点から、一部
路線において試験的にタイトンジョイント形鋳鉄管を採用したので、そ
の設計、施工、水圧試験について報告する。

鋳鉄管と下水道

東京都下水道局

建設監
　　　　　　　　　　　　　　　本郷　文男

　東京都下水道の第3次下水道整備5ヵ年計画の概要と、東京都において
大規模に汚水を圧送した事例について報告する。

岐阜県の広域水道

岐阜県開発局

水道事業課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　平工　典司

　岐阜県では広域統合水道計画を県下全般にわたって盛り込んだ第2次
総合開発計画を進めており、その計画概要および東濃上水道用水供給事
業について紹介する。

1972年 No.12
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　昭和47年5月　　



技鱗ぱート

はじめに

近年、環境保全問題がやかましく叫ばれる

ようになり、水質汚濁防止法も施行される運

びになってきているが、逆にいうならば、水

質の汚濁はこれらの法律の強制力を楯にしな

いことには、もはやま交いようのないところに

まで達してしまっていることを示していると

いえる。

このような水質汚濁の被害をまともに被っ

ているのが上水道といっても過言ではない口

上水道用原水の汚濁にともなって、浄水処

理薬品の添加量は加速度的に増加していき、

それに応じて上水道水の水質も悪化し、今日

のいわゆる赤水問題の最大の原因になってい

る。すなわち、戦前においては上水道の水質

も良く、比較的その侵食性も穏かであったが、

戦後、処理薬品としての硫酸バンド、滅菌剤

としての塩素量の添加が飛躍的に増大し、そ

れにつれてpHも低下し、従来の水質であれば

十分で、あったであろうコールタール焼付け塗

装の鋳鉄管内面が錆憶で閉塞されるような

態も発生してきている。

面

53 

日本鋳鉄管協会技術専門委員会

委員長罵正三

このような骨情を背景として、鋳鉄管内面

の防食対策がとりあげられ、直管類について

は、今日ほとんど全部の製品がセメントモル

タルライニングを施されており、内面錆宿発

生およびこれにともない発生する赤水の問題、

流量係数の低下の問題はほぼ解決されている。

しかし、異形管類については、一部の製品を

除いては、これらの問題は解決されないでい

る状態である。

そのため、鋳鉄管メーカーとして、各ユー

ザーの要望に応えるべく、異形管類の内面防

食の研究を行なっているので、その経過を報

告したい。

ト従来の鋳鉄異形管類の塗装方法

鋳鉄管は使用され出して以来、数百年の歴

史を有するが、その歴史において、 1850年代

以前は何ら防食塗装を施こされることなく、

鋳肌のままの状態で使用されてきていた。こ

れが1860年代に至って主に鉄管の内面に鉄バ

クテリアや、管材質自体の溶出に基づく錆宿

の発生による通水能力の低下が問題視され、
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その対策として、英国でガス製造用に石炭を

乾溜した後の副産物として得られるコールタ

ールと、ペイントの主成分である重合油また

は亜麻仁油などの乾性油との混合塗料による

加熱浸漬塗装が発明されて以来、約100年以上

もの長年月にわたって、この塗装法が鋳鉄管

塗装の主流として用いられてきた。このコー

ルグール加熱塗装法は、コールタールの耐水

性と乾性油の塗膜形成能とを併せ利用する性

格をもち、通常の土壌条件による外面腐食や、

非侵食性の内部通水に対しては、かなりの防

食効果を発揮してきていた。

わが国においても、鋳鉄管の塗装法として

は、明治以来、昭和20年代に至るまで、この

コールタール加熱塗装法が、直管、異形管を

問わず、ほとんど唯一の方法として用いられ

てきた。この方法を規定した規格としては、

日本水道協会規格JWWAG104“水道用鋳鉄

管塗装方法"があり、次のように規定されて

いる。

すなわち、使用する塗料は表-1に示すよ

うな精製タールに亜麻仁油または乾性油を 2

%以上混入した浸漬用塗料を80
0

Cに加熱し、

この中に120~1500C に加熱した鋳鉄管を浸漬

し、引き上げ、余分の塗料のタレ切りを十分

にして自然放置し、冷却後乾燥硬化させるも

のである。

しかしながら、この方法では、加熱塗料浴

槽に鉄管を浸漬して塗装するため、塗料浴の

粘度が塗膜厚と直接関係し、またタレを発生

させないという条件をも満足さすため、塗膜

厚は0.03~0.05mm程度しか得られず、非侵食

性の水ならばともかく、硬度の低い、また今

日のように酸性の薬品を多量に添加されたよ

うな侵食性の水に対しては十分な対抗性を持

たず、錆癌の発生、赤水の発生などの現象を

生ずることになる D

先般、日本水道協会において開催された赤

水対策特別委員会の結論によると、コールタ

ール加熱塗装は 2年程度で赤水を発生する原

因となる場合もあると指摘している。

以上のようなコールタ←ル加熱塗装法の問

題点について見ると、直管類については、日

本においては昭和25年より内面の防食対策と

してセメントモルタルライニングが実用化さ

れ出し、今日ではほぼ100%がその対策をと

られてきたわけであるが、異形管類について

はセメントモルタルライニングの施工との技

術的問題点、が当時未解決で、あったため、実用

化は立ち遅れていた。(しかし、これについ

ては後述するように、技術的には今日ではほ

ぼ解決されており、一部では用いられている

場合もある。)

そこで、このコールタール加熱塗装の欠点

を少しでもカバーする方法として、常温涯青

質塗料の塗装方法が一部で採用されてきてい

た。この塗装法は、コールタール中の低沸点

分を除いた真に耐水性の優れたコールタール

ピッチに、耐水性、耐薬品性に優れ、かっ金

属に対する密着力が良好で¥塗膜の機械的強

度の優秀なエポキシ樹脂または塩化樹脂をプ

レンドした塗料を用い、エアレススプレーな

どの最新の塗装技術を駆使して、平均 O.lmm

の比較的厚膜塗装を行なうものである。また

表-1 水道用鋳鉄管加熱塗装用コールタール(JISK 2473) 

工頁 目 規格値

比 :畳 (15/4 OC) 1.1O~1. 20 コールタールに亜麻仁油または乾燥油を 2%

エングラー粘度 (50/ 200C) 15以下 以上混入したものを浸漬用塗料として使用

水 分 (%) 1以下

ベンゾール不溶分 (%) 15以下

。o~230oC 溜分(%) 5以上

。o~300oC 溜分(%) 20以上
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表-2 鋳鉄管の各種塗装法の性能比較

------一一一~
コールター jレ

直管外国常溢塗装
小口径異形管用内外

焼付け塗装 面加熱浸漬塗装

乾 燥 塗 日莫 厚 (mm) 0.03 0.1 0.05 

塗膜硬度(スオードロッカー) 2~3 7 ~10 5~7 

不揮発分の軟化点、 (OC) 市句600 100。以上 約800

粘着試験 (50
0C、500gr) 粘着あり 粘着なし 聞各々 粘着なし

曲げ試験 20
0C 異常なし 異常なし 異常なし

(10~ 180
0

) 5
0C クラック発生 異常なし 異常なし

3 %食塩水中浸漬 1カ月にて小泡発生 6ヵ月異常なし 6ヵ月異常なし

0.1 N 苛性ソー ダ 溶 液 浸 漬 6ヵ月異常なし 6ヵ月異常なし 6カ月異常なし

0.1 N 塩 酸 浸 漬 1ヵ月で小泡発生 6ヵ月異常なし 1ヵ月で小泡発生

水質試験 臭味濁度 Z口L 格 メ口〉、 格 メ口b、 格

(JWWA G 104) KMn04消費量 5 ~ 7 ppm 1 ~ 2 ppm 1 ~ 2 ppm 

これ以外に、コールタール加熱塗装法のコー

ルタール塗料の耐久性をさらに改良するため

コールタールピッチに塩化樹脂を加えた塗料

浴槽中に加熱した鋳鉄管を浸漬塗装する方法

が中小口径異形管類に適用されており、これ

ら塗装法とコールタ，ール加熱塗装の塗装性能

を比較したものが表-2である。

この常温涯青質塗装は、コールタール加熱

塗装にくらべて 3倍以上の防食能力を持って

おり、かなり長期間にわたってその性能を持

続することが期待されるが、その塗装の厚み

が平均O.lmmであることから判断できるよう

に、塗膜はピンホールのない完全無欠なもの

であるところまでは期待できず、従って数十

年以上の長期に対しでも錆の発生を完全に防

止できるとはいえない。

さらに見方を厳しくして、数十年にわたっ

て確実に錆の発生を防止し、直管と同程度の

内面防食性を確保するための究極的な対策と

しては、厚塗りコールタールエポキシ塗装、

セメントモルタルライニング、粉体塗装の 3

種類の方法が現時点では最も効果的であり、

実用性があると判断される。

2.セメントモルタJレライニング

鋳鉄管内面の錆宿防止のため、コールター

ル加熱塗装が1850年より行なわれはじめたこ

とは前にも記したが、この塗装によって水と鉄

管とが直接接触することが妨げられ錆宿の生成

が防がれると考えられ、事実何らの塗装もさ

れていない鋳鉄管よりは遥かに好成績ではあ

ったが、年月が経過すると、この塗装はその

初期の効果を持続せず、侵食性の強い水が通

される場合には塗装面のピンホールを通って

水が浸透し、錆癌が発生する事例が出てきた。

このような水の侵食性を示す指標としては

一般にはカルシウムに対する飽和の程度を示

すランゲリア一指数が用いられ、通水のpH、

総硬度、蒸発残留物、アルカリ度、温度など

によって決められるが、最も簡単な線図とし

て図-}をあげる。

図-1 水賛と錆癌発生との関係練図

nnu 
zι 

わが国においては、いわゆる軟水が多く、

欧州におけるように硬度が高くないために、

錆癌が発生する可能性は、塩素などの添加量

の増加とも相侠って、かなり強いと思われる。
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今から約 130年も以前に、フランスの化学

アカデミーでは、この錆癌発生防止対策とし

てはセメントモルタルライニングが最も確実

であろうと推奨している口セメントはカルシ

ウムを主体としているために、水分の存在下

ではアルカリ性を呈し、鉄系金属を不鋤態化

して防食する作用を持っており、他の有機物

塗装におけるように、水と鉄とを絶縁さすこ

とにより防食するいわば消極的な防食方法と

は異なり、水の存在により積極的な防食作用

を示す大きな特徴がある。

このようなセメントモルタルライニングに

よる水道管の防食は、 1870年頃から鋳鉄管の

内面に応用されたのが最初であり、この場合

は彪インチ厚のライニングが手塗りで施工さ

れ、約70年間使用されていた。

このライニングの管路で約40年間使用後に、

流量係数を測定した結果から、この期間内に

ライニングの面の劣化はほとんど生じていな

いと推定されている 1)。このライニングに用

いたセメントは天然セメントであり、内面の

通水は非常に侵食性が強かったとされている。

1) Lining for Cast Iron Pipe. Jour. of 

New England Water Warks Assoc. 

Vol. L No.4 

一方、鋳鉄管にセメントモルタルライニン

グカ守恒された最初の例は、米国の南カロライ

ナ州のチヤールストン市のJ.E.Gibson氏が

1922年に用いたものである。この場合のセメ

ントモルタルライニングは、鋳鉄管を縦に立

てておき、その中にセメントモルタルを余分

に投入し、その中をライニングの内径に等し

い外径の弾丸形のプラグを引き上げて、モル

タルを管壁に押しつける方法で施工された。

この方法は後述する異形管類のセメントモル

タルライニングの方法と本質的に同 Uである。

この方法で施工されたセメントモルタルライ

ニングは、今日の遠心力施工法のそれとくら

べると、その密着性、透水性、肉厚の均一性

といった面では遥かに劣っていると考えられ

るが、その方法で1922年に施工された16イン

チ口径の管路の流量係数の測定値の経時変化

は表-3のごとくであり、 10年以上経過して

表-3 手込めセメントモルタルライニング管

(16" O)の流量保数の経年変化

試験実施の年 W.& H.公式のiCJ

1922(設置時) 135 

1923 128 

1930 145 

1933 B9 

平均 137 

もほとんど変っておらず、ライニング面が劣

化を受けていないことを示している1)。

その後1922年より 1929年にかけては、セメ

ントモルタルライニングは多くのメーカーに

よってそれぞれ独自の方法で施工されていた

が、 1929年に今日の遠心力ライニング法とほ

ぼ同一の施工方法を規定する米国標準 ASA

の暫定規格が制定され、 1939年にASAA21.4 

-1939“鋳鉄直管および異形管類のセメント

ライニング規格"として制定され、その後、

数次の改訂を経て、 ANSI (アメリカ国家規

格、従来のASAがANSIと改称)A21.4-1971 

“鋳鉄直管、ダクタイル鋳鉄直管および異形

管類のセメントモルタルライニング規格"と

して今日に至っている。

この米国の規格においては、直管類のセメ

ントモルタルライニングは遠心力法によって

行なうことを規定しているが、異形管類の施

工法としては特に規定しておらず、できるだ

け直管のライニングと品質的に同等なものが

得られるようにと抽象的に規定しているのみ

である。米国の各鋳鉄管メーカーのライニン

グ施工の実情を調査した結果では、コテ塗り・

法、遠心力投射法十コテ仕上げ法、セメント

ペーストの刷毛塗り法などが実施されていた。

ひるがえって、わが国に台いては1950年(昭

和25年)より、鋳鉄直管のセメントモルタル

ライニングが遠心力施工法によって実用化さ

れるようになり、その後日を追うにしたがっ

て、その普及の度を広めていったが、異形管

類に対しては施工技術上の問題から、ごく一

部の例を除いてはほとんど実用化されなかっ

たのが実情である。

異形管類にセメントモルタルライニングを
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図-3 遠心力の有無と圧縮強度の関係
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施こすには、その方法として

①コテ塗りによる方法

②遠心力投射法

③セメントガンによる方法

の3種の方法が考えられる。

これらの方法は、直管類に対する遠心力施

工法と比較すると、そのモルタルの品質は同

骨己合を用いると当然変わってくる。一方、

ある程度の強度を目標とする時には、手塗り

の場合でも配合を適当に設計することによっ

て遠心力施工品と同等のものを得ることがで

きる。

図-2、図-3に遠心力施工と型込め施工

の場合のセメントモルタル製中空内筒の圧縮

強度の測定例を示す。

また、鋳鉄管類にセメントモルタルライニ

ングを施こす場合、品質的に最も大きなポイ
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ければならないが、セメントの水和に必要な

水量以上の水分は硬化、乾燥の過程を通ピて

揮散し、セメントモルタルの収縮の原因とな

る。それ故に、できる限り少量の水を使用し

て、かつ遠心力施工をすることによって、セ

メントモルタルをライニングし、 f麦のモルタ

ルの収縮量を少なくし、鋳鉄管面との密着性

を保持せしめる方策が直管類の場合はとられ

ている。

従来の異形管類に対・しモルタルライニング

を施工する場合は、できるだけモルタルの配

合水量を低く管理する対策はとられていたけ

れども、遠心力を適用することができなかっ

たために、遠心分離作用による水のしぼり出

しが不可能であり、したがってライニング施

工後、モルタルの収縮に基づくライニングと

鋳鉄管聞の肌離れ、剥離などのトラブルが発

ントのーっとしてセメントモルタルの収縮の 生し、実用上最大の支障となっていた。

問題がある。すなわち、セメントモルタルは 図-4に、遠心力施工セメントモルタルと

その施工上、当然のこととして水を配合しな 手込めのセメントモルタルの収縮特性の比較

図-4 遠心力施工および手込めセメントモルタルの寸法変化

測定結果(コンパレータ一法)+10 )J彰

脹

率

(X10-4
) 

-10 

材令(日)

21日 28日
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図-5 膨脹材添加セメントモルヲルの寸法変化測定結果

十30 (コンパレータ一法)

20ト1，:7-二ごと丈よと二三-一-3竺巴I制長材8%添加
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-10 

を示す。これからわかるように、遠心力施工

によりモルタルはその硬化乾燥収縮を手込め

の場合に比して、元以下に減少さすことがで

き、上記ライニングの欠点をかなりカバーす

ることカfで、きる。

手込めの場合も、セメントに膨脹混和剤を配

合することにより硬化乾燥収縮をなくするこ

とができる。

図-5に、膨脹混和剤を添加した場合のセ

メントモルタルの寸法変化を示す口カルシウ

ムスルフォアルミネート系の膨脹剤を混入す

ると、遠心力施工によらなくても添加量が一

定限以上になると、収縮をなくすることがで

きるだけでなく、手込めの場合でも膨脹量が

多くなり、品質的に優れたライニングが得ら

れることを示している。

このようにして得られた手塗りのセメント

モルタルライニングの耐久性については、先

に述べた J.E.Gibsonが施工した表-3の例

で十分に示されるが、当社の研究部において

は、写真一 1に示す模型管路を用いて試験を

行なった。

この試験においては、セメントモルタルラ

イニングを施工する際の遠心力を GNo.70、

40、20、 0と4段階に変えた100m岬試験管の

内部に流速4m/secても通水試験を行ない、ラ

イニングの表面の減粍量を経時的に測定し、

その耐久性の判断の資料としたが、 5年後に

調査した結果では、遠心力をかけない場合で、

も減粍量はほとんど変わらず、特にピニル系

シールコートを施こしたものでは、完全な耐

手込め膨脹材材-なし 内

久性をすべての試験管が示していた。

一方、セメントモルタルライニング自体の

耐久性についてみてみると、わが国において

は、普及しはピめてからの期間は約20年であ

り、その問、機会あるごとに調査を行なった

結果、セメントモルタルの防食効果はこの程

度の期間は十分に保持され、セメント中性化

は表面約 1mm程度に限られており、鋳鉄とセ

メントの境界面はアルカリ性による不働態と

しての防食で、確実に発錆が防止されている

ことが石室言忍されている。

またこの問、セメントモルタルライニング

の表面に方垣こしたシールコートによるセメン

トモルタル中のカルシウム溶出阻止は非常に

効果的に行なわれており、表面層の中性化も

ほとんど進行しておらず、セメントモルタル

の表面にシールコートを施こすことが極めて

有効で、あることを示している口

米国においては、セメントモルタルライニ

ング管の40年近くに及ぶ耐久性の調査がなさ

写真一 1 各韓ライニングの通水試験装置
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れており、その一例を表-4に示す。

この表から、 40年弱経過後もセメントモル

タルライニング鋳鉄管は、新設当悼とほぼ変

わらない流量係数を示し、内面防食を完全に

果し、かっその表面の粗度もあまり変化して

いないことを間f妾的に示している。しかもそ

のセメントモルタルライニングの厚みは、多

くは泌インチ (1.5mm)の非常に薄いものであ

ることは、ライニングの優秀さをよく示すも

のと見てよいと思われる。

これらの事実から、先述の米国標準規格A

S A A 21.4 (AN S 1 A 21.4-1971)では、

セメントモルタルライニングの最低厚みを%

インチ (1.5mm)としてわり、この厚みによっ

て半永久的な防食が可能で、あると正式に認め

ている。

以上の諸事項によって、異形管類に手塗り

施工することによって、品質的にも確実なセ

表-4 セメントモルタルライニング鋳鉄管の長期間の流量測定結果

Row Tests Qf Cement-Lined Cαst-Iron Pipe After Extended Periods of Service 

測定場所 口径: シールコート
ライニング厚

管路長 布設年 試験時の C 値Nominal 
有無 Minimum 材齢

Location Size Seal ThLi ci nki rnleg ss Lefnt gth Year Test Age C 
ln. Coated lnstalled yeαrs Value 

ln. 

8irmingham， Ala. 6 yes 1/16 473 1940 1 148 
6 141 
12 138 
17 133 

Catskill， N. Y. 16 no 1/8 30，825 1932 25 136 

Champaign， Ill. 16 no 3/16 3，920 1928 13 137 
22 139 
28 145 
36 130 

Charleston， S.C. 5.78 300 1941 new 145 
12 146 
16 143 

12 1/8 500 1932 15 145 
25 136 

Chicago. Ill. 36 yes 1/8 7，200 1945 1 147 
12 151 

Concord， N.H. 12 no 1/16 500 1928 13 143 
29 140 
36 140 

Danvers， Mass. 20 no 1/16 500 1926 31 135 
38 133 

Greenville， S.C. 30 1/8 87，400 1944 13 148 
20 146 

30 yes 1/8 50，700 1939 19 148 
25 146 

Greenville， Tenn. 12 no 1/16 500 1928 13 134 
29 137 
36 146 

Knoxvi 11 e， T enn. 10 1/16 500 1925 16 134 
32 135 
39 138 

Manchester， N.H. 12 yes 500 1936 5 151 
19 132 
26 140 

Safford， Ariz. 10 no 1/8 1941 16 144 

Watertown， N. Y. 10 no 1/16 500 1927 14 151 
28 132 
37 125* 

事 Theslime covering on the lining was removed by heavy chlorination. 
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メントモルタルライニングが得られることが

基本的に確認された。そこで、実際上異形管

類にセメントモルタルライニングを施工する

方法について説明する。

(1 ) ガン工法

(ガンニットまたはグナイト工法)

湿式法、乾式法があるが、作業環境上から

いって今日では湿式法が採用されている。実

用的には600mm持以上の口径にも可能であるが

主に大口径管のライニングに採用する方法で

あり、圧縮空気でセメントモルタルを高速で

鋳鉄管内面に吹きつけ、ほぼ所定の厚みに付

着せしめた後、表面をコテで平滑に仕上げる。

この場合、全面を均一の厚みに吹きつけるこ

とが比較的熟練を要するが、なれれば良好な

ライニングが得られる。

(2) 遠心力投射法

基本的には湿式ガンニット工法と問ビ方法

であるが、あらかじめ混高東したセメントモル

タルを圧送し、写真一 2に示すように高速で、

回転する先端の投射ヘッドから遠心力で管壁

に向かつて投射する方法であるが、ヘッドの

中心を管の中心と一致させてやれば比較的均

ーなライニング厚が得られ、表面の仕上げは

コテで行なうか、仕上げ用コーンを用いるこ

とによって行なわれる。適用口径は100~800

4であり、比較的能率よく施工が可能である。

(3) コテ塗り工法

適当に配合した硬練りモルタルを人力によ

って鋳鉄管内面にコテで塗りつける方法であ

り、最も原始的ではあるが、入念に施工しさ

えすれば、品質的には良好なライニングが得

写真一2 セメントモルタル遠心力投射装置

られる。ただし、施工能率は前二者に比べる

とかなり劣り、工場生産としては不向きで、

現場施工または補修用と考えるべき方法であ

る。

以上のような施工法によって、異形管の内

面にセメントモルタルをライニングでき、こ

の時に用いるセメントモルタルとしては、直

管の配合とは若干異なり、砂/セメント比は

1:1~1:2、水とセメント比はやや硬練りに

なるように調整、膨脹剤添加量 7~11%のご

とく設計する。養生方法は、蒸気養生後シー

ルコート養生または施工後数時間放置後シー

ルコート養生を施こすことによって、肌離れ、

屯裂などの欠陥の少ない製品を得ることが可

能である。

乙のようなセメントモルタルライニングさ

れた鋳鉄異形管は、ライニングについてのメ

ーカースタンダードにより方笹工され、一部の

都市においては使用されている。

ターんエポキシ塗装

鉄系金属の長期間にわたる重防食用塗装と

して、最近タールエポキシ塗装が広く用いら

れるようになってきた。

このタールエポキシ塗装は、 1959年頃より

市場に紹介され始めた塗料であり、特殊に加

工精製されたコールタールと常温硬化のエポ

キシ樹脂を配合したものであり、コールター

ルの耐水性、耐食性にエポキシ樹脂の耐薬品

性、靭性等の機械的強度、密着性、耐熱性な

どの特徴を賦与したものであり、両者の特徴

が相乗的に作用し合って、非常に優れた性能

を持つ塗膜を形成するものである。

わが国においては、昭和35年頃より徐々に

使用が開始され、東京都水道局、国鉄、道路

公団などで仕様化され、また船舶のパラスト

タンク用の塗装としても広く用いられている。

このような情勢にかんがみ、通産省工業技術

院においては“コールタールエポキシ樹脂塗

料"のJISK 5664規格制定のための専門委

員会が、また日本水道協会においては“ター

ルエポキシ系塗料塗装方法"のJWWAK115 

規格制定のための専門委員会が設置され、検
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討の段階である。

このタールエポキシ塗料は、塗料自体が優

れていると共に塗料の性質に揺変性(チクソ

トロピィー)をf寺たすことができるために、

一度に厚く塗装することが可能になり、 0.3mm

程度の塗膜を一度に塗ることが可能であり、

塗装の信頼性は従来の塗装に比べてより高い

結果となっている。

タールエポキシ塗料に用いられるコールタ

ールとしては、コールタールピッチ、膨潤炭、

コールタールなどがあるが、水道用としては

水質に及ぼす影響を考慮に入れて、低沸点、分

の少ないピッチ系のものでエポキシ樹脂との

相溶性のよいものが選ばれる場合が多い。

エポキシ樹脂としては、基材と硬化剤とよ

りなっているが、基材はピスフェノールAと

エピクロルヒドリンの数分子の反応によって

得られる中分子量の液状または粉末状の物質

であり、これと硬化剤として用いられるポリ

アマイド、ポリアミン、アミンアダクトなどが

反応して、高分子の樹脂を形成するものであ

り、その性質は硬化剤の種類によりかなり左

右される。すなわち、アミン硬化のものは樹

脂の硬化反応終結が早く、生成した樹脂は硬

く、級密であり、耐水、耐薬品性は非常に優

れているが、可携性が若干悪い傾向があり、

また使用時にアミンによる衛生上の問題や可

使時間が短いなどの欠点、がある。

ポリアマイド硬化のものは、塗膜の可携性

が優れており、耐水性、密着力も良好である

が、硬化反応、がやや遅い傾向がある。使用時

の毒性、可使時間などは問題なく、作業性か

らいって{憂れたものである。アミンアダクト

は中間的な性質の樹脂となる。

タールエポキシ塗料は、上述のコールター

ル、エポキシ樹脂に充填剤、溶剤を加えて調

整されるが、その塗料としては

1:液一一一脂基材
+充填剤+溶剤

B ~，夜硬化剤(+溶剤)

1:液一 一 一 蜘
溶剤

B?夜エポキシ樹脂基材(十溶剤)

の2種の配合を行なった A液と B液とよりな

り、使用前にA、B両液を一定比率に混合し

て塗装し、室温で硬化せしめる。

タールエポキシ塗料の性能は、使用する原

料(コールタール、エポキシ樹脂、硬化剤)に

よっても大きく変化するが、さらにコールタ

ールとエポキシ樹脂の配合比率によっても影

響される。概括的にその傾向を示すと表-5

表-5 タールエポキシ塗料のコーJレタールと工

ポキシの比率がその性能に及ぼす影響

Epoxy/Tar 

明確手話%~{O弱%。

塗膜硬度 石更毛

可携性 良

吸水性

密着性 一一ーテ良

耐熱性 良

耐水性 良←一一一
耐曝露性 一一一→良

のごとくであり、耐水性はタール分の多い方

が優れ、塗膜の機械的性能はエポキシ樹脂の

多い方が優れる傾向がある。

前述のJIS規格の専門委員会では、エポキ

シ樹脂の硬化塗膜中での含有量によって 1、

2、3種に分け、それぞれ表 6のごとき性

能を要求しており、樹脂含有率によって差が

出るのは、耐アルカリ性、耐酸性、耐油性で

あり、耐水性、耐湿性、塗膜強度など水道用

の防食塗料として必要な性能は差がないとし

て取り扱っている。

タールエポキシ塗料の耐久性については、

使用開始より 10年程度しか経過していないた

め、正確な資料は不明であるが、最も古くか

ら使用されていた水力発電所のペンストック

(水圧鉄管)の内面について、電力中央研究所

が昭和38~42年の 5 年間の塗膜状況を調査し

た結果からほとんど異状を認めず、さらに長

期間の使用が可能との結論を出している。ま

た、昭和37年頃から普遍的な規模で用いられ

出したペンストック内面のタールエポキシ塗

装は、今日に至るまで定期点検などで調査し

た結果、局部的な欠陥を補修する必要があっ

た以外は、全面的な発錆その他は認められて
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表-6 JIS K 5664コールタールエポキシ樹脂塗料の性能規格案

項目ー-------ゴ里竺 種 2 種 3 種

容器の中での状態 主剤・硬化剤ともに硬い固まりがなくて均等になること。

j昆 l口b、 性 均等に混合すること。

作 業 f生 はけ塗り作業に支障がないこと。

石更 化 時 間 24日寺間以内 48時間以内

塗 1莫 の 状 態
見本品にくらべて平らさは少なくなく、流れ・しわの程度が大きくなく、

ふくれ・われを言忍めないこと。

可 使 時 間 3時間以上 5時間以上

耐屈曲 性 直径1Qmmの屈曲に耐えること。

耐衝撃 性 50cmの高さから落したおもりの衝撃で、われおよびはがれができないこと。

耐す ~丸 '1空 80
0

Cで 5時間加熱する試験に耐えること。

雨t j皇 '性 168時間の湿度に耐えること。

耐塩水噴霧性 120時間の塩水噴霧に耐えること。

霊話.
水酸化ナトリウム 5%溶

耐アルカリ性 液に 7日間浸しでも異状
カずなしヨこと。

面す 酸 {生
硫酸 5 %溶液に 7日間浸

しでも異状がないこと。

試験用 3号揮発油に48時

耐揮発油 性 間j受しでも異状がないこ

と。

同t j由 '1空

加熱 残 分 ( %) 60以上(混合塗料中)

硬化塗膜中でのエポキ
30以上

シ樹脂含有率 (%) 

おらず、流速 3m/sec程度の流れに対しては

良好な耐久性を持つことが示されている。

写真-3に3年 3カ月間、海水を通水した

後のタールエポキシ塗装ダクタイル鋳鉄管の

内面状況を示すが、海水のように上水に比べ

ではるかに侵食性の強い流体に対しでも、一

部のわずかな発錆を除いては良好な状況にあ

ることが示されている。

この防食性能に優れたタールエポキシ塗装

の現在での問題点としては、水質に及ぼす影

響があげられる。この点については、日本水

道協会において衛生常設調査委員会が詳細な

検討を行ない、その基準を現在作成中である。

問題とされていたアミン類の毒性については、

ほぼ問題なしとされ、現在はフェノール類、

過マンガン酸カリ消費量、残留塩素の減少量、

臭気などが検討項目とされているが、解決さ

れつつある。

水酸化ナトリウム 5%溶 水酸化ナトリウム 5 %溶!

i夜に 5日間浸しでも異状 液に 3日間浸しでも異状

がないこと。 カずないこと。

硫酸 5%溶液に 5日間浸 硫酸 5%溶液に 3日間浸
しでも異状がないこと。 しでも異状がないこと。

灯油に 7日間浸しでも異

1犬がないこと。

20以上 12以上

表-7に水質試験の結果の一例を示す。鋳

鉄管異形管のタールエポキシ塗装にあっては、

管路の大部分がセメントモルタルライニング

の直管であり、一部のみに使用されるのが実

情であるため、管路全体がタールエポキシ塗

装の場合に比較すると、その影響は問題にな

らない程度と思われる。

写真一3 タールエポ塗装管の

3年3ヵ月後の状況(海水を通水)



湘
連
時
3
1
4
日
冨
仲
立
誠

。、
む品

(内径80mm手相当の塗布面積/水量比で試験)

室温 水温 濁度 色度
KMn04 

導電率
残留塩素 亜硝酸 アンモニ フェノ 蒸発残

アミン 臭気 臭気 硬度
pHil直

消費量 (ppm) 性窒素 ア性窒素 ール類 留物
(OC) ("C) (ppm) (μv/cm} 

遊離 全残 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (定性) i藍度 (ppm) 

異常で
2以下 5以下

5.8 
10以下 不検出不検出 0.005 500以下 300以下

~8.6 ないこと

人
A 市水道局 最高19.5 (17.0) (0.0) (0.0) (7.0) (0.61) (75) (0.80) (0.000) (0.00) (0.000) (-) (塩素臭) (30.0) 

試験開始 8.46.9.28 最低16.0 17.0 0.0 0.0 6.7 0.92 75 0.40 0.000 0.00 0.000 不 塩素臭 ミ30.5
工 1

供回 B 市水道局
最高18.0 (17.6) (0 ) (0 ) (69) (0.24) (77) (0.9) (0 ) (0 ) (0 ) (一) (なし) (30) 

最低17.3 17.6 0.1 1 6.9 0.71 75 0.3 。 。 。 不 なし 32 
試目

C 市水道局
1291..9 0 

(21.0) (0.5) 1.0 (7.20) (0.9) (73) (0.65) (0.75) (0 ) (0.00) (0.001) (51) (一) (塩素臭) (一) (31.3) 

試験開始 8.46.9.29 20.9 1.0 7.25 1.1 72 0.30 0.40 0.03 0.007 47 不 微j容剤臭 4.0 31.6 。 。

人
A 市水道局 最高19.7 (17.2) (0.0) (0.0) (7.0) (0.61) (74) (0.80) (0.000) (0.00) (0.000) (一) (塩素臭) (30.0) 

試験開始 8.46.9.29 最低16.2 17.2 0.0 。。6.7 0.92 75 0.50 0.000 0.00 0.000 不 塩素臭 30.0 
工 2

f共囲 市水道局
最高18.3 (19.1) (0 ) (0 ) (7.1) (0.16) (72) (0.7) (0 ) (0 ) (0 ) (一) (なし) (31) 

B 
最低16.8 不 なし19.1 0.3 1 6.9 0.16 72 0.4 。 。 。 31 

試目

C 市水道局

A 市水道局 最高19.5 (16.7) (0.0) (0.0) (6.5) (1.臼) (132) (0.80) (0.000) (0.00) (0.000) (-) (塩素臭) (38.5) 

試験開始 8.46.9.28 最低16.0 16.7 0.0 0.0 6.3 2.46 138 0.30 0.000 0.00 0.000 不 塩素臭 39.0 

道 国 市水道局
最高18.0 (17.6) (0.2) (1 ) 6.8 (0.63) (118) (0.7) (0 ) (0 ) (0 ) (一) (なし) (44) 

B 
最低17.3 17.6 0.3 l 6.9 1.66 122 0.2 。 。 。 不 なし 43 

目
(0.60) C 市水道局

1291 .9 
(20.8) (0 ) (1.0) (7.25) (1.5) (110) (0.50) (0 ) (0 ) (0.001) (72) (-) (塩素臭) (-) (17.9) 

試験開始 8.46.9.29 .0 20.9 。 1.0 7.25 2.7 110 0.25 0.30 G 0.03 0.006 72 不 微溶剤臭 1.3 18.2 

A 市水道局 最高19.7 (17.0) (0.0) (0.0) (6.5) (1.54) (132) (0.80) (0.000) (0.00) (0.000) (-) (なし) (38.5) 

7]'( 試験開始 8.46.9.29 最低16.2 17.0 0.0 0.0 6.4 2.77 137 0.30 0.000 0.00 0.000 不 塩素臭 39.0 
2 

道 回 B 市水道局
最高18.3 (19.1) (0.2) (1) (7.1) (0.63) (113) (0.7) (0 ) (0 ) (0 ) (-) (なし) (38) 

最低16.8 19.1 0.3 1 6.9 0.70 111 0.3 。 。 。 不 なし 39 
目

7]1:. 
C 市水道局

注:( 

タール工ポキシ系塗料の水量試験結果の一例(試験片A)表ワ

)内は、空試験を示す。
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現在、日本水道協会において審議中のター

ルエポキシ系塗料塗装方法による性能規格案

を表-8に参考までに記すが、塗膜の機械的

強度などについての要求水準は、コールター

ルエナメルを基準として定められているため

非常にあまく、 JIS原案に比べると水準自体

にいくぶん問題があると思われる。

タールエポキシ塗料の塗膜厚は、従来の塗

装に比べるとはるかに厚いことが特徴であり、

このことがひいては耐食性能の信頼性が大な

ることの最大理由でもある。

JWWA K115の規格案では O.3mm以上の膜

厚を要求している。これだけの塗膜を得るた

めの塗装方法としては、最も一般的には図-

6に示すように、エアレススプレーにより塗

料自体にlOOkg/cm以上の圧力を加えて断熱膨

脹せしめ、噴霧する方法が採用され、一度に

O.3mm以上の乾燥塗膜を得る方法が行なわれ

るが、極小口径管でうまくスプレイできない

場合や、現場に対する塗装などでは刷毛塗り

が千子なわれる。

特に刷毛塗りにおいては、従来のごとき小

口径の鋳鉄異形管類では口径に比べて長さが

昭和47.5 第12号

長く、確実な塗装検査が行ない得なかったが、

ショートボディー化したデザインのタイトン

形異形管では、相対的に刷毛塗りおよび検査

が容易になり、実用が可能となった。そのた

め、今後このタイプの小口径異1tダ苦について

は、このタイプの重防食塗装を客先の要求に

応じて実用化されていくことになろう。

給体塗装

前述のタールエポキシ塗料は、重防食用塗

料としての性能は踊期的なものであるが、均

一な塗膜厚を得るのに比較的熟練を要するこ

と、塗装後乾燥硬化までに長時間を要するこ

と、溶剤を含んで、いるために、塗膜に溶剤が

揮散する気孔がどうしても避けられないこと

などの欠点がある。

粉体塗装は、溶剤を含まない固形樹脂を粉

砕した塗料を鉄面に直接塗装した後、熱によ

り溶融成膜せしめるものであるため、溶剤に

起因する塗膜の多孔性、耐水性、耐薬品性の

低下、溶剤残存による水質の影響、衛生上の

問題点などが完全に解消し、加熱により硬化

が完了するため、乾燥硬化のための保存期間

表-8 JWWA K 115タールエポキシ系塗料塗装方法による性能規格(翼)

試 験 工頁 目 規 定

容器の中での状態
かき混ぜたとき、堅いかたまりがなく
て一様になること

混合性 均等に混合すること

作業性 作業に支障がないこと

塗膜の厚さ o.3mm ~指触乾燥 7時間以内

48時間以内

塗膜の厚さO.15mm{硬指触化乾乾燥燥
3時間以内

24時間以内

塗膜の外観
はけ目、流れが著しくなく、割れを生
りないこと

曲げ試験~きれつ発生までのたわみ 38mm以上

JIS G 3492 l 38mmたわんだときのはく離面積 はく離がないこと

(直接衝撃によるはく離面積 3 cm2以下

JIS G衝撃34試92験 間接衝撃によるはく離面積 はく離がないこと

低温・高温繰り返し試験 きれつ、はく離がないこと

密着性試験 はげないこと

塩水噴霧試験
さび、ふくれ、割れがないことJIS Z 2371 

溶解試験〔付属書による〕
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図-6 エアレススプレー装置

品
V

塗料吸込口
(エアレス・スプレー用ポンプ)

A:ノズルチップ B:ストッパー

C:ストッパー調緩ネジ D:数料人口

E:塗料パッキング F:安全ロック

エアレス・スプレーガン エアレス・スプレーノズルチップ

図-7 粉体塗装の原理および装置概略図

が不必要となり、静電粉体塗装を採用すれば、

塗膜厚の均一性も熟練を必要としないで確保

できる特徴がある。

静電粉体塗装は図-7に示すように、タン

ク中で流動化された粉体塗料はホースを通っ

て静電塗装ガンに送られ、そのヘッドで直流

高電圧を与えられた電界中で負に荷電されて

噴射され、正にアースされた被塗物に静電引

力によって吸引塗装されるものであり、被塗

物の全面にわたって、静電平衡が達するまで

塗料が付着するため、塗り残しの発生する可

能性がなく、均ーな塗膜が硬実に得られる。

この場合、被塗物は予熱する場合としない場

合があるが、前者の方が厚膜塗装が得られる。

このようにして塗装された被塗物は後加熱を

行ない、粉体塗料を溶融成膜せしめ硬化させ、

塗装完了となる口

粉体塗装としては、この静電塗装法以外に

流動浸漬法、フロックガンによる方法などが

あるが、異形管類の内面防食についての利用

は困難である。粉体塗装に使用する塗料とし

ては、タールエポキシ、エポキシ樹脂、塩化

ピニル樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹

脂、ポリエチレン樹脂などがあるが、長期間

流水と接触して防食効果を保持するには、タ

ールエポキシ、エポキシ樹脂、塩化ピニル樹

脂が実験の結果最適であることがわかった。

写真一lに示す管路で4年間通水した後のター

ルエポキシ、エポキシ樹脂、塩化ピニル樹脂

の粉体塗装の内面状況をみると、いずれも異

常は言忍められなかった。

タールエポキシ、エポキシ樹脂、塩化ピニ

ル樹脂を詳細に比較した結果、いずれも実用

可能であるが、塩化ピニル樹脂は密着性が劣

るためプライマー処理が必要であり、工程的

なデメリットとなるため、実用的には前二者

が採用され、価格的にはタールエポキシ粉体

塗装が最も優位にある。

これらのタールエポキシ、エポキシf封脂は

塗装後200
0

Cの温度で加熱硬化さすため、ェ

ポキシ樹脂の完全硬化が可能となり、塗膜の

物性、耐水性、耐薬品性は常温硬化のものに

比べて優れ、揮発性成分、可溶性成分を含ま

ないため、水質に及ぼす影響ははるかに優れ

ている。表-9、10に塗膜性能、水質試験結

果を示す。
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表-9 各報粉体塗装の塗膜性能

エポキシ樹脂 |タールエポキシ| 塩化ピニル

鉛 筆硬度

ゴパン自試験(1 mmrtJ) 

エリクセン試験 (mm) 

屈曲試験 (mm併)

耐靖撃試験(デュポン式合グX1 kgXXcm) 

耐摩耗試験(テーパー式1000回)

連続耐熱温度 Cc) 
耐寒温度 (Oc) 

耐炎性

体積固有抵抗 (ohm-cm) 

耐アーク性 (秒)

吸水率 (24hr、%)

耐沸騰水試験(時間)

耐塩水噴霧試 験 ( 時 間 )

耐 酸 性 (50%硫酸)

(38%塩酸)

面tアルカリ'性(25%カセイソーダ)

(28%アンモニア水)

雨t~容斉リ性(アセトン)
(アルコール)

(べンゼン)

(トリクレン)

耐汚染試験

2H~3H 

100/100 

6~7 

に

u
n
u
n
U

F
h
U

戸

h
u

120 

40 

自己消火性

1015 ~ 1016 

150--180 

0.05~0.10 

30 

1500 

優秀

優秀

優秀

優秀

優秀

優秀

優秀

良好

優良

H~4H 

100/100 

7 

6 

40 

100 

100 

-30 

自己消火性

1015~1016 

150~180 

0.10 

25 

800 

優秀

優秀

優秀

優良

優良

優良

優良

良好

良好

表-10 粉体塗装の水資試験結果

B~HB 

100/100 

8 

2 

50 

60 

60 

20 

自己消火性

1013~1015 

60~80 

0.01~0.07 

16 

800 

優良

優 良

優秀

優良

不可

優良

不可

不可

普通

ポリエチレン

6B~3B 

100/100 

7 

3 

50 

10 

100 

-60 

燃え広がりが遅い

-
n
u
 

m

M

1

1

)

秀

秀

秀

秀

可

良

可

可

通

~
~
0
.
i
w
M
 

初

o

f

優

優

優

優

不

優

不

不

普

ハU
1

i

1
i
 

(75mm持管に24日寺間湛水)

エポキシ樹脂 タールエポキシ 対照水

f萄 度 0.0 0.0 0.0 

色 度 0.3 0.3 0.3 

pH 6.8 6.8 6.8 

KMn04 消費量 (ppm) 1.7 1.9 1.2 

導 電 率 (μν/cm) 120 120 120 

残 留 塩 素 (ppm) 0.50 0.50 0.70 

亜 硝酸性窒素 (ppm) 0.0 0.0 0.0 

アンモニア性窒素 (ppm) 0.01 0.01 0.01 

フェノール類 (ppm) 0.004 0.004 0.003 

蒸 発 残 漬 (ppm) 93 93 93 

硬 度 (ppm) 21 21 21 

ア 、ー、、、 ン 類 (定性) 不検出 不検出 不検出

臭 必ヌ=倉五 塩素臭 塩素臭 塩素臭

このエポキシ樹脂またはタールエポキシ粉

体塗装は、加熱硬化する必要があるため鋳鉄

管の熱容量の大なるものに適用するごとは不

経済であり、そのため適用可能管種としては

薄肉の小口径のタイトン形ダクタイル鋳鉄異

形管があげられる。大量生産のためにはかな

りの設備投資を必要とするが、生産性は良好

であり、 75mm併 ~250mm併までの小口径鋳鉄異

形管全体に適用可能で、品質的にも均一で、

防食性能も優れているため今後大いに期待で

きる防食方法であるということができる。

以上、異形管の防食方法として現在実用可

能な方法を 3種類について概略説明してきた

が、これらの方法を特にユーザーから要望の

ある場合について段階的に採用していき、ユ

ーザーのご指導ご協力を得て、その普及の範

囲を広め、実用化していくために努力したい

と思う。
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中小口径ダクタイル管の推進工法

1 .まえがき

本誌No・6ても中小口径管の推進工法について

報告させていただいたが、その後2、3の改

良が加えられ今日に至っている。今回は、そ

の改良点、と小口径推進管の実績について、紹

介させていただくことにした。

まず、改良点を列挙すると

(1 ) 継手接合作業のスピード化

接合作業をより容易にするため、内カラー

の形状、寸法を若干変更した。

(2) 推進精度の向上

500s6以下の管では、人が中に入れないので、

推進管の方向修正は現段階では不可能に近い。

そこで、本管を推進する前にボーリングロッ

ドを所定の位置に試錐し、押込口から到達口

まで貫通させ、このロッドを案内として本管

を推進する工法を採用した。

(3) 土の搬出方法

推進中において先導管内に入ってくる土を

日本鋳鉄管協会配管技術分科会

委員稲塩博巧

委員仁木彬睦

管外に取り出す方法として、前回の報告では

① 真空吸上方式

② ジェット水流方式

③ オーガ一方式

の実験結果について述べたのであるが、種々

の実例を検討した結果、ジ、エツト水流方式が

もっとも汎用性ありと考えられたので、この

方式に種々の改良を加えた工法を採用した。

2.推進管

この工法に用いた推進管について述べる。

(1) タイトン形内カラー

継手推進管(丁IC)

図-1tこ示すように、管、内カラーおよび

ゴム輪からなっていて、接合後は外面に突起

物のない、推進工法に適した構造となってい

る口(付図参照)
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図-1 タイトン形内カラー継手管の構造

この継手を前回に報告したものと比較する

と、タイトン形ゴム輪と丸ゴム輪の位置が入

れかわっている。そうすることによって、受

口がタイトンゴム輪の位置まで押込まれた状

態で自動的に芯出しができるので、接合作業

がより容易になった。

この継手の特長は、

① ゴム輪は、タイトン形ゴム輪と丸ゴム

輪の 2重シール形式となっているので、水

密性は非常に優れている D

②接合作業は、内カラーにゴム輪をセッ

トし、油圧ジャッキを利用して管を押込む

だけでできるので簡単迅速で、ある。

タイトン形ゴム輪

③ ダクタイル管は圧縮強度が大きいので

きや管工法を採らなくても、直接推進でき

る。

④継手性能は従来のメカニカル形と変わ

りなく、ある程度の可操性があるので施工

後の地盤沈下にも順応しやすい。

(2) タイトン形外装推進管 (TOM)

図 2に示すように、従来のタイトン管 (75

~250Ø) に、受口外径に相当する軽量鋼管(管

厚O.5mm程度)をかぶせ、その中ヘセメントモ

ルタルを充填して推進用としたものである。

推力は、受口底部とサシ口端面が接触して

伝達される。

図-2 タイトン形外装推進管(TOM)

外装謹量鋼管 タイトン管 充填モルタル
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3.工法の概要

工事は、推進しようとする箇所に60~70 持

mmX 1500Qmmのボーリングロッドをねじ接合し

ながら押込口から到達口ヘ試錐し、それが所

定の位置に達しているかどうかを確認すると

同時に、その時の推力や状況から土質を推定

し、本管を押す時の参考とした。その後、こ

のロッドを案内として本管を推進した。この

場合、本管はロッドに従って推進されるので、

継手部に曲がり防止機構を必要としない。

(1) 口ッドの試錐方法

① ミニ推進

図-3のように、ボーリングロッドが曲が

らないように V形レールの上にのせ、ローラ

ーで抱え、小形の油圧ジャッキで圧入する。

この方法は、圧力水や回転装置を使用しない

ので非常に簡単で、あるが、推進長15m位まで

しか使用できない。
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図-3 ミニ推進

(金

ボーリングロッド

ローラ一

一一一τ¥I j 

; ￥グ刊 V形レール

② 水平ボーリング

ロッドの直進性を増すために、図-4のよ

うに水平ボーリング装置を用い、ロッド先端

のピットから圧力水を噴出し、油圧モーター

で回転させながら押込む。

この方法は推進長20m位まで、実用上十分

な精度が得られるが、ボーリングの際に水を

使用するので、水が得られない場所では採用

できない(地下水があればよい)。
写真一 1 ロッド到達

油圧ポンプ

図-4 水平ボーリング

工島一 E
¥
 

油圧モータ

/ 

③ さや管方式水平ポーリング

推進長が長くなると、ロッドのみでボーリ

ングするとロッド自重、土質の変化などによ

って曲がりやすいので、それを防止するため

ロッド数m分を水平ボーリングした後、さや

管をロッド先端のピット近くまで押込み再び

数m水平ボーリングし、また、さや管を押込

ボ、ーリングロッド

むという操作を繰返して到達口までボーリン

グする口

この工法による実験結果を簡単に説明するo

a.実験条件

推進長 30m 

土 質 砂

ボーリングロッド 60持x1， 500Qmm 
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さや管 89.1併x10t x 750Qmm 

b.方法

先ずロッド 2本(3 m)を水平ボーリン

グした後、さや管3本 (2.25m)を図

5のように押込む口

以後、ロッド 2本ボーリング後、さや

管4本(3m)を押込むという操作を繰

返した口従って図-5に示すロッド先

端とさや管先端との距離 Sは最小0.75

m、最大3.75mとなる。 写真-2 さや管方式水平ボーリング

図-5 さや管方式水平ボーリング

C.結果

このようにして30mボーリングした時

のロッドの曲がりを表ーしさや管の

推進荷重を図-6に示した D

G.L 

表-1 口ッドの曲がり

上下|左右

下 7.5cm 左 18cm

下 20cm 左 5cm

図-6 推進長一推力
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力
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(2) 本管の推進方法

所定の位置に通したロッドを先導管と連結

して本管押しを行なう D

① 円錐形の先導管での富押し

推進長が、 lO~15m程度で土質が軟かい場

合に用いる。

この工法では、管内に土が入らないので最

も簡単な工法といえる。

図-7 盲押し方式

② 捨管方式

推進長が、 20m前後の場合に用いる工法で、

先導管(長さ 2~4m の捨管)内に入ってきた

土をその中に貯蔵し、到達口に先導管が出て

圧入木管

きた時に適当にガス切断して先導管を切り捨

てる。

この工法も土を取り出さないので比較的簡

単といえる。

図-8 捨管方式

③ ジェット水流工法

推進長が30m前後の場合に用いる工法て¥

砂地盤には特に有効で、ある。先導管内に入っ

先導管(捨管)

てきた土砂を先端のノズルで崩し、移動ノズ

ルで管外に流し出す。

図-9 ジェット水流工法

圧入本管 先導管
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写真一 3 先導管(正面)

写真-4 先導管(側面)

ヰ.実施結果

鋳鉄管 昭和47.5 第12号

写真一 5 移動ノズル

合わせて推進を行なった。

最近実施した数例を表 2に示す。

実施例の中から 2、3例について概説する D

(1) 実施例Aの場合

①施工条件

a.口f圭 250持TIC

b.推進長 19.5m (4.5mX 4本十1.5m切管)

C.工期 昭和45. 3. 25~3. 28 

d.土質 砂混り粘土

e.工法 ミニ推進+盲押し

前記のロッドの試錐方法と本管の推進方法

を口径、推進長、土質などによって適当に組

②施工状況

図-10のように水路と庭をゆるい勾配をも

って横断した口

表-2

施 工 条 件 工 法 ネ吉 果

実施例 工期 備 考

口径×推進長 土被り 土質 先押し 本管
ロlax

曲がり荷 重

A 45/ 3 250ゆX19 m 3 m 粘 土 ミニ推進 盲 押 し 25ton 
(下) 47cm 

河川i梢断
(右) 10ク

B 45/4 500)D x 15.7ク 4 ~， 
砂と

ジェット水流 56ク
(下) 4// 

イシ

粘 土 (左) lク

C 45/5 400)D x 16.5ク 2.2// 
砂混

ミニ推進 盲 押 し 78今
(上) 15ク 。

粘 土 (右) ら今

D 45/ 6 400)D X 16. 5 ~ 2.2 ~ 粘土 dシ ~ 64ク
(下) 13ク

イシ

(左) 3ク

E 45/6 400ゆX 9 ク 2.2// 砂 ジェッ卜水流 5ク
(上下)0 

~ 

(左右)0 

F 45/6 300φx22 ク 3 ク 粘 土 水平ボーリング 盲 押 し :10ク
(上) 17ク

市電軌道横断
(右) 30ク

G 45/6 300ゆX22 ク 3 ク
イシ ペシ ク 10 /; (下) 18ク

~ 

(左右)0 

H 45/7 300φx 9 ~ 2.5ク
砂と

ニ推進 イシ 21タ
(下) 20ク 名鉄引込線

粘 土 (右) 5ク 軌道横断

45/ 6 400件x21 ク 4.9ク 細 砂
利根工事

ジェット水流 42 1; 
(上) 20ク

市道横断
回転ボーリング (左右)0 

J 45/8 300φx15 ク 2.7ク
砂と

水平ボーリング 盲 押 し 30ク
(下) 5ク

軌道横断
粘 土 (右) 2ク

K 45/12 400φx22 ク 2.4ク
シル卜混り

イシ ジ、エツト*流 82 /; 
(下) 20/; 

水路横断
砂 (左右)0 

L 46/ 1 150)D x18 ~ 1.7ク 砂 イ〉 捨管方式 54ク
(上)1.8ク

市道横断
(右) 13ク

M 46/11 300φx60 ~ 4 ク 砂
さや管方式 。 62ク

(下) 35ク
水路横断

水平ボーリング (左) 25 ~ 
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図-10 施工状況図

60 oボーリングロッド

6m 19m 

③結果

a.所要時間

ミニ推進 本管

1.5時間/1本

15分/1ヵ所

図-11 推進長練図
F
h
υ
 

内
〆
“推

力
max load 25 ton 

tOI1 

201-

b.曲がり

ミニ推進

下に47umm¥

右に100mml

15 

本管
10 

ミニ推進に同じ

20 
推進長 m

C.推力

本管推進時における推力は、図 11の通り

である口

写真一 6 ミニ推進状況(その 1) 写真一 7 ミニ推進状況(その2)
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写真一 8 盲押し状況(その 1) 

(2) 実施例 Kの場合

①施工条件

a.口径: 400~ TIC 

b.工期昭和45. 12. 2 ~ 12. 8 

②施工状況

鋳鉄管 昭和47.5 第12号

写真-9 盲押し状況(その 2)

c.推進長 22m 5.5mX 4本

d.土被り 2.4m 

e.土質シルト混り砂

f.工法水平ボーリング+ジェット水流

図-12

7，500 20，300 

I ' I 市電道路
押 込 口

400持本管
ボーリングロッド

;v-

金
③ 結果

a.所要時間

水平ボーリング 2.5時間/全ロッド

本管推進 2時間/1本

洗 管 2時間/1本

ジョイント 20分/1ヵ所

b.曲がり

水平ボーリング 下に350mm、左右0

本 管 下に200mm、左右 O

C.推力

本管推進時における推力は図-13の通り

である。 写真一10 水平ボーリング
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図-13 推進長線図

推 90

力
ton 80 

70 

60 

50 

40 

30 

(3) 実施例 Lの場合

①施工条件

a.口?歪 150s6 TOM※ 

b.工期昭和46. 1. II ~ 1. 12 

c.推進長 18m 2mX 9本

d.土被り 1.7m 

e.土質 砂

f.工法水平ボーリング+捨管

(施工状況参照)

i主 :TOM

タイトンジョイントダクタイル管の外

面に、軽量鋼管をかぶせ、ダクタイル

管と軽量鋼管の隙聞にモルたルを充填

した推進用のタイトンジョイントダク

タイル管で、TytonOut side Mortar 

の略称。

10 15 20 
推進長 m

写真一11 推進状況

充填モルタル

図-14 タイトン形外装推進管(TOM)

225世軽量鋼管
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②施工状況

③結果

a.所要時間

水平ボーリング

本管推進

700 

3，500 

2，800 

1.7時間/全ロッド

35分/1本

5分/1カ所

図-15

写真一12 捨管到達(捨管内に土がつまっている)

写真一13 捨管をとりはずした状態(手前が捨管)

写真一14 捨管をとりはずした状態(本管=タイ

トン形外装推進管)

16，600 

ジョイント

b.曲がり

水平ボーリング

本 管

2，000 

上に65mm 右に150胴

上に18mm 右に130mm

写真一15 継手接合

写真一16 推進状況
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C.推力

本管推進時における推力は図 16の通り

である。

5. あとがき

今回は、小口径管の推進について報告させ

ていた、だいたが、今後に残された問題も多く

みなさま方のご教示を賜わり、さらにいっそ

うの改善に努めて p く所存である。
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図 16 推進長線図
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汚泥圧送および汚水圧送

にダクタイル鋳鉄管を使

用した事例

一枚関前下水道部一

11111111川11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 .まえがき

吹田市の公共下水道事業は昭和34年度より

始められ、昭和46年度末予定で約9，887百万

円の建設費を投入し約452haを完了し、その

他に大阪府で施工した千里丘陵ニュータウン

と万国博会場後地等を合わせ約1，558ha、全市

の約43%が処理区域となっている口

本市の旧市街地は、川面排水区と川園排水

区とに分かれ、川園排水区の汚水は川園ポン

プ場より川面下水処理場に圧送される。

川面下水処理場は、敷地面積が小さいのと

維持管理の面より考慮して、川面下水処理場

で発生する汚泥は約2.2km西の南吹田下水処

理場に圧送され統合処理される。

昭和45~46年度事業として、川園~川面聞

の汚水圧送管布設工事と川面~南吹田聞の汚

泥圧送管布設工事をダクタイル鋳鉄管を使用

して施工した。

工事は 4つの工区に分割された。

第 l工区は汚泥圧送管と公共下水道と農業

用水路の合併施工。

第2工区は汚泥圧送管、汚水圧送管、公共

下水道および、農業用水路の合併施工。

第3工区は汚水圧送管、公共下水道管およ

び農業用水路の合併施工。

第4工区は汚水圧送管のみの工区である口

第 1~3 工区は工種が複雑であるから、第

4工区を主として記述する。

2.汚水圧送計画

〈川閣ポンプ場概要〉

排水面積 153ha 

計画人口 44，198人

工場排水量 8，640ぱ/日

計画汚水量 26，275ぱ/日

圧送距離 2，925m 

圧送ポンプ持400mm 4台

揚程18.3m 容量20ぱ/分

汚水圧送管の布設ルートは、当初最短コー

スをとるように計画していたが、旧市街地で

道路幅員が狭く、また公共下水道の幹線が入

っているため、幹線に流入する支線の下方に

布設しなければならず、土被が4mを越え民

家に重大な影響を及ぼすと思われたので、市

街地をできるだけ避け神崎川に沿った素掘開

渠の農業用水路-排水路も兼ねているーを改
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図-1 位置図

修し、鉄筋コンクリートの用水専用函渠とし、

断面が縮少されたことにより生み出された用

地に圧送管と公共下水道管を同時に施工した

(写真一 1)。

川園ポンプ場では、晴天時26，275ぱ/日の汚

水が川面下水処理場に圧送され、雨天時には

晴天時汚水量の 3倍を圧送し、残りは安威川

に放流される。

圧送管に口径 800mm(断面積O.5024m )を用

いた場合の流速は約0.6m/秒となり、沈砂の

堆積が予想されるが、雨天時に 3倍の水量を

圧送するので流速が ((0.3042x 3) '-;-0.5024 

=，=;:l.8J 1.8rri/秒を越え、十分洗管されるもの

と思う。

また、間歓運転を予想して凹凸部に双口排

気弁を設け(写真一 2)、なおポンプの初期運

転を容易にするために、ポンプの運転停止中

も常に管内に水がたまった状態にできるよう、

管路の末端を計画高中最も高くし、ラッパ管

より j盆iifEするようにした(図 2 )。

排気弁については、ゴミのため漏水の原因

となるのではないかと思い、すでに汚水や汚

泥の圧送を行なっている各都市を調査した結

果、水道用の排気弁で十分目的をはたしてい

るとのことであったので、本市も水道用排気

弁を使用した。
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写真一 1 左より汚水圧送管、公共下水道、農

業用水路、公共下水道、圧送管のすぐ左側

には神戸市の工業用水道管φ1，500mmが入っ

ている。

写真-2 丁字管に富蓋をつけ、それに双口排

気弁をつけ人孔もかねている。

図-2 溢流管断面図
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3.汚泥圧送計画

〈川面下水処理場概要〉

計画面積 240ha 

計画人口

計画汚水量

乾固形物量

70，196人

36，648ぱ/日 (0.424m/秒)

9.57t/日

圧送距離 約2，158m

圧送ポン 7
0

s6150mm 2台

揚程20m 容量2.5ぱ成

吹田市l土地形上から大阪市、豊中市、茨木

市(安威川流域下水道)のおのおのの処理場と

千里丘陵ニュータウンの正雀下水処理場、さ

らに吹田市独自の川面、南吹田両下水処理場

の6処理区に分割される。

川面下水処理場は規模も小さく、用地およ

び維持管理の面より隣の南吹田下水処理場で

統合処理する方が良策と思われる。

汚泥の乾燥間形物量は9，565t/日で、汚泥濃

度を10，000ppmとすると 0.01107ぱ/秒となり

汚泥を一時汚泥貯留槽に留め 1日6時間で圧

送するものとすれば、圧送量は、 0.01107x24 

/6=0.04428ぱ/不少となる。

流速を1.0m/秒とすると、庄送管の必要断

写真-3 汚泥圧送管と農業用水路

面積は0.04428mであるから、持250mm(断面積

0.0491m)のダクタイル鋳鉄管を用いる。

汚泥圧送の常として間駄運転となるので、

管路が縦方向に屈曲している個所に単孔排気

弁を設け、運転に当り 2処理場開でパルプの

開閉状態を知るための通信用ケープルも同時

に布設した(写真一 3、4)口

汚泥管は破損等を考慮して二連布設した。

4. ダクタイル鋳鉄管使舟の経緯

第4工区は、市街地を横断する個所で地下

にガス、上水道、電話ケーブル、公共下水道

管渠があり、これらの下部に布設しなければ

ならず、さらに 2ヵ所に病院があり、パスル

ートでもあるので、推進工法で施工せざるを

得ない個所であった。

圧送管の推進工事ということても、ヒユーム

管では接合部の水密が完全でなく、 P C管は

表面がなめらかでないから推進工事には不向

で、鋼管は溶接に要する時間が長くかかるた

め圧入時の管周圧力が上がり、ジャッキ圧が

大きくなるのと工期が長くかかるので、ダク

タイル鋳鉄管を用いた。

写真-4 汚泥旺送管の上部に布設された遇信

用ケーフJレ
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対し継手の水密性に疑問がある。

また図-3に見るごとく、すぐ横に大口径

の水道管と関西電力の送電鉄塔があり、掘削

幅が十分にとれない個所があるので、管内か

ら接合できる U形管を用いた。

ライニングについては、工場排水中に有機

酸が検出され既存の函渠のコンクリートが腐

食されているので、管内にタールエポキシ塗

料の 3回塗りを施した。

管

また工事中できるだけ道路交通のさまたげ

とならぬよう押込口を小さくするため、管長

を4.0mとした。

ただ延長約100mの個所は道路幅員が2m前

後で道路が屈曲していて推進工法がとれない

のと、曲管や切管が多くなるので鋼管による

開掘工法をとった。

第 3工区は、水路敷に布設するため鋼管の

水中溶接には問題があるし、 PC管では重量

があり、地形的に搬入がむずかしく、内圧に

昭和47.5 鉄鋳82 

横断図図-3
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5.推進工事

第 4工区の汚水圧送管布設工事の沿道には

2カ個所の病院があり、騒音および振動は厳禁

で鋼矢板の打込みができないので、アースオ

ーガーにより穿孔しH鋼を建込み、横矢板に

より押込口と到達口を掘削した(写真 5 )。

押込口と到達口には、将来の維持管理のた

め丁字管を入れ人孔とし(図-4)、縦断に高

低差のある個所は庄力人孔(図-5)を設け、

図-4 丁字人孔

不等沈下および推進誤差をゴム製の可換管

(写真一 6)により吸収することにした。

人孔をなるだけ少なくするため、推進延長

をでき得るだけ長くしようとしたが、ボーリ

ングの結果、一部砂磯層に入るので(写真一

7、図-6)、下記計算により、最長押込延長

を70mまでとした(図-7)。

計算値と実測値をグラフに示すと図-8の

ようになった。

図-5 庄密人手L

図-6 土欝柱状断簡図
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写真ーワ タールエポキシコーテイングされた

圧入用鋳鉄管の切羽、下方に砂利層が見ら

れる。

最大推進距離は

f--F凸

L=一一一二で示される。
R.S 

ここに f 推力に対する抵抗力(t) 

均等に作用した場合 790t

蛇行した場合790x 0 . 7 = 553 t 

Fo :先端抵抗力(t) 

中砂で4~7t、砂礁で1O~20t

ここでは10tと仮定

R 管周抵抗力 (t/m)

中砂で1~2.5t、砂磯で 3~5t

ここでは2.5tと仮定

S :管周延長 (m)

ここでは世800で2，945m

上式により

553-10 
L= 寺 74m

2.5X2，945 

故に最長推進延長を74mまでとする。

ジャッキ圧はF=F。十R.S.Lで求められる。

当工事区間の最長推進距離は66.7mである

ので、その時のジャッキ圧は

F=10十2. 5 X 2 ，945 x 66 .7王子491tとなる。

写真-8 竣工写真。難工事がしのばれる。鉄

塔の前後に公共下水道、圧送管の人孔が見

られる。

参考

参考に第4工区の工費を示す(昭和45年度

単価)

開f屈{国戸斤 103.20m 

ポンプ。場内と押込口、到達口の管布設個所、

ダクタイル鋳鉄管 5，673，300円

( 2種管モルタルライニング上にタールエ

ポキシ 3回塗り)

ゴム製可携管

管布設工

5，526，000円

961，832円

その他 297，221円

(土工・土留・水替等)

推進個所 740.50m 

ダクタイル鋳鉄管 30，476，000円

押込工 42，535，581円

鋼管個所 97.07m 

鋼管 2，243，140円

ゴム製可携管

管布設工

その他

307，000円

740，113円

3，677，957円

人孔設置工

薬液注入工

4，308，117円

10，400，061円

雑工 1，424，111円

(矢板損料、補装仮復旧工等)

等費

計
経

合

21，429，567円

130，000，000円
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小樽市の下水道は分流式であるが、その遮

集幹線の中の下水圧送管に A形のダクタイル

管を使用したので、その経過などを記してみ

たいと思う。

昭和37年に私が下水道課長を拝命した当時

下水道終末処理場はまだ建設の途中であった

が、消化槽は完成していたので、昭和39年度

中には、これを利用して 5万人分54kQ/日のし

尿処理を開始することにより、従来その大部

分を海洋投棄に依存していた本市のし尿処理

が、毎年冬になると時化のために続く運搬船

の欠航でピンチに陥るのをカバーする計画に

なっていた。

この下水処理場へのし尿搬入については、

用地をここに決.定した時からの地元との約束

で、バキュームカーを出入させないことにな

っており、そのために、処理場から約800m離

れた所にあるし尿運搬船への中継用の貯留槽

から管で圧送することになっていたので、ま

ず、このための200mm持鋳鉄管を布設しなけれ

ばならなかった。(余言炎であるが、同じような

し尿庄送管にヒューム管を使用して苦労をし

ておられる例を聞いていたので、ここにもモ

ルタルライニングの A形ダクタイル管を使用

した口)

ところが、この管路となる部分の市道の幅

が 6mと狭い上に、ここにはすでに水道の配

水管と電話のケープルが入っており、さらに

下水圧送管の予定管路でもあったので、何度

も交通を遮断して工事もできないし、ちょう

どその市道の中の橋梁の架替が行なわれるこ

とになったのを機会に、し尿圧送管と同時に

下水圧送管も布設することにした。

この下水圧送管は、勝納中継ポンプ場と船

浜下水処理場との聞の2，440mを結ぶもので、

縦断的には処理場の着水井がわずかに高く、

途中はほぼ平坦であるが、中央部がやや高く

なっている。平面的には、市街地の中を通過

するので、国鉄函館本線と 3国交差し、市内

で最も交通量の多い国道5号線を 2回横断す

るなど、屈曲がかなりある。

流量としては、 18万人分、時間最大81，000

ぱ/日 (0.94ぱ/秒)の汚水を圧送する計画であ

るが、その時に夜間の最小流速が0.6m/秒以

下に、また、昼間の最大流速が2.5m/秒以上

に、それぞれならないようにとの観点から、

口径iを700mm併とした口

流下するものが汚水なので、耐食性などを

考えて管種としてはモルタルライニングのA

形タγ タイル管を選定した。
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建設費だけの面からいえば、ヒューム管や

PSヒューム管などもあったが、異形管も同

質のものが得られ、継手の施工や保守が容易

で可換性もあるなどの理由で、メカ形のダク

タイル管に魅力があったし、万一、破裂やゆ

るみなどの事故が発生しでも、鋳鉄管ならば

自分達の子で直ちに修理ができるという安心

感もあったからである D

とはいっても、実は修理に際しての大口径

ダクタイル管の切断には工具の点で少し懸念

があったが、今となってはこのことは全く問

題でなくなった。

圧送時の最大動水圧は約 3kg/Cn1て¥土被り

は1.2mが標準なので3種管とし、途中に100

持双孔排気弁2個所と200世泥吐弁 l個所を設

けた。また、この圧送管の使用を始めても、

当分の聞は下水道管渠の普及などの関係で計

画よりもかなり少ない汚水量しかないために、

ポンプも最初は小さいものをつけることにな

っていたが、それでもなお断続運転になるの

で、中継ポンプ場には沈砂池があるにしても

汚泥や沈砂が管内に沈滞して閉塞のもとにな

らないかと心配であった。そこで、管路の途

中の 2個所に蓋っきの丁字管をはさんで、万

ーの時に管内を点検するためのマンホールと

した口

途中の鉄道横断や管路となる道路の改良な

どの関係で、圧送管の布設工事は昭和39年度

から昭和42年度までに分割して実施したが、

この頃から通行者の安全と交通の確保のため

に、工事現場の周囲を防護柵で囲ったり、幅

の狭い道路では管を 1本ずつ、掘さく土を縦

方向においたトラック上に直取りをしながら

布設することになった。

このようなことはわれわれには宇刀めてのこ

とであったが、しみじみとメカ形の鋳鉄管に

しておいて良かったと思った。 1工程毎に管

路の両端にせんをしておいて、また、水道メ

ーターを介して水道水を注入して水圧検査を

した。

その後、私は給水課に移ることになったが、

中継ポンプ場には60kw駒 300世・揚水量10m/分

.揚程20mの斜流ポンプ2台が据付けられ、

昭和45年10月から待望の下水処理が開始され

て、この下水圧送管もその役目を果たし始めた

わけであるが、今のところ一度の事故もなく

順調に経過している。
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1 .はじめに

近年、地下水の汚濁、渇水期における地下

水位の低下わよび枯渇は、地域の工業化、河

川の汚れが進むにつれてはなはだしくなり、

それと同時に生活水準の高度化および下水道

の普及は必然的に水需要の増加を促して、生

活用水、一部産業用水は上水道への依存を高

めている。

こうした状況の中で給水人口、給水量、普

及率等水道諸量は、二次曲線あるいは指数曲

線的増加を示すものさえあり、これらに付随

する諸問題は広く水道経営に覆い被さるもの

である。そうした諸問題の中て¥事業量急増

の主因となる給水区域内未配管地区の人口増

加、あるいは地下水の飲料不適などによる給

水要請に対処する一方策として、配水管布設

の事業量を増すことにより解決できるものも

ある。しかし、これも延長のみを重視偏重す

るのではなく、設計、施工、監督各業務の質

を低下させることなく、路線の将来性、性格、

維持管理などを十分に検討した上での対策で

あり、設計でなければならないことは論をま

たない。

当市水道部が、配水管材に関して前述の諸

点をふまえつつ、一部路線にわいて試験的に

タイトンジョイント形鋳鉄管(以下タイトン

管という)を採用したのは、主として次の事

項に着目したからである。

すなわち

1. 配管コスト台よび資材が安い D

2. 継手の構造が簡単で漏水の因となる要

素が少ない。

3.施工能率が良い。

の三点であるが、以下この三点について、設

計、施工および試験の各サイドから感じたこ

とで文を進めたい。

なお、タイトン管を採用した路線の設計、

施工条件は次の通り口

1. 管種モルタルライニング夕、、クタ

イル管第 l種

2.管径再100mm

3.延長 1，660m
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図-1

11型~

日4

m 
道路用地幅 14.530

4.土質粘性土

5.地下水位 -1. 2~1. 5m 

6.埋設位置く図-1 > (この路線は将来

帯広市の都市計画街路中級幹

線となる)

7.付属構造物河川横断 lヵ所

2.設計

設計に際して考慮したことは布設歩掛であ

る。タイトン管は、メカニカル形管に比べる

と資材そのものも安いが、継手の構造あるい

は継手掘の少ないことなどで布設歩掛も当然

低くなるべきであり、そうかといって一概に

塩化ピニール管、石綿管並に落すこともでき

ないからである。なぜならば、接合のタイプ

はソケット形であっても、管の重量が大きく

異なるからである。

今回当市では、タイトン管の布設歩掛は、

わおむね石綿管に準 Uた。しかし厳密には、

まだ十分に検討-を加えなければならず、この

意味において、タイトン管布設の適正な歩掛

は鋳鉄管側(重量側)から算出する取扱い歩

掛と石綿管、塩化ピニール管側から算出する

配管歩掛の接点になると考える。

3.施 工

施工は、設計断面(図-2)を機械で掘削

し、人力で床を一様に均した後、地上でゴム

輪をセットした管を逐次下して接合していく

方法で進めた。配管側の 1サイクルを管の清

掃からゴム輪の挿入、吊込接合までとすると

標準サイクルタイムは約7分で、土工側のサ

図-2

イクルタイムに比べてかなり早く配管側に余

裕が生じるが、この余裕に上質の施工精度を

期待する。

布設工程を順に追ってみると、まず管端の

清掃だが、これは継手の構造上重要な作業で

あり、施工精度に占める割合は大きいO

夏場の工事であったことから、タールに砂、

小石などが付着しやすいので、十分注意しこ

れを取除いた。また、ゴム輪ヒール部とかみ

合う受口部にタール溜り(コブ)のあることが

あるが、これも念のため取除いた。

ゴム輪の挿入には問題はない。管の接合も

小径管であったため重量も少なく取扱いも楽

であり、接合も難なく行なえる。メカニカル

形管布設のサイクルタイムに比してタイトン

管のそれは、ここで大きく縮まる。

この行程で注意を要することは、ゴム輸の

まくれであり、ジャッキ、ホークなどの小道

具を使用している限りにおいて、この恐れは

少ないが、掘削機のパケットなどによる衝撃

的な挿入は、まくれの恐れが少なくなく避け

るべきである。

4. 水圧試験

全延長1，660m中起点より 500m布設したと

ころで、管の蛇行を防ぐために管体胴締め程

度の埋戻し(継手部を除く)を行ない、水圧

試験を実施した。水圧試験は、両端を仕切弁

で閉鎖して試圧17.5kg/cniを負荷した後、放置

して圧力降下の様子をみたが、その結果は図
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図-3 時間一圧力繭線
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-3の通りである。

ごのグラフにわいて、初期圧力低下がはな

はだしいのは、管末仕切弁が不完全で、あった

ためである。以後圧力降下が緩慢になり、 24

時間放置した後7.0kg/cm以上の圧力を保って

いた。この路線の使用に供した時の通水圧は、

約4.2kg/cmである。全延長についても同じ方

法で試験を行なったが、 24日寺間後の圧力は、

ほぼ同程度の値を示し、十分使用に耐えるこ

とを証明した。

試験水圧は、各市ともまちまちのようである。

水道規格仕切弁の試圧が350mm以下では、胴

水圧で12.5kg/cm、弁座で10kg/cmなので、弁

類と共に布設した通常管路において10kg/cm以

上の試験は無意味であると思われるが、今回

は17.5kg/cmを採用した。

5.むすび

工事を終えてふり返ってみると、採用に当

写真-1 水圧試験

って期待していた事項は、ほぽ叶えられたよ

うである。とりわけ工事費が同径のメカニカ

ル形に比して、約10%程低くなることは労働

賃金、資材費が年々上昇している折、それ

に伴う工事費の上昇率をやわらげるもの匂で

あり、また施工能率の良さは、事業量の増加

に対処する一つの対策を与えた。

タイトン形異形管については、発注と納期

の時間的都合でやや不自由をしたが、需要を

考えれば無理なく、メカニカル形との互換性

に求文われた。

今後、需要が伸びたならば、こういった問

題は消えると思われるし、水道界の情勢とし

て設計、施工を間わず、省力化・合理化・能

率化が望まれている昨今、そう願いたいと思

う次第である。

写真-2 f土切弁取付部
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まえがき

最近、水質公害が大都市周辺にかぎらず、

全国津々浦々で問題視されているが、これは、

従来の国の政策が産業第一主義でこれに付随

して発生する産業排水の処理に目をっぷり、

また、都市の機能を近代化するために必要な

社会資本の投入が、なおざりにされたためで

ある口

国もようやく事態の深刻化に重い腰をあげ、

水質公害対策の極め手として、総額 2兆6000

億円にのぼる第三次下水道整備 5カ年計画

(昭和46年度~50年度)を昭和46年 8 月に閣議

決定した。

この計画では、市町村の公共下水道事業は

もとより都道府県が事業主体となる流域下水

道事業の投資額が第二次 5カ年計画(昭和42

年度~46年度)に比べて激増している。

従来、都市の生活環境改善向上を主目的と

してきた下水道事業に対して、さらに、水質

環境基準の達成という水質保全目的であたえ

られ、下水道事業の重要性が一段と重くなっ

た。

公共下水道については、おおむね昭和60年

度までに全市街地を整備することを目途とし、

昭和45年度末における普及率約22.8%を昭和

50年度末において約38%まで高めようとする

ものである。

また、流域下水道については、広域的に整

備すべき地域について重点的に事業の推進を

計るものとしている。

なお、現在施行中の12流域下水道について

は、ほぼ5カ年間に完成させようとするもの

である。

ちなみに、第二次下水道整備5カ年計画(昭

和42年度~46年度)の事業費総額は9300億円

である。

1 .東京都の下水道

第三次下水道整備5カ年計画によると、東

京都区部では総額約5，400億円をもって

(1) 荒川水域、東京城南水域、多摩川水域

の暫定基準を達成する。

(2) このため 5カ年間に12，300ヘクタール

の下水道普及を図り、普及率を66%にする。

(昭和45年度末43%)

また、流域下水道関係では総額500億円
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をもって、野川幹線ほか 6幹線と処理場5

カ所の整備を図るものである。

現在、東京都において検討中の昭和47年度

~49年度の中期計闘では、事業量を大幅に増

加して、昭和53年度完成を目途に下水道の整

備促進を図ることとし、区部における普及率

を昭和49年度末までに64%に引き上げるため、

主要施設を精力的に建設するとともに、多摩

川流域下水道関係では、野川、調布および北

多摩 1号幹線を昭和47年度末までにお和むね

完成させ、おそくとも昭和50年度末までには

主要施設の整備を終わらせ、昭和55年度末ま

でには、流域下水道を完成させることを目標

としている。

昭和47年度の下水道建設費は、区部で約930

億円という大型になる見込である。

東京都における下水道計画は、 ①河川の

汚濁防止、 ②低地帯の氾濫対策、 ③環境

衛生の向上を 3本の柱とし、今後 l兆円を越

す事業費をもって区部全域53，458ヘクタール

に公共下水道を昭和53年度末までに整備し、

完成の暁には管渠延長約1，000万m、ポンプ所

73カ所、終末処理場9カ所により各種排水を

完全に排除処理することとしている。

また、多摩川流域下水道については、 26，070

ヘクタールの地域を対象とする幹線約86km、

ポンプ所3カ所、終末処理場4カ所を建設し、

関係市町村の施工する公共下水道の整備と相

まって、多摩川の浄化を図ることとしている。

なわ、これと平行して、荒川右岸および八

王子市、町田市にまたがる秋川渓谷ぞいにも、

流域下水道を整備する考えである。

2.下水管渠用の材料

管渠を構成すべき材料としては、製品豊富

にして価格の低廉なもの、製作の簡便なもの、

強度の大なるもの、表面の平滑なもの、耐久

性、耐食性に富み、破損または摩滅の憂いのな

いもの、布設の容易なもの、清掃、維持補修

の便利なものなどのいろいろな条件を具備し

ていなければならない。

これに対応する材料として、陶管、遠心力

鉄筋コンクリート管が主として用いられてお

り、大口径のものとしては、鉄筋コンクリー

ト渠が用いられる。

3.下水道における

圧力送水方式の採用

下水道は地表に降った雨水、家庭 a 工場か

ら排出される汚水をできるだけ速やかに遠方

に輸送するものであるから、水圧のない自然

流下方式を原則としているが、いろいろの事

情から汚水を庄送する場合が逐次増えてきて

いる。

東京都において大規模に汚水を圧送した事

f列をあげると

(1) 町屋ポンプ所(荒川区)~三河島処理場

延長 450m 

水量 94，000ぱ/日

管種 ヒューム管

管径 900mm 

(2)砂町ポンプ所(江東区)~砂町処理場

延長 1，650m 

水量 330，000ぱ/日

管種 ダクタイル鋳鉄管

管径 2，000mm 

(3)湯島ポンプ所(文京区)~三河島処理場

延長 5，500mのうち上流部2，700m

水量 230，000ぱ/日

管種 ダクタイル鋳鉄管

管径 2，000mm 

(4)銭瓶幹線、銭瓶ポンプ所(千代田区)~芝

浦処理場

延長 6，800mのうち上流部 4，700m

水量 432，000m'/日

管種 モルタルライニング鋼管

管径 1，800mm 

などがある口
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また、下水処理場で発生する汚泥を他の処

理場へ圧送して、ーカ所で処理することがし

ばしば行なわれる。東京都においても三河島

処理場から砂町処理場、落合処理場から小台

処理場へと、それぞれ10，000m、15，000mを

内径350mmの鋳鉄管で、送泥している。

以上の例でわかるように、いったんポンプ

所に集めた汚水を次のポンプ所あるいは処理

場へ圧送して、送水の途中では地元の下水を

収容しない方法が、今後既設区域の汚水量増

加に伴つての下水道改造計画の中で検討され

るで、あろう。

また、現在ほとんど下水道の普及されてい

ない荒川以東地区では、いわゆるデルタ地帯

で、地盤の起伏が少ないため、一つの処理系

統を数個所のポンプ排水区域に分割し、いっ

たんそれぞれのポンプ所に集水した後、汚水

を次のポンプ所、さらに処理場まで圧送する

という方法も検討されるであろう D

かかる部分に使用される圧送管類には、ダ

クタイル鋳鉄管、鋼管、ヒューム管、硬質塩

ピ管、さらにはガラス繊維管などが考えられ

るが、下水道管である以上、その要求される

性質は前述のとおりであるので、全体の総合

的な評価の上で、いずれかが採用される 3 と

になるであろう。

なお、このほか下水道におけるダクタイル

鋳鉄管の主要な使用個所としては、処理場、

ポンプ所などがあげられる口区部の処理場9

カ所の計画処理能力は、 531万ぱ/日であるが、

昭和45年度末では272万ぱ/日にすぎ、ず、また、

ポンプ所70カ所のうち稼動しているのは48カ

所にすぎない。

前述のとおり昭和53年度末までには、下水

道の 100%達成を予定しているので、これか

ら数年の問、処理場、ポンプ所工事は大規模

なものとなることが予想され、必然的に上述

の夕、、クタイル鋳鉄管をはじめとした圧送管類

の使用の伸びも考えられる。さらには、三次

処理施設の建設もおそくとも昭和50年代早々

には一部着手せざるをえない客観情勢にある。
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1 .はじめに

昭和40年ごろからここ数年のうちに、全国

で実施もしくは計画されている広域水道は、

実に半数以上の県にゆきわたり、実によくも

まあこれだけ普及したものだと感心するもの

である。広域水道の看板をあげた厚生省すら、

当初このような見通しはおそらくしなかった

ものと思われる。この点、厚生省当局の強い

指導と水道関係者の熱心な努力の賜である。

しかしながら、現在の広域水道の地理的範

囲、事業主体、とくに事業利態がこのままの

状態でよいかという問題についてはいささか

疑問を感りない訳ではない。この問題につい

ては、先般、生活環境審議会の中問答申が出

されて台り、 これらの問題について逐次解明

されていくこととなろうが、従来の市町村水

道から広域水道への転換期である現段階では、

ある程度止むを得ないものであろう。これら

の問題を解決していくためには、現行水道法

の改正、さらに強い国の指導と財政援助を期

するものである。

2.水道の現況

岐阜県における水道は、昭和46年 3月末現

在で上水道35施設、筒易水道422施設、専用

水道103施設併せて560施設を数え、この給水

人口は 1，294千人で、県人口に対し74%の普

及率を占めており、全国普及率の81%に対し

各都道府県中第24位で、ほぼ中位を占めてい

る。これらの水道は、最近の都市部わよびそ

の周辺における急激な人口増育等の発展、お

よび生活文化の向上などによる給水量の増加

に対して、給水区域の拡張あるいは増補改良

を行ない、施設の整備拡充をはかっている口

将来計画

最近の都市部およびその周辺における入口

の急激な増加、生活文化の向上および経済の

伸長に伴う水の需要が大きな問題となってお

り、この増大する水需要に対していかに対処

するか、すなわち水をどこに求めてどういう

形態で運営したら最も適切であるかという問

題が論議されており、とにかく水道は行政界

を越えても経済的に成り立つ範囲内て¥でき

るだけ大きな一つの水道としてまとまるべき

であるという、いわゆる広域水道が推奨され

るようになってきて、国においても積極的に

認可などをとわして、しかるべき指導を行な

うと共に37年度から新らたに水質源開発調査

を設け、 42年からは水道界待望の水道水質問
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発等施設整備費をかちとり、この実現を期し

つつ水道整備 5カ年計画の達成を目論んでい

。
る

岐阜県にわいても、おそまきながらこれら

水道界の動きに呼応して、 38年ごろから関係

市町村の協力を得て広域統合水道の部分的な

策定を行なってきた。 40年から第 1次総合開

発計画の策定が始められ、この広域統合水道

計画をとり入れ、 42年に成案を得たものであ

るが、 46年からこの手直しである第 2次総合

開発計画が進められており、この広域統合水

道計画を県下全般にわたって盛り込んだもの

である。すなわち、この広域統合水道計画と

は、県下を木曽川水系の東濃、木曽川右岸お

よび岐車中流地域、長良川水系の岐阜市を中

心とする西濃第 l地域および揖斐川水系の大

垣市を中心とする西濃第 2地域の 5ブロック

に分け、それぞれの河川水に依存するものと

し、その他の地域については必要に応じて逐

次計画を広げていく予定である。

また、この 5ブロックはそれぞれ木曽、長

良および指斐の三大水系の沿線にあり、東j農

地域を除く 4つのブロックは水需要の差こそ

あれ地形的にはほぼ連たんした地域であり、

近い将来において統合すべきであると考えら

れる口ブロックごとの概要は図 1のとおり

である。

(1) 東濃地域

この地域は、県ドで最も水質水量に問題の

多いところであり、本県では唯一の事業着工

を見ている地域である。この地域は、水源を

世紀の大事業といわれた愛知用水の牧尾ダム

と木曽川の支流阿木川に現在建設省が計画中

の阿木川ダムに求め、本地域の 5市 l町に浄

水を供給しようとするもので、その概要は、

給水対-象 5市 1町

給水人口 33万人

給水量 16万ぱ

目標年次 昭和60年

総事業費 160億円

工期 昭和46年~50年

(2) 木曽川右岸地域

この地域は、東j農地域に引き続いて県下で

2番目の県営水道を予定しており、比較的ま

とまりのある /J、士見桔i なj:ill~或で、ある。 *i原は琴t

在水資源公団が計!面している木曽川総合事業

の岩屋夕、、ムに依存することとし、昭和47年度

から工事に A 音15着手の予定である D その概要

は、

給水対象 l市 2開J3村

給本人LJ 9万人

給水量 4 }jrri' 

目標年次 11{1手1160{jミ

総事業費 33億11]

工期 昭和47年~50年

(3) 岐阜中流地域

この地域は、木曽川右岸地域と同様、水源

を木曽川総合事業の岩屋ダムに依存し、各務

ケ原市内の濃尾第 l頭首工地点から取水をす

る予定である。現在、需要案調査・施設計|同

を実施しており、そのf既要は、

給水対象 2市 4町

給水人U 36万人

給水量 15万ぱ(うち本事業分10万ぱ)

日標年次 昭和60年

総事業費 49億円

(4) 西濃第2地域

この地域は、建設省において計画されてい

る徳山ダム(多目的)を水源とする広域本道

で、現在は厚生、通産両省において t工水そ

れぞれの需要量調査および施設4回調査を実

施されており、本県でもこれに併せて調査計

画を進めてその概要は、

給水対象 1市 5郡

給水人口 36万人

給水量 15万ぱ(うち本事業分12万ぱ)

目標年次 昭和60年

総事業費 161億円

(5) 西濃第 1地域

この地域は、県都岐阜市を擁する地域であ

り、規模の上では比較的大きく、現在水源に

は割合恵まれているので、この構想の実現に

は幾多の問題点がある将来の水需要に対処し

て、建設省が計画している長良川上流の多目

的ダムに依存するよう水源の獲得を考えてい

る。
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徳山ダム提高 154.0m

j総量 600，000千ぱ
貯水量{

1;有効 250，000 '" 
水没 422戸

最大発電力 600，000kw 

板取ダム提高 105.0m

O ，'e-""-I総量 117，000千m貯水量 l".:-:~ ~~， ，vvv  I 

1有効 109，700// 

水没 312戸

佐々良木ダム提高 79.0m

j総量 48，000千rri
貯水量{

1有効 44，000 '" 
水没 80戸

4.東濃上水道用水供給事業

鋳鉄管

図-1 岐阜県広域水道計画図

t.J t "，J 
¥.¥ 

小里川夕、ム提高 94.2m

j総量 21，400千ぱ
貯水量{

!有効 20，500 '" 
水没 138戸

岩選ダム(第 1)提高 128m

j総量 173，500千ぱ
貯水量{

l有効 150，000'" 
最大発電力 286，000kw 

岩屋ダム(第 2)提高 41.5m

l総量 8，700千ぱ
貯水量 J

1有効 6，100'" 
水没 31戸

最大発電力 66，000kw 

昭和47.5 第12号

阿木川タム提高 100m

j総畳 48，000千ぱ
貯水量{

!有効 44，000 '" 
水没 26戸

新丸山発電所 i総量 41，740千ぱ
貯水量{
....~I 有効 17 ， 330 ク

最大発電力 63，000kw 

どに水源を求めて、水道事業を経営してきた。

岐阜県東濃地域(中津川市、恵那市、瑞浪

市、土岐市、多治見市および笠原町 5市 l町)

は、岐阜県の東南部にあって、国鉄中央本線

に沿って古くから陶磁器製造をその主産業と

して発達してきたところであり、各市町それ

ぞれに木曽川支流および土岐川とその支流な

しかしながら、潜在的に地域内水源が乏し

く、加えるに近時産業の発展と人口増加に伴

って、上水道水源の開発は困難となり、特に

土岐川は本地域の主要産業である陶磁器の原

料製造工場から排出される陶廃土により高度

に白濁し、さらに地域の都市化による家庭汚
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水の流入は河水を異常に汚染して、各市水道

の浄化機能に重大な支障を与え、遂に一昨年

秋ごろより渇水期には断水等の給水不能の非

常事態すら生ずるに至った。この事態に対処

するため、各市町は昭和39年に東濃用水道建

設期成同盟を結成し、広域水道建設を目指す

こととなった。

岐阜県は、昭和38年以来東j農地域の将来利

水について調査、検討を重ねてきたが、国鉄

中央線の複線電化の完成、中央高速自動車道

の建設と相伴って急速に発展しつつある特性

等も考慮するとともに、地元住民の切実な要

(1) 計画給水量

望に応、むるよう、県営として東濃用水道建設

を決定するに至った。当該計画の基本的条件

である水源についても、地域の水源事情、事

業規模等各般にわたって詳細検討したが、木

曽川上流の牧尾ダムと木曽川支流阿木川で建

設省が実施計画中の阿木川多目的ダムに水源

を求め、取水口を木曽川筋の関西電力山口ダ

ムとし、昭和60年を目標とし、給水人口約33

万人に 1日最大 157，925ぱを岐阜県が初めて

行なう県営上水道用水供給事業として、昭和

46年度から総事業費約 160億円で施工しよう

とするものである。

表-1 各市町村別 1日最大給水量(単位ぱ/日)

年度 中津川市 恵那市 瑞 j良市 土岐市 多治見市 笠原町 計

日召 50 7，000 9，760 24，250 
(0.51) 
41，010 

51 15，000 8，535 15，840 22，900 35，520 6，096 
(1.34) 
103，891 

55 24，500 11 ，305 19，200 32，800 38，400 6，958 
(1.71) 

133，163 

60 30，000 14，175 22，500 39，400 44，000 7，850 
(2.1) 

157，925 

注 ( )内は取水必要水量m
3/S。

上表中の昭和50年度給水量41，010ぱ/Dは、下流3市の暫定給水分である。

表-2 各市町別昭和60年度目標計画

項 目 中津川市 恵那市 瑞浪市

計画給水人口 60，000人 42，000 45，000 

1日1人最大給水量 500Q 500 500 

計 画 供 給 水 量 30，000ぱ/D 14，175 22，500 

恵那市は別に自己給水6，825ぱ/Dがある。

(2) 水道施設の概要

本計画は、取水口を長野県西筑摩郡山口村

地先木曽川にある関西電力山口ダムに設け、

毎秒約 2.1ぱを取水し、約13kmを導水して中

津川浄水場を設け、一括浄水のうえ 5市 1町

に送水するものである。送水は、主として自

然圧で、約50kmの幹線を布設し、途中水圧を調

整するための減圧水槽を設けると共に必要に

応じて再滅菌を行なう。幹線からの各市町受

水地点は16カ所とし、うち 15地地点、に延約40

kmの支管で給水する。 5市 1町のうち特に水

土岐市 多治見市 笠原町 計

78，800 88，000 15，700 329，500 

500 - 500 500 

39，400 44，000 7，850 157，925 

源汚濁のはなはだしい瑞浪、土岐、多治見の

下流部3市は、中津川浄水場からの本給水を

うけるまでの問、取水施設を暫定的に瑞浪市

土岐町市原頭首工(土岐町)に設け、毎秒0.51

ぱを取水し沈砂滅菌のうえ、各市の現有浄水

施設に送水する。

このため、本事業は下流部工事に昭和46年

度から先行し、 47年度にこれを完成させて、

48年度には一部給水を開始、上流部工事は47

年度から着手、 50年度完了を予定し、 51年か

ら全部給水を行なう計闘である。
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表 -3 水道施設一覧表

方包 設; 名 種 別 数 量

1.取水施設

1 ) 山口取水施設 計画取水位 EL 357，000m 

取水ゲート(電動) 2.5mx2.0m 2門

2 )市原ク(暫定) 取 水 ポ ン フ。 '" 350 X 65 kw X 2台

送水ポ ン フ。 '" 250 x240kwx 5台

2.導水施設 Lキ 13km

導水トンネル 持2000 L=6，290m 

管 路 係1650 L=6，295m 

3. i争水古包設 敷地面積 62，000m 

i允 砂 池 4. Om x 25 .0 m X 3. 2m 2 i也
薬品混和池 3.7mXI0.5mx3.5m u也

フロック形成池 有効容量 5，368ぱ 4i也
薬品沈澱池 14.9mx47.0mX4.0m 8i也
急速 ろ 過池 ろ過速度 120m/D 8池

j争 水 i也 25.0mx40.0mx3.7m 4i也
管 E里 本 長官 地下 1階、地上2階 1 キ東

4.送水施設 L=干90km

1 )送水本 管 送水トンネル '" 2000 L=2，350m 

管 路 併 1650~800 L =47 ，680m 

2)送 水支 管 管 路 が 600~150 L =39，870m 

、一一ー 増圧ポンプ設備一一一一一一L一一一 6ヵ所

表-4 事 業 実施工程計画表

事 業 区 分 事 業 内 ~τr ， 施行年度

上流部事業 昭 47~昭 50

(山口取水点~瑞浪市土 1.取水施設 Q=2.03m/s 昭和 51年 4月

岐町まで) 2.導水施設 L=12.6km 本給水開始予定

3 浄水施設 A=62，000ぱ

4.送水施設 L=46.6km 

2.下流部事業 昭 46 ~昭 4 7 

(瑞浪市市原取水点より 1.取水施設(暫定) Q=0.51m/s 昭和 48年 4 月

下流) 2.送水施設 L=43.3km 一部給水開始予定

5.本事業の特性

水道方包設のフローシートについては、ごく

一般的なシステムを採用しているが、ただ導

水管および送水管路については、与えられた

自然条件を最高度に利用する自然流下方式を

採用した。しかし、本地域が山間部に連なる

帯状の都市形態をなしているため、標高の差

が著るしく、極端に高圧(静水頭15kg/cni)の

所があり、一方で、は 3カ所のトンネルを掘る

必要があり、同時にまた 3カ所の減圧槽を設

けなければならないという極めて不利なb包設

形態となった。

同一条件における管厚計算を行なったところ、

ダクタイル鋳鉄管については 2種管、鋼管に

ついては普通圧管で耐え得る結果を得た。た

だこの計算式の中で、鋼管は外圧のみを計算

対象とし基礎支持角900

としているのに対し、

ダクタイル管は内外圧を加算し支持角を60
0

と

いう、鋼管に比し苛酷な条件となっているの

で、ダクタイル管については支持角を600

と900

双方について行なったところ、同上の結論を

得た。

この結論を基に資材費、労務費を含めた経

済性、安全性および施行性等を勘案し、両者

を併用することとし、これにより現在工事を

進めているが、今後さらに両者について突込

んだ検言すをしていきたいと考えている D

このため、管種、管厚の決定については随

分苦労したものである。まず管種としては、

一般的に採用されているダクタイル鋳鉄管と

鋼管を採用することとし、それぞれについて
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