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　昭和48年6月17日に北海道東部で発生し、根室、釧路では震度Ⅴを記
録した根室半島沖地震について、地震発生直後に現地調査を行い、水道
管路の被害状況を調査したので報告する。
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模室半島沖 地 震 に よ る

管麟の被害

昭和48年 6月17日午後零時55分、北海道東

部を中心に東北、関東地方にかけて広範囲な

地震があり、根室、創iI路では震度Vを記録し

た。

そこで、今回の地震によって水道管路がど

のような被害を受けたかについて、地震発生

直後に現地調査を行ない、被害状況を調査し

たので以下に報告する。

図-1 各地の震度
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1 .地震の概要

地震名

震源地

j菜さ

規 模

各地の震度

根室半島沖地震

根室南東沖約50km

来句20km

マグニチュード 7.7

図-1に示す。

2.被害状況
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(2) 配水管

①管路

図-2 釧路市上水道配水管概略図

文

②被害状況

配水本管には被害がなかったが、石綿

管および古い印篭継手の鋳鉄管で地盤の

悪い埋立地に埋設されていた配水支管が

4カ所で被害を受けた。

.. 100ct鋳鉄管印篭継手の鉛のゆるみ

による指計曳

それは、

.. 100ct鋳鉄管印篭継子の抜け出し

.. 5 11 ct鋳鉄管印篭継手の抜け出し

• 75併石綿管の折れ

であった。

2)釧路ガス

(1) 中圧本管

①管路

図-3に示す。

図-3 釧路ガス:中圧本管配管図 150 件~250併A-ll 形ダクタイル管(約5 ， 000m)使用
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② 被害状況

構造物、管路とも被害なし。

(2) 低圧本管 l 構造物、管路とも被害なし。

若草団地内に埋設されていた100sh鋼管のギ

ボルト京陸手のj属洩があった。

3) 根室市

(1 )導水管

① 管 路
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写真一 1 取水ポン7":1;曇の被害

② 被害状況

構造物では丹根沼水源系のレンガ造り

の取水ポンプの建屋が半壊したが、管路

には被害がなかった。

(2) 配水管

①管路

図-4に示す。

図-4 寝室市上水道配水管概略図

② 被害状況

配水管は主として石綿管が使われ、道

路、軌道横断、橋梁添架部分等には鋳鉄

管が使われてい4る。

被害は、

・石綿管の折損 8カ所

• 75持鋼管ネジ継手の抜け出し5カ所

• 150sh鋳鉄管の折損 1カ所

などてもあった。

このうち、 150sh鋳鉄管は図- 5に示す

ように、橋台と水銀灯基礎に固定されて

いたため、地震時に橋台と水銀灯基礎の

動きが違い水銀灯基礎が10cm程度沈下し

た時に折損したものである。
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図-5 150件鋳鉄管折損状況

水銀灯基礎

なお、今回の地震で最も被害の大きかった

花咲港に船舶給水用として配管しである75rt 

X 160mA形管管路は、埋設されている埠頭が

破壊したため、 40点ポリエチレン管の地上配

管で応急復旧したる詳細は不明であった。

4)標茶町

(1) 導水管

①管路

上水道

本ihj1

導 IJ<作
配ノト{也

~21l0世一…m斗ト
クテイル作 山川

イ1綿符 18，200m / 

250世Xii/.J3，600m

({js，'IIl1n:) 

界111水道 /萩里子、虹別、 r)}.i熊j-I二、 I_pオソトJIJ、北無去、沼l幌、熊Fド¥

¥厚生、下オソベツ、霞日IJ、 卜.茶安日IJ ，11"11カ所 / 

中オソベツ系

d 

;1<語j( }]111Kホノ 7jj，¥ 門e/J，池

可 作?100世×約2，200m - -1 i---1日)件 ><.*'~2，制)rn- 一一→

(ピニル符 AI形ダケタイル!f~;

写真一 2 花咲港埠頭の被醤状況

(75ct A形夕、クタイル管埋設場所)

写真-3 150持鋳鉄管折損状況

② 被害状況

上水道では構造物、管路とも被害がな'

かったが、 11カ所の専用水道のうち中オ

ソベツ系では加圧ポンプ場出口の150件鋼

管のネジ込フランジ継手が勇断破壊し、

水が逆流して付近の土砂を押し流し、ポ

ンプ場の l部が土砂で埋まった。

図-6 中オソベツ系150ct鋪管破壊状況

150，6A形ダクタイル符

写真-4 ポンプ宣の状況(150ct鋼管の破壊

により噴出した水で土砂が流出)
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(2) 配水管

萩野系の専用水道で、河川横断の100件

鋼管のネジ込フランジ継子が堤防部分で

1カ戸庁j属j曳した。

5 )厚岸町

(1)管路

導水管、配水管とも石綿管で、配水管のう

ち海底配管部分のみ鋼管が使われている。

(2) 被害状況

導水管には被害が見られず、 75件石綿のr日

*管が 1カ所折損したのみであった。

なむ、尾中晃筒易水道にわいて 125~石綿管が

;J(.;:r刊誌、工 J:~)部分で寸斤損していた。

図-7 125件石綿管折損状況

6) 浜中町

(1)管路

30m 

，]'，if守防

配水管は125~石綿管が使われ、霧多布大橋

添架部分にのみ125~A形鋳鉄管が使用されて

いる口

図-8 125sh鋳鉄管折損状況

霧多布大橋

写真一 5 霧多布大橋の被害

アンカー
ブロ yク 折損

(2) 被害状況

霧多布大橋と道路とが不等沈下を起こした

ため、霧多布大橋に添架しである 125~鋳鉄管

が橋台部分で破壊された。

写真一 6 霧多布大橋に添架した

125s6鋳鉄管復i日状況
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3.まとめ

道東地方の釧路市、根室市を中心にして、

水道施設の被害状況を調査したが、各地で地

盤の陥没、道路の沈下が見られ、特に根室市

では埠頭の陥没、国道の沈下、建物の破壊な

戸市ヘ
到iI E口

上水道

構造物 な し

導 水管 な し

配水管 4カ所

(荷 考

沿雨入
標 升→dそと- 回T

l:水道、専用水道

構造物 な し

導水管 1カ戸斤

配水管 1カ戸庁

1:水道は被害なし

f藷 考 J専用水辺~ 中オソベツ系 1
萩野系 1

今回の被害の特徴は、橋、建物など構造物

の壁を貫ぬいて配管されている管が構造物の

出口で破壊している例が見られたことである。

これは、構造物と管が埋設されている地盤と

が地震時に違う動きをするため、不等沈下を

生じ管が破壊されたものであり、このような

場所ではフレキシブルな継手を使い、地盤の

変位を吸収させる必要性があることを痛感し

た口

また、もう一つの特徴はA形、 A-ll形メ

カニカル継手およびダクタイル管は被害が全

。'Y'I調

ど地震のツメ跡を残していた。根室市などで

はかなりの被害ともいえるが、水道では、幸

いにして壊滅的な被害を受けた所はなかった。

被害状況をまとめると下表のようになる。

釧路瓦斯 根 主 市

ガス 上水道

な し 取水ポンプ場建屋 1カ所

な し

低圧本管 1カ戸庁 14カ戸庁

花咲港船舶給水用管路は

含まず

!享 1私三ム子4 問丁 J兵 中 田丁

上水道、筒易水道 上水道

な し な し

な し な し

2カ戸庁 1カ所

!こ水道 1カ戸斤

簡易水道 1カ戸斤

くなかったことてもある。

これは、フレキシプルなメカニカル調査手が

地盤変動に良く順応していることを実証して

おり、強革且な材質のダクタイル管と相{突って

地震に対して優れた特性を有していることを

示している。

なお、この調査に関して、釧路市、根室市、

標茶町、厚岸町、浜中町、到11路瓦斯(株)の方

々に大変わ世話になりましたことを、この紙

面を借りて厚くお礼申し上げます。
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事

1 .兵庫県の水需要と

広域水道の必要性

兵庫県においては、近年人口の増加、生活

水準の向上、産業経済の発展、加うるに内陸

部では、中国縦貫自動車道の建設によりイン

ターチェンジを中心とする大規模な宅地開発、

工業団地の建設が行われ、急激な都市化が進

んでおり、また県のマスタープランにおいて

も昭和40年には82%であった水道普及率を昭

和55年には98%まで高め、 l人 1日当り最大

使用量を520ρまで高めるような施策が講ビら

れているため、水需要の増大は極めて顕著で

ある(表-1、図-1、 2)。

従って水資源開発は、県勢振興の基本であ

り主要施策であるO 水源開発の方針としては、

当面、河川の開発を強力に推進しなければな

らない O そして、水資源の容量条件に基づい

語仁轄における蕗

ダクタイル鋳鉄管

寄稿

兵

た土地利用計同等、地域開発計画のチェック

をするとともに、工業用水の需要に対しては

回収水、 ド;J'(処f型水の再生利用によりその供

給をはかり、生活用水については、域内の水

需給のバランスのとれない地域が多いので、

広域的な水源開発による広域導水と広域水道

の推進をはかる方針である。すなわち兵庫県

林昌継

兵庫県企業局水道部水道課長

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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の場合、図のように阪神、播磨で全県の水需

要の94%を占めており、需要の地域が一部に

集中している。加うるに瀬戸内海地帯は降雨

量が少なく、また河川も中小河川が多く、水

源開発は困難で、効率が悪い。一方、西播地域

とf旦馬地域の河川|は、比較的水資源に恵まれ

利用世も少ないために西部・北部からの導水

が必要である。しかし阪神東部については、

どうしてもびわ湖開発による導水に依存せざ

るを得ない現状である。また一万、兵庫県の

水道施設数は662(47. 3. 31現在)て¥うち

上水道73、簡易水道475、専用水道114であり、

小規模水道が多く地下水、伏流水等不安定な

水源が大部分を占めている。

このような状況で広域的な水源開発に呼応

して、不安定水源の解消、水使用の合用化、

経済性その他の見地から、水需給の解決には

広域水道の建設が必要かっ急務である。 n1':、

現ff 'Jミ施中の県営広域水道 'j~ 業の概要をのべ

る([ZJ-3)口

表一 1 兵庫県の地域別生活用水(上水)、工業用水の需要最(取水ベース)

よ也威yる

阪神臨海
F反
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者ロ十

来品

fを下f;T番

事 ifIJ ;t番

宮キ

J位、，~
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図-1 人口推移

※嬰開発水量は昭和45年を基準とする

図-2 昭和60年の水需要の地域別割合

(単位:千ぱ/日)
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図-3 兵庫県水道用水供給事業(広域水道)

2.広域水道事業の概要

1 )猪名川広域水道事業

ぺ〉

本用水供給事業の対象となる市町は、大阪

湾に望み本県の東南端に位置する尼崎市なら

びにその北方に隣接する伊丹市、宝塚市、川

西市わよび川辺郡猪名川町の4市 l町であり、

これらの都市は、それぞれ阪神間における工

業、住宅、観光都市として発展を続けている。

さらに近年、港湾、鉄道、道路等社会資本の

整備充実による経済の高度成長に伴い、この

地域は急激な都市化が進み、特に新鮮な空気

と豊かな緑に恵まれた川西市、猪名川町にお

いては大規模な宅地の開発、住宅の建設が行

われており、これら諸要因による人口の増加

は著しいものがあり、生活用水の驚異的な需

大阪湾

要増大をもたらしている。

一方、猪名川町を除く 4市の既設水道は、

本地域を流れる武庫川、猪名川、あるいは地

域外の淀川から取水する表流水、伏流水と阪

神水道企業団より供給を受ける水道用水に水

源を依存しているが、これらの河川に水利権

の余裕がないことや、水質汚濁等の問題もあ

り、現在の給水量を維持することさえ困難な

状態であって、各市とも新たな水源を開発確

保することが焦眉の急務とされている。

このような状況から、建設省に台いても洪

水調節とともに都市用水、不特定かんがい用

水等を確保するための「ー庫ダム建設事業」

が策定され、水資源開発公団が43年度より工
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事の実施に着手することとなった。

本水道用水供給事業は、この計画による都

市用水の配分を受け、このような給水状況打

開のため県が広域的にごれを経営しようとす

るものである。

①水源

水源種目リ:猪名川表流水および「ー庫ダ、ム」

放流表流水

取水点:兵庫県川西市多国院

取水量:1.922ぱ/s(["""ー庫ダムJによる都

市用水 2.5ぱ/sのうち、他は川

西市単独および大阪府分)

②給水対象および、給水量

市町名
1日最大給水量 1日平均給水量

(ぱ/s) (rri/s) 

猪名川|町 11 ，200 7，840 

川西市 39，900 27，930 

宝塚市 22，700 15，890 

伊丹市 46，800 32，760 

尼崎市 43，500 30，450 

計 164，100 114，870 

③ 目標年次昭和55年度

⑨施設

取水施設、浄水施設、送水施設(送水管:

再 250mm~ 併 1 ， 200mmX延長約24 ， 000m 、送水

隠道 :R=2.0m.4R馬蹄型・延長約4，000m

調整池 3カ所)

⑤ 建設費約130億円

⑥工事期間昭和46年度~昭和50年度

2) 東播広域水道事業

本用水供給事業の対象となる市町は、本県

のほぼ中央部を占める東播地域に位置する神

戸、明石、加古川、三木、高砂、小野、三田

の各市と美嚢郡吉川町、加東君附ー町、滝野町、

ブロック名 市 同丁 名

東 播臨海部
神戸市・明石市・三木市

稲美町・播磨町

加古川下流部 加古川市・高砂市・志方町

東条川流域部 小野市・社町・滝野町・東条町

東播内陸部 三田市・古川町

計

東条町、加古郡稲美町、播磨町、印南郡志方

町の 7市 7町である。これらの市町のうち播

磨灘に面する臨海部一帯は、播麟工業地帯の

一部を形成し、飛躍的な発展途上にあり、さ

らに内陸部一帯は中国縦貰自動車道の建設に

より滝野、および吉川インターチェンジを中

心として大規模な宅地の開発、工業団地の建

設が行われており、生活用水の大幅な需要増

大をもたらしている。

一方、各市町の既設水道は、本地域を流下

する加古川、明石川、およびその支流から取

水する表流水、伏流水と東播地下水盆の深層

地下水に水源を依存しているが、河川には新

たな水利権取得の余裕のないことや、水質汚

濁の問題、さらには地下水の過剰汲上げによ

る水位の低下、塩水化等が生むており、現在

の給水量を維持することさえ困難な状態にあ

り、各市町とも新たな水源開発が急務とされ

ている。このようなことから農林省において、

かんがい用水と都市用水を確保するための「東

播用水農業水利事業」が策定され、 53年度完

成を目途に工事に着手することとなった。

本水道用水供給事業は、この計画による都

市用水の配分を受け、このような状況に対処

するため県が広域的に経営せんとするもので

ある。なお、乙の:事業は、供給地域が広大な

のと取水地点の制約から、全事業を 4ブロッ

クに分け供給を計るものである。

①水源

水源種別:加古川、東条川表流水および東

播用水事業(呑吐ダム、大Jlli頼

ダム、川代ダム)放流表流水

取水量:3.366ni/s (共同事業費分担率:

農林省50.5%、県企業局49.5%)

②給水対象および給水量

1日最大給水量(ぱ/日) 1日平均給水量(ぱ/日)

140，500 98，350 

60，900 42，630 

59，200 41，440 

16，400 11 ，480 

277，000 193，900 
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③目標年次昭和55年度

④ 施 設

取水施設、浄水施設 (4カ所)、送水施設

東播臨海部 併300mm~ 件900mm延長約24 ， 000m

加古川下流部 外300mm~ ¥O700mm延長約13，300m

東条川流域部 似OOmm~ 併700mm延長約19 ， 100m

東播内陸部 \Ó 300mm~ が400mm延長約12 ， 200m

計 sb300mm~ 件 900mm延長約68 ， 600m

⑤建設費約296億円

⑥工事期間 昭和47年度~昭和53年度

3)西播広域水道事業

本用水供給事業の対象となる市町は、播磨

平野の中央部を流下する市川の中、下流にひ

らけた都市であって姫路市、飾磨郡夢前町、

神崎郡市川町、福崎町、香寺町、わよび揖保

郡太子町の 1市 5町である。これらの市町の

うち、播磨灘に面する臨海部一帯は、播磨工

業地帯の中心部を形成し、飛躍的な発展途上

にあり、さらに内陸部においては中国縦貫自

動車道、播但有料道路の建設により、福崎イ

ンターチェンジを中心とじて大規模な宅地の

開発、工業団地の建設計画が進められており、

生活用水の需要は飛躍的に増大している。

現在、市川水系には、市川総合開発事業の

生野ダムがあり、姫路市周辺に上、工水を供

給しているが、急激な需要増のため、すでに

満度に達している。また、中流部の地域はほ

とんど地下水、伏流水を水源としているため

非常に不安定であり、現在の給水量を維持す

ることさえ困難な状態であり、各市町とも新

たな水源開発が急務とされている。従って、

かねてから大規模な水源開発とともに広域的

な供給態勢の確立が望まれていた。

このため本事業は姫路市豊富町、岩屋、細

野地先にロックフィルダムを築造し、河道外

貯水池として市川の豊水時に揚水貯溜し、ご

れを主水源とし、さらに姫路市船津町の長池

を同様に調整池として用い、また、市川水系

黒川上流部に関西電力が建設中の黒川ダムを

一部共同利用することにより水源を確保 L、

県が広域的に経営しようとするものである。

①水源

水源種別:市川表流水、黒川ダム放流表流

水、わよび長池、神谷ダム貯溜

オに

取水点:兵庫県姫路市船津町仁色

取水量:神谷ダム2.2ぱ/s、長池0.25ぱ/s、

黒川ダム0.35ni/s、計2.8ぱ/s

②給水対象および、給水量

市町名
1日最大給水量

(ぱ/日)

姫路市 168，000 

夢前町 4，400 

市川町 14，900 

福山奇岡I 18，100 

香寺町 4，500 

太子町 14，100 

言十 224，000 

③目 標 年 次 昭 和57年度

④施設

1日平均給水量

(ぱ/日)

117，600 

3，080 

10，430 

12，670 

3，150 

9，870 

156，800 

取水施設、貯水施設(神谷ダム:有効貯水

量15，900千ぱ、長池:2，605千ぱ)

浄水施設、送水施設(送水管持400mm~ 持 1 ， 500

mmX延長約32，100m)

⑤建設費約240億円

⑥工事期間昭和48年度~昭和53年度

3.むすび

近年ダム開発は公共補償、生活再建、買収

価額等の解決に多くの困難と長い期聞がかか

る現状である。前述の「ー庫ダムJ もその例

にもれず、現在やっと一筆測量立入調査の地

元了解を得た段階で、当初48年度末完成の予

定が2~3 年遅れることは確定的である。猪

名川広域水道の水道施設の建設は、昭和46年

より進行しているが、水j原開発の遅れから猪

名川流域市町の水不足は深刻になるであろう。

また、東播広域水道の水源開発においても、

当初の予定がかなり遅れるようである。

このような水源開発事業の遅延と、それに

伴う大幅な補償費の増嵩は、緊急な需要に対

する水道用水の早期通水と供給単価の面で各

事業とも大きな問題を含んでいる。
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軟弱地盤地帯のダクタイル管管
路の挙動調査

静岡県

柿田川市水道事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　漆畑　八三

　現在、駿豆水道用水供給事業がおし進められているが、この事業の一
つとして総延長22kmの送水管路に口径700～1000mmのダクタイル鋳鉄管
が採用された。このダクタイル鋳鉄管が埋設される所は軟弱地盤であ
り、当然地盤沈下、不等沈下がおこることは間違いない。そこで基礎工
法を取りいれ、直線管路にはK形継手を使用し、ベンド部などの不平均
力の作用する所にはKF形継手を使った。そして継手の曲り、抜出しにつ
いては、いずれもK形継手の許容値以内であり、軟弱地盤にもダクタイ
ル鋳鉄管が十分耐えることが実証された。本論は、管路の沈下挙動の調
査データを発表したものであり、今後の設計、維持管理指針の一助とも
なれば、という筆者の暖かい心使いでもある。

地震と管路について（その1〉

日本鋳鉄管協会

技術専門委員会
　　　　　　　　　委員長　宮岡　正
　　　　　　　　　委員　　 宮本　宏
                           　　根本　行康
                           　　北条　貞宗

　年々都市社会は巨大化し、産業はますます発展し、そしてわれわれの
生活は向上していく傾向にある。それに伴って上下水道、ガス、電力な
どの需要が多くなり、これらをささえるカゲの主役である管路はますま
す重要視されている。昔から日本は地震が非常に多く、「地震国日本」
という異名を持っている。この地震や軟弱地盤などによって管路にどの
ような影響をもたらすのか……。今回はその第1回目として、実際に発
生した地震と管路被害を調べるために数種の実験を行い、その多面的な
研究結果を発表したものである。

八丈島東方沖地震による水道管
路被害調査報告

日本鋳鉄管協会

技術専門委員会
                     　委員　北条　貞宗
                           　　 加藤　宗隆

　昭和47年12月4日に、八丈島を中心とした強い地震があり、当島では
震度6という強震を記録した。この調査報告は、地震発生後2日目に島に
渡り、2日間にわたってこの地震によって水道管がどのような影響を受
けたかを調査したものである。その結果、継手の抜出しや管の挫屈した
被害はほとんど見られなかった。また、八丈島は玄武岩およびその溶岩
流で形成されているため、沖積層や軟弱地盤がほとんどなく、それだけ
水道管が受けた被害が少なかったともいえる。

1973年 No.14
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導水管(口径2600mm)の管厚決
定に至るまで

大阪府

水道部工務課長
                            　　江村　利雄

　大阪府営水道は、昭和47年度から昭和50年度までの4ヵ年計画で第6次
拡張事業を実施している｡この事業の中で、昭和48年度夏期までに完成
させなければならない導水管工事を目下施工中である。この工事は、磯
島取水場から村野浄水場間4.5ｋmに世界でも最大の2600mmダクタイル鋳
鉄管を布設するものである。本論では、管路の選定から管厚決定に至る
までの経過を述べたものであり、2600mmという超大口径管を布設するた
めには、いかに管に対する認識が重要であるかを再認識させる貴重な論
文である。

平城ニュータウンにおける配水管
布設工事にタイトン継手を使用し
て

奈良市水道局

管理課改良工事係　係長
                          　    木村　誠二

　平城ニュータウンは、奈良市、京都府木津町、精華町の一市二町にま
たがっており、このニュータウンが完成すると計画人口7万5000人の
ベットタウンとなる。このニュータウンに配水するために口径75～
250mmの小口径管タイトン継手を使用した。その理由として、経済性、
施工時間の短縮などである。本論では、施工業者の選定から通水まで
の、一貫した経過を述べており、工事が完成し、通水が完了した現在、
当初タイトン継手に対して不安があったが、施工途中、施工完了時を振
返ってみて、タイトン継手の持つ特長が十分に生かされたという結論に
達している。

タイトンジョイント管を使用しての
一考察

長崎市水道局

施設部改良課　課長
                           　 　楠本　鶴次

　長崎市で初めてタイトンジョイント管を採用した施工が行われ、ここ
で得られた施工性などに対する所感を報告する。

1973年 No.14
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1973年 No.14
鹿児島県南薩摩地域の畑地かん
がい事業の概要

九州農政局

南薩農業水利事務所
                              　落合　信義

　薩摩半島南端地区（南薩地区）の地域概要および土地利用現況を報告
し、国営土地改良事業として実施した畑地かんがい事業において、その
送水路にダクタイル鋳鉄管呼び径1500mmなどが使用したことなどを紹介
する。
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弱地盤地帯のダクタイル管

管踏の挙動調査

1 .はじめに

現在、駿豆水道用水供給事業を推進しつつ

あるが、この中で送水管路としては 700φ~

1000φ まで、総延長22kmの聞に、ダクタイル管

を採用した。管路は軟弱な地盤に理設された

が、今後の設計および維持管理指針資料を得

るため、地盤沈下に対する管路の挙劫を計測

刷調査することになった。

以下、事業の概要と現在までの計測・調査

結果について、あらましを述べてみる。

2.駿豆水道用水供給事業の概要

事業概要は表-1の通りであり、狩野川水

系の柿田川を水源として、日量10.5万トンを

表-1 事業概要

水 j原 一級河川狩野川水系柿田川

取水量 105，000m3 j日

給水量 100，000m3 j日

熱海市 分水量60，000m3j日

給水区域 三島市 分水量30，OOOm3j日

函南町 分水量10，000m3 j日

静岡県柿田川水道事務所長

漆畑八三

取水し、これをいったん三島受水槽 (HWL+

80.0m)、国南受水槽 (HWL十310.0m)および

熱海受水槽 (HWL+410.0m)まで、ポンプ圧

送した後、自然流下によって熱海市、三島市、

函南町に分水しようとするものである。

3.送水管路埋設地帯の地盤について

この地帯は、文献によれば図-1に示すよ

うに箱根外輪山西南部すそ野の三島付近にお

いて、火山斜面の放射谷が発達し、その下流

末端出口部を富士の溶岩流と、それにつづく

扇状地タイ積物でせき止められて、一時、湖

沼を生む、後に埋積されて軟弱地盤となった、

いわゆる溶岩流によるセキ止め軟弱地盤地帯

が存在する所である。

管路は、図-1のように埋設されており、

途中でこの軟弱地盤地帯を通っている。この

管路をもう少し拡大して示すと、図-2のと

おりである。また管路中、 C地点も土質調査

の結果では、同様に軟弱地盤地帯に該当する

戸斤である。
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図-1 三島付近、溶岩流によるセキ止軟弱地盤
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出展:土質工学会編、軟弱地盤の

調査・設計・施工法

図-2 管路の概要

熱海第 2受水槽

4.管種選定に当たって

この地帯は、すでに述べたように豊富な水

量に恵まれ、地下水位が高く、しかも洪積世

火山である富士山のすそ野の斜面にできた放

射谷がオボレ谷となって、代表的な軟弱地盤

になった所である。軟弱地盤に管を埋設した

場合、地盤沈下に伴って管路も沈下するが、

この場合、管体に無理な力が働かずに、関節

のごとく自由自在に沈下に順応することが管

路としては最も望ましいと思われる。

以上のことから、工事の施工スピードと相

まって、将来の地盤沈下に対する管路の安全

性を考慮し、ダクタイル管を採用した。

(注) A、BおよびC地点は、計測・調査位置

ζ:;>は特に軟弱な地帯

5.工法について

管路設計に当たって、軟弱地盤地帯では、

不等沈下をできるだけ避けることが望ましい。

このため、基本的には直線管路にはK形継手

を用い、ペンド部など不平均力の作用する所

では KF形継手を採用して、不等沈下の原因

となるコンクリートブロック防護を全面的に

取り止めることにした。

一方、管路埋設に際しては、極めて地下水

位が高いので管据付けを安定させる目的で、

基礎は全面的に砂置き換え工法をとった。さ

らに、路線の一部には管路の不等沈下対策と

して図-3に示すような梯子胴木基礎を採用

した。
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図-3 梯子胴木基礎

砂基礎

6.管路の挙動調査

軟弱地盤地帯における埋設管路の沈下挙動

については、従来、理論的には推定されてい

るが、実際の管路に即した適当な事例研究は

ほとんどなかった。たまたま今回の管路は、

わが国でも代表的な軟弱地盤地帯に埋設され

ることになり、工法としても、梯子胴木、浮

き基礎、コンクリート防護の取り止めなど基

礎に留意した。このような背景から、 800φ お

よび900φ管路中、特に軟弱と見られ、かっ盛

土によって将来地盤の庄密沈下が予想される

A、 BおよびC地点について地盤の沈下量を

注1. ( )内は800czSの場合

注 2.胴木は 1本長3.6mを接続

注 3.枕木は 3mおきに 1本

(または直管 1本につき 2本)

推定すると共に、管路の挙動を計測・調査す

ることになった。

以下、現在までの結果のあらましを紹介し

てみたい。

1 )計測方法

管路の沈下量は、対象区間の要所要所に取

付けた計測筒によって定期的に測量し、継手

の伸縮ならびに屈曲度については、特に沈下

量が大きいと推定される B地点の一部を選ん

で、図-4に示すような形の変位計によって

計測する方法をとった。

図-4 計測方法

変位計

(継手の伸縮、屈曲
を計測) (管路の沈下量を計測)



8 鋳 鉄管 昭和48. 5 第14号

2)結果

現在までの調査結果をまとめると、図-5

~図-8のようになる(なお、測定時期にず

れがあるのは、工事の都合上、いったん管を

埋設しでから部分的に再掘削して装置を取付

けたためである)。

図-5 地層と管路の沈下状況(A地点:900併)

15 

標

高

~ 10 
m 

追加距離 (m) 0 

区間距離 (m) 1 

地盤品 (m)13，710 

埋設日寺管頂高(m) 12，300 

(cm) 18カ月後 3.9 

50 

梯子胴木基礎

100 150 200 

131 

十L045E 見 71111. ~67 11.8001111 ，803 
。。

2.3 1.0 
0.2 

250 300 350 400 433 

185 74 

13，250 

記11，54竺3 11 ，900 

。 百
6.2 一0寸.6 

図-6 地j審と管路の沈下状況(8地点・その 1: 900s6) 

m 11 

10 

追加距離 (m) 6 5 10 1"5 2"0 2'5 30 35 40 45.3 

区間距離 (m) 1 6 10 13~- 7 I~- 6 1 3.6 12.41 3.8 1 

地盤高 (m)13~925 14;005 13
1
970 1~ ， 963 

埋設時管項高(m) 111071 111011 ~2 _1_1"063 

万高石市(cm)q.3 2:.0 か 1~.0
継手の|埋設時一1:5' +2'/十2' QO/十18' 1 

屈曲角度 17カ月後一27'十14'/午24'ァ22'/ 

14，'00014，000 14，08014，02114，03314，013 

叫 591:1 ， <~43 11 与7611:， 419~1 ， 4叫1 ， 556

9;4 19.2 9;6 13;11q.6 1い
|~;- -4:0' +~9' 

+2:0' _lO?~' --=t有」

管埋設l!寺管項高

8カ月後管項高

~ローム

巴ヨシルト

EB火山灰性火山砂

[ITjヨシルト火山灰互層

EZE有機質土(腐槌土)

~ローム

EZヨ有機質土(腐植土)
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20 

図ーワ 地膳と管轄の沈下状況(8地点・その 2: 900併)

戸少
標

15 

高

~ 10 

~ローム

医週シルト混細砂

堅霊ヨ細砂混シルト

~ゴ有機質土(腐植土)

区詔腐食物混シルト

巴ヨシルト

t23J火山灰性火山砂

医羽砂磯

陸習転石混砂磯

追加距離 (m) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 480 

区間距離~ 148 66 116 150 

地盤高 (m)14，123 15，306 15，862 17，171 18，896 

埋設時管]賀高(m)12，033 14，196 14，693 15，722 16.979 

沈下量 2.5カ月後 1.5 0.2 1.2 0.7 

(cm) 18カ月後 0.8 0.7 1.5 0.9 

235 

標

品

----. 230 
m 

235 

管理設時管項高

9カ月後管項高

追加距離 (m) O 50 100 250 

区間距離~ 111 121 

地盤高 (m)234.290 

埋設時管頂高(m)233.100 

沈下量 2.5カ月後 0 

(cm) 19カ月後 0.1 4.4 

7.計測結果に対する考察

1 )管路の沈下状況について

表-2のごとく、一応目安として沈下量と

圧密時間の推定を試みたが、実際の測定結果

と比車交してみるとかなりそのイ直にずれがあり、

実測値の方が小さいことがわかる。これは理

論計算に当たって、圧密が一次元的に起こる

ものと仮定したためと思われる。

すなわち、一次元圧密とは、載荷面の下に

ある土が側方に押し出されることなく圧密沈

下する場合である。一方、われわれが対象と

したのは図-9に示すような形で管路の上に

管軸方向に盛土がなされており、この場合の

盛土荷重は、地盤に対して局部載荷の形にな

っている。そして圧密の際には、載荷面の下

において任意の水平断面上の応力分布は一様
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表-2 推定沈下畳および庄密時間

※No.393およびNo.403はNo.414+14mの調査結果からの推定値

A B C 
位置

測点No・ 341 393 ※ 403 ※ 414+14m 18 

土 質 ローム 有機質土 ローム 有機質土 ローム 有機質土 ローム 有機質土 シル卜
ローム

有機質土
ローム

(上層) (下層)

土の単位{楠重量γ 1，583 1，122 1，245 1，262 1，245 1，262 1，245 1，262 1，411 1，395 1，406 1，264 

圧縮指数 Cc 0.27 2.82 0.235 1.35 0.235 1.35 0.2話 1.35 0.545 0.25 0.37 0.31 

間隙比 Eo 3，086 6，3ω 3，016 4，253 3，016 4，2日 3，016 4，2臼 2，869 3，7位 4，014 2，895 

圧密係数 Cv 
2.3X10→ 2.9X10-3 7.8x10→ 1.7X10→ 7.8X10寸 1.7X10→ 7.8xlO→ 1.7 X 10-3 5.2X10→ l.lXlO寸 1.3 X 10-2 1.3X10→ 

(coi/sec) 

1.8 13.5 6.5 

15.3 54.2 

推定圧密時間(カ月)
但し、庄密度90% 0.05 0.48 0.24 
の場合

沈下量の計算式(テルツァギの式)

Cc _ LlP 
o' =Hーーニーlog(1 +一一)1 +Eo --0  

o' :軟弱層の圧密沈下量

H:軟弱屠の厚さ

Eo:初期間隙比

Cc:圧縮指数

P:先行荷重

LlP :増加荷重

図-9 盛土の状況

47.7 1.2 

29.3 0.24 

でなく、圧密によって土が側方に押し出され

る、いわゆる三次元的な圧密になっているも

のと考えられる。実際に盛土後の状況をみて

も、管路上の道路の横の田畑には、土の逃げ

による亀裂、盛り上りの様子がみられたこと

からも、この圧密が一次元的でないことが明

らかである。

現実には、三次元圧密の解析はきわ，めて困

難であり、普通はすべて一次元圧密理論で沈

下量が推定されているようである。従って、

推定した圧密沈下量および圧密時間は参考値

として取扱われるべきと思われる。

2)管路の安全性について

図-5~図-8 の結果からもわかるように、

一部、 B地点(その 1)のように測定データ

6.0 2.8 1.2 6.8 0.2 5.0 7.2 

7.2 10.8 12.4 

29.3 0.42 1.93 2.52 0.47 0.18 0.77 

圧密時間の計算式

(粘土層の場合に適用)

H2'T 
t=一一一一(但し、両面排水の場合)

4Cv 

t 圧密度U(%)に達する経過時間

H:粘土の層厚

T:圧密度Uに対する時関係数

Cv:平均圧密係数

が不足しているため、現時点では推測し難い

ものもあるが、その他の場所では現在までの

結果から管路は、一応なめらかな沈下曲線を

えがいている。そして継手の曲りおよび抜出

しについては、いずれも K形継手の許容値以

内に十分入っており、管路としては安全とい

える (900φの場合、許容曲り角は1050'であ

り、 800φの場合、 2010〆である)。

例えば、 900φの場合、 B地点、(その 1)に

おいて 7カ月経過して曲り角で46'の増加を示

し、 1
0

26'になっているのが最大である口また

800φの場合、 C地点、において、 9カ月経過し

て最大曲り角は空気弁(国定基礎)の隣りの

継手で17'となっている口

8. むすび

以上、軟弱地盤地帯にダクタイル管路を採

用した機会に、管路の沈下挙動を調査してき

た。管路としては、現在のところ安全といえ

るが、今後さらに計測を続け、できるだけ豊

富なデータを集め、今後の設計および維持管

理指針の一助ともなれば幸いと考える次第で

ある。
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陸軍置璽覇軍軍園

地震と管路についてくそのい

1 .あらまし

都市の巨大化、生活の高度化、産業規模の

大型化等に伴い、上下水道、工業用水道、ガ

ス、電力、電信電話などに使用される管路は

ますますその重要性を加えられながら、延長

を増大しているが、最近になって地震、軟弱

地盤等の地盤変動に対する管路の安全性がよ

く論議されるようになってきた。特に地震に

ついては、大きい災害をもたらせる場合もあ

り、政府各省(建設省、通産省、厚生省等)

も積極的に調査、検討を行ない、耐震設計法

あるいは技術基準等の確立の方向ヘ歩み出し

たといえる昨今である。

われわれも、この問題について無関心で、い

たわけではなく、過去から新潟地震、十勝沖

地震など実際に発生した地震と管路被害等の

調査を行なってきたが、併行して調査より一

歩進めて地震時の管路挙動把握のための振動

実験、電子計算機による管路挙動計算法の検

討、地震時の地下埋設管路挙動の現地計測、

超A級地震に対応する耐震管路構想、および耐

震継手の開発などの多面的な研究を行なって

いる。

日本鋳鉄管協会技術専門委員会

委員長 宮岡 正

委員 宮 本 宏

委員 根本行康

委員 北条貞宗

これらの研究は今後も継続して強力に推進

していくものであるが、取りあえず今回は、

現状の研究概要、われわれの基本的な考え方

などについて述べ、以後、数次にわたって個

々の実験結果などについて報告していくつも

りで、ある。

2.地震時の管路の挙動について

1 )概要

地震時の管路の挙動に触れる前に、地震時

の地盤の動きをまず注目する必要がある。地

下埋設された管路は、その地盤の動きに左右

されるものであることは間違いがない。

この土の動きについては、ある限度内、す

なわち土が破壊を生じない範囲と、断層亀裂、

流砂現象等を生ずる極端な場合が考えられる口

前者の場合には 2、 3の研究論文が発表さ

れている。この範囲での土の歪は地震の強さ

(土に与えられる加速度)、その地盤の固有振

動周期、その地盤での地震波の伝播速度など

から算出することができるとされている。

例えば、加速度400gal，地震波の伝播速度100

m/sec.軟弱地盤で固有振動周期0.8sec.とす
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れば、この地震での土の歪は 5X 10-3となる口

今、かりにこの 5X 10-3の土の歪を例にとっ

て、このような条件下に管路が埋設されてい

る場合を想定して考察してみる。 5X 10-3、

すなわち0.5%のなる土の歪は、 100mで土50

cm、1000mで、土 5mの土の伸縮を示しており、

この伸縮が管路へ影響を及ぼすことになる。

現在の地下埋設管路は大きく分けて剛構造形

(鋳鉄管の印篭形ジョイント管路、鋼管の溶

接形ジョイント管路、ヒューム管のモルタル

コンポジョイント管路等)と柔構造形(ダク

タイル管のメカニカルジョイント管路、 P.S

コンクリート管のプッシュオンタイプジョイ

ント管路等)があるが、剛構造形管路には、

管台よびジョイントに大きい応力発生をもた

らせ柔構造管路には、主としてジョイントに

相当分の変位をもたらせる。

今、土と管路が同一の動きをすると仮定す

れば、土0.5%の歪は、計算上鋳鉄管印篭形管

路では(ジョイントが動かないと仮定すれば)

約50kg/mm2、鋼管溶接継手管路では約100kg/

mm2、ヒューム管のコンポジョイント管路では

(これもジョイントが動かないと仮定すれば)、

約15kg/mm2の応力発生となり、鋳鉄管、ヒュ

ーム管は切損、鋼管は弾性限を超えた塑性域

に入り、挫屈という現象を生ずることになる。

現実には、土と管路がどこまでも同じ動きを

するのではなく、ある点、で土と管との摩擦限

界でスリップをきたし、応力発生は、上記の

数値より小さくなることが予想されるが、管

路構成上、分岐、曲り、弁室、アンカ一等、

管路拘束は避け得ないことを考え合わせれば、

かなりの応力発生をみておく必要がある口一

方、柔構造管路では、土0.5%の歪はジョイン

トのところに集中する。例えば管長 2mのも

のなら土10mm、 4mなら=l::20mm、 6mなら士

30mmの変位をジョイントに生ずる。

柔構造管路のジョイントの余裕は、 2m管

で20mm、4m管で、40mm、 6m管で、60mmが最低

必要で、あり、継手部の曲りを考え合わせれば、

その余裕をさらに見込む必要がある。以上は、

土の歪を中心に論。てきたが、現実には土の

歪が均一で、なく、局部的な大小を示すという

ごとになる恐れがあり、こういう条件下では、

剛構造管路では、局部的応力集中によるひき

ちぎれ、柔構造管路では局部的変位集中によ

るジョイント部の抜出しという事態が懸念さ

れる。

以上の数値例は 5X 10-3という土の歪を前

提として、論むてきたものであるが、同じ400

galの加速度の地震でも地盤が良ければ、土の

歪は小さくなる(固有振鋤周期0.3sec、伝播

速度300m/sでおよそ0.6XI0-3即ち土0.06%)

こと、また400gal級の地震がどの程度の確率

で起きるのか、多発している通常の地震の加

速度はず、っと小さいことなどを考えれば、現

実の管路は、耐震性能にそれぞれ甲乙がある

が、直ちに耐震的でないと断定し難い。

夕、クタイル管、 K形継手、継手余裕

呼び径(mm) ジョイントの余裕(mm)

500 64 

1，000 72 

1，500 72 

2，000 105 

しかしながら一方で、は、前にも記したが、

断層亀裂、流砂現象を生ずるような場合など、

土の動きを理論から数値的にとらえ得ないよ

うな場合もあり、また、条件によっては、大

地震時の土の歪は10-
2
のオーダーであるとい

う説もあり、現状の管路の中には、ある程度

耐震的なものはあるとしても、苛酷な条件に

出会えば、どれーっとして万全というものは

ないともいえる。

2)地震時の管路挙動把握の振動実験

われわれの行なっている地震時の管路挙動

把握のための振動実験では、加速度、周期、

振幅、波長等を種々変えて、装置中の土にイン

プットし、埋設されている管路の挙動を知ろ

うとするものである。およその調査項目は、

1.長尺管路と短尺管路の相違点

2.管路と土の摩擦の問題

3. 管路中の構築物の影響

4.管体発生応力と継手の変位

5.地震波の管路軸方向への影響と、管路横

方向への影響

6. 土庄の影響



地震と管路についてくその 1) 13 

7.管路曲り部の状況調査

8.複雑な地震波を与えた場合の挙動

9.極端に軟弱な流砂現象的な条件を与えた

時の挙動

等である。もちろんこれは装置の中の実験で

あるから、現実との対比が今後の大きい検討

対象として残される。

3)耐震設計計算プ口グラム

また、一方地震時の管路挙劫の把握という

点、から、現在、有限要素法を利用した多質点系

応答計算法の適用がある。従来、この方法は地

震時の建築物等の安全性確認や、耐震設計に

用いられたものであるが、沈埋函等への適用、

さらに地下埋設管路への適用が可能だといわ

れている。他の利用目的もあって、われわれ

はこの電子計算機のプログラムを導入した。

現在の地下埋設管路の地震時の挙劫の把握お

よび耐震管路設計の一助となすことができる。

しかし、これとてもこのソフトウェアが、現

実の地下埋設管路の挙動との対比という面で、

今後の問題点、が残されている口

ヰ)地麓時の管路挙動計測

地震時の構造物、特に地上構造物について

は、ある程度の地域、かっ量の観測装置が設

けられていると開いているが、地下埋設構造

物については、この試みは、いまだほとんど

行なわれていない。水道管路については、昨

年地震時の挙動把握のための観測装置が、八

戸市の発案で生きた地下埋設管に取付けられ

たのが、初めてでなかろうか。

地震時の管路の挙動の把握は、理論的にも、

実際的にも非常にむずかしいが、今後の被害

を未然に防ぎ得る、その地形、その条件に応、

むた耐震設計法を確立するためにも、今後こ

のような観測装置が、各地に取付られるよう

になることを、切に望んでいる口

図-1 八戸の観測装置

万夜玖き〉

測定項目

1.継手の変動

2.土の歪

3.管の加速度

4.管の歪

埋設管

円周 3個所

管側 1個所

3方向

円周 4個所

間ケに ¥ ご ¥

保護カバー

(1100世鋼管)

計測室

ヲ予

中旬40m
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3.耐震管路について

い前期の管路

まず、鋳鉄管管路を歴史的に振りかえり、

それが耐震的にどうかという角度から、考察

を加えてみたい。鋳鉄管の歴史は古く、数百

年前からのものであるが、今までの聞を技術

的に眺めて、 2つの分野に分けることができ

る。このうち前期のものは、管材料がねずみ

鋳鉄と呼ばれるもので、この間、材料の品質

向上もはかられたが、最も安定した最終的な

ものは高級鋳鉄、すなわち今のJISの規格で

いう FC25に相当する品物であった。

引張強さ

伸び

衝撃値

FC25の材質

25kg/mm2以上

一一一(ほとんどなし)

o .4~0. 6kg 'm/cm2 

この材料は、コンクリート系、セメント系

の管に比べ強度も大で、金属材料の中では腐

食に強いということで広く用いられた。

一方、この時期のジョイントは、主として

印篭形であった。このジョイントは、約200年

前、使用され始め全世界に広がった。わが国

でも明治初期から使われ(初期の管はイギリ

スなどから輸入していた)その後、昭和30年

頃まで生産された。

図-2 印篭形ジョイント構造と性能

}~一一一
10kg/cm2 

2 ~ 4mm 

1O~20' 

600併の例

このジョイントは、受口と挿口の聞にヤー

ン(唐麻)をつめ、これの膨潤で止水しよう

とするもので、受口、挿口を一体に保つベく、

溶融鉛をヤーンの後部に流し込み、コーキン

グする構造である。わが国では小口径75mmか

ら大口径1，800mm管まで使用された。

鋳鉄管歴史の前期の管路は、ねずみ鋳鉄の

材質の管、印篭形ジョイント、ところどころ

に使用するフランジジョイントで代表される。

図-3 前期の管轄のー側(剛構造管路)

面ラ面7 露出配管 /c，/ノ f 

Fe Feぺ )';ú~/~

Fe c c c c 

c 印篭形継手

Fe:フランジ形継手
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この管路は、管材料に伸び、靭性が少なく、

継手も融通性の少ないもので、前にも述べた

ように、剛構造管路の一例とみなすことがで

きる。サンフェルナンド地震、新潟地震、十

勝沖地震など、国の内外を問わず、大地震が

発生した時、鋳鉄管管路のうち最も多くの被

害を受けているのがこの管路である。一つに

は長年月の埋設で老朽化していること、さら

に管路構成上、地震に対する配慮がなされて

いない点に原因があったともみなすごとがで

きる。

2)現在の管路

鋳鉄管管路の現在は、昭和20年代からのも

のである。先に述べた前期の管路に生じた種

々の問題が、次の段階への動機になったわけ

であるが、これまた世界的なものであったD

交通量の増大と重量化、地盤沈下地帯への

配管の増大等により、まず印篭形ジョイント

に無理を生じた口剛なジョイントであるが故

に、引張、圧縮、曲げに対しその方向を間わ

ず、ある程度の荷量までは耐え得るが、限度

を越える荷重、あるいは変位を余儀なくされ

ると、受口、挿口問の一体化が壊され漏洩を

生ずる。またこのジョイントには、変位を吸

収する能力がないために、例え荷重、変位が

元に戻っても漏洩は止まらないなどである。

そこで考え出されたのがゴムパッキングを用

いて、これらの問題点を解決しようというジ

ョイントで、ある。

図-4メカニカルジョイン卜構造と性能

ボルト ナット

ゴム翰

3Okg/cm2以上

:l::::35mm 

士2
030'

15ο01>のWu

メカニカルジョイントもその 1つであり、

受口と挿口のすきまにゴムパッキングを挿入

し、押輸を介してボルト・ナットで締付ける

この構造は、プランジャーポンプ、シリンダ

ー・ピストンの例がよく用いられるように水

密を損なわずに伸縮が可能で、かっ曲りにも

十分耐え、従来の印篭形に代って全世界に広

く用いられてきた。

ところで、このジョイントが生れた当時は、

まだ管の材料は高級鋳鉄であり、その意味か

らは、ジョイントは地盤変動に手足の関節の

ように自由に無理なく順応するものの、管体

そのものはどちらかといえば脆い剛構造形で

あった。

しかし、これでも従来の印篭形、フランジ形

のジョイント管路に比べ、管路として柔構造

形に近づいたことから、交通量の増大と重量

化、地盤沈下等に対しでもよく耐え、水密性

を含む管路性能を格段に飛躍せしめた。新潟

地震、十勝沖地震においても経験したように、

前期の管路では、管体、ジョイント共に事故

が多いのに比べ、このメカニカルジョイント

管路では、同条件下に和いて事故が少なく、

柔構造形管路の特性が明確であった。このメ

カニカルジョイント管路でも、管体がねずみ

鋳鉄の場合、損壊もみられているが、ジョイ

ント部に台いては、特殊な所(ベンド部、 T

字部、弁室付近等)を除いて健全で、あったこ

とは、記憶に残っているところである。この

継手の出現のあと、間を置くことなく、今度

は管体そのものに画期的な発明が施された。

ダクタイル鋳鉄管の材質

引張強さ

伸び

衝撃値

4Okg/mm2以上

5%以上

5 ~10kg.m/cm2 

国一 5 ダクタイル管としての性能

図-6

600世以上

へん平率D/4以上

(すなわち25%変形

しでも破壊しない)
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ダクタイル鋳鉄、ダクタイル管の出現である。

この結果、管体の破損の問題はほとんど解

決したとみなすことができる。ジョイントも

その後、 K形、 U形、タイトン形等管路直線

部用のものが相次いで開発されて、その性能

を向上せしめ、また管路曲線部分には、アン

カーブロック等を用いなくてもよい抜出防止

継手などの登場により、ここに管体、ジョイ

ント共に柔構造形になった。

図-7 現在の鋳鉄管管路の一例(薬構造管酪)

K F F K ず K KK 

K，U: K形、 U形継手

F :離脱防止継手 KF形、 UF形

地震、軟弱地盤での沈下等、地盤変動に対

して、管および継手に大きい応力を生ずるこ

となく、その変位に順応する管路構成になっ

たといえる。現在のこの管路は、継手の伸縮

余裕の各口径で数値は異なるが、 2の項でも

述べたように、ある程度みこまれていること

から、中程度の地震、大地震でも地盤のよい

ところでは、その真価を発揮して十分安全で、

あると予想している。

3) これからの耐麗管路

最後に、これからの耐震管路について述べ

る。現在のダクタイル管、伸縮ジョイントで

構成する管路は、前にも述べたように、ある

程度まで耐震的である。しかし、大きい地震

F 
伏越部

で地盤も悪く、断層、亀裂、流砂現象など、

土の動きも予想し難いような場合、乙れで十

分かどうか疑問が残る口また、現在の管路が

一応耐震的であっても、消火用水、飲料水な

どの緊急用水だけは完全に確保したいという

意図で、さらに耐震的に安全性の高いものを

得たい。場合によっては、主要幹線だけでも適

用したいという声が、最近強くなってきてい

る。これらの声に応ずる耐震管路の構想とし

て、われわれは鎖構造形管路とでもいうべき

ものを提案したい。

これは地震時、管路がちょうど地下に埋め

られている鎖のように、自由に伸縮、屈曲に

順応し、かつ最終的には、ひっかかって抜け
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出さないような機能を持つ構造である。現在

の柔構造管路の特長を生かし、管路に発生す

る応、力を最小限にとどめ、地震時の土の動き

に順応していくと同時に、予想し得ない不均

一な土の動きによる管の移動に対しでも、管

路のうちのいずれの継手も離脱しないもので

ある。すでに原子力発電の地震時のエマージ

ェンシーパイプ、すなわち緊急冷却用水耐震

管路(ダクタイル管路)にもこの構想、は取り

入れられている。

関-8 耐難智路構想の一例(鍋構造智略)

弁室 L 所るな

所

異

る
の

す
き

化

厚

変

田

閣

の

面

層

E

表

地

E :スライド形継手(軸方向伸縮余裕量土β%、抜出し阻止力量管長×管単位長さ当り摩擦力×本数)

B :偏芯伸縮自在ユニット(曲げ角度土8
0

，偏芯量土om、伸縮量土αmm、抜出し阻止力…Eに同じ)

C1 :特殊耐震継輪(軸方向伸縮余裕量土bmm、抜出し阻止力…Eに同ピ)ー要すれば用いる。

αL-nβl-Ma 
使用個数 Nz  b 

F :離脱防止継手

管路の支持条件の異なるところ(建物から

出たところ、アンカ一部、弁室等の取り合い

部)、基盤層からの厚さの違ラところ、地盤が

異なり断層亀裂の生ずるおそれのあるところ

などには、変位の吸収が可能な偏芯伸縮自在

ユニット(離脱防止形で大屈曲、大スライド

が可能なもの)、例えば1，500併で、屈曲可能

角:1::15。、伸縮余裕土400mm(:l::40cm)肩芯可能

量土1，000mm(ー土1m)を用い、管路直線部に

は、離脱防止形でかつ伸縮余裕の大きいスラ

イド形ジョイント(土の動きに応ビて伸縮余

裕が土0.5%あるいは:1::1%あるもの)をあて

がい、またさらに要すれば、これまたスライ

ド余裕が大きく、かっ最終的に抜出さない特

殊耐震継輪(管路50mあるは100m毎に設け伸

縮余裕が土50mm、士 1mあるもの)を組み入

れるという構想である。このような管路にす

ることによって、おおむね土のいかなる動き

にも応むた管路設計が可能になると考えられ

る。

4.おわりに

以上、われわれの地震と管路に関する研究

の概要、基本的な考え方を述べてきた口われ

われの研究の目標は、種々のソフトウエアー

ハードウエアーの研究を通ピ、現在の管路の

地震時の安全性確認計算、旧管路の耐震性能

向上策、新設、耐震管路の設計と製作等であ

る。大方のご指導とご鞭捷をお願いしたい。

なわ、次号から個々の実験結果等について

報告する予定である。

(つづく)
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盟理盟誼置圏

八丈島東方沖地震による

水道管路被害調査報告

1 .はじめに

昭和47年12月4日午後 7時16分、八丈島を

中心に、関東、東海、中部、東北地方に強い

地震があり、八丈島では震度刊を記録した。

八丈島では 9カ月前の 2月29日午後 6時23

分に八丈島近海地震で震度Vの強震を受けて

わり、この時の管路の被害が主にヒューム管

導水管の破壊であったため、耐震性を考慮し

主要管路をダクタイル管に布設替えしたとこ

ろであった。

今回の地震でこれらの管路を含め、水道管

路にどのような被害を受けたかについて地震

発生2日後の12月6日から 2日間、現地調査し

た。

2.八丈島東方沖地震概況

(念のためにカッコ内に八丈島近海地震の

概況を併記する)

(1) 発生日時昭和47年12月 4日午後 7時

16分(昭和47年 2月29日午

日本鋳鉄管協会技術専門委員会

委員北条貞宗

委員加藤宗隆

後 6時23分)

(2) 震源地 F 八丈島東方約140km(八丈島

東方約180km

(3) 深度 約60km (約40km)

(4) 規模 マグニチュード7.3(同7.2)

(5) 震度 百 (V)

図-1 各地の躍度

016新潟 I
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3.水道管路の被害

1 )概況

八丈島は伊豆七島中最南の火山島であり、

東京の南方300kmの海上にある。標高700mの

三原山と標高854mの八丈富士の2つの火山か

らなっている。人口は三根および大賀郷の平

地に約80%が集中している。 46年10月現在、

世帯数3，520、人口 10，807人、面積68km2であ

るD

水道施設は、東京都衛生局の管轄下にある

簡易水道事業に基づくもので、八丈町水道課

の所管にあり、普及率は98%で、給水量は3500

~3800rri/日(夏期で5000ぱ/日である)。水源は

大半が三原山山腹よりの表流水、湧水である。

主な水系は大川水系、小川水系、鴨川水系、

安川水系などがある。

図-2に導水管路と地震による被害位置を

示す。

図-2 導水管と被害位置

ゎ
ザ

八丈富士 854.3m
A 

中之郷地区

三根地区

①落石により管破損

末吉地区

④崖崩れで管路破損
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圏-3 落石による被害罫状況図2)大JII理事水管路の被害

(1)管路
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三根1争水場 べ1日… 翻鐙池
被害個所 t口八11171::自問

取水口

旧大川発電所~三根浄水場開に使用されて

いたヒューム管が前回の地震(昭和47年 2月

29日)でかなりの被害を受けたので、現在は

150併タイトン型ダクタイル管に布設替えされ

ている。また調整池~旧大川発電所間の380O

フランジ継手鋼管は200併A型ダクタイル管に

布設替工事中であった口

(2)被害状況

旧大川発電所付近で露出配管しであった

150掛ダクタイル管に、農崩れによる岩石が当

り、管体の一部が陥没破壊した。付近には径

が 1mもある岩石等が散在していたが、管に

当った岩石は不明であった。

写真一 1は被害現場であるが、農崩れで岩

石か落下した跡が見られる。管の被害場所は

写真中央コンクリート固定台のすぐ横であっ

た。写真-2は、管の被害状況で、管は、窪み、

亀裂を生じ、水が吹き出していた。

その他、大川導水管路に被害はなかったO

(3)応急対策

破損部が小さいので取りあえず放置し、後

日取り替える予定であった。

写真一 1

印[団一一

)小)11毒事水管路

( 1 )管路

~----150げクタイル叩 3種

キ旬1700m

ん/口 JZ口
被害個所 旧鴨川発電所

以前、 100OC型鋳鉄管台よび100Oヒューム

管が使用されていたが、前回の地震で被害を

受けたので、現在は150持A型ダクタイル管に

布設替えされている。

(2)被害状況

旧鴨川発電所付近で、傾斜面を横断してい

た150OA型ダクタイル管が幅約20m、高さ約

40mの農崩れのため土砂と共に流され導水で

きなくなった。

写真-2
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図-4 巌顕れによる被害害状況図

直径約 5m

の土塊

写真一 3は崖崩れ現場であるが、土塊の大

きなものは径が5m程度のものがあった。写

真一4は崩壊面に向って右側の場所て¥写真

右側の管が今回流された管路の一部、左の管

は従来の100再FC管、前方に落下した大きな

土塊が見られる。写真一 5は、写真一4の右

下のコンクリート台の部分で¥管が動いたた

めかコンクリート台が割れていた。

その他、小川導水管路に被害はなかった。

写真一 5

写真-4

(3)応急対策

150OA型ダクタイル管を用いて、押し流さ

れた部分を迂回して接続されていた(写真一

6 )。

ヰ)鴨川導水管路

( 1 )管路

一 昨 150世鋼管 150<;6ヒューム管「臨4445「「約130mli{f.';]川
大変郷配水池 水槽 調整油 取水口

以前、 250Oヒューム管、 380持鋼管、 150O陶

管が使用されていたが、前田の地震で鋼管に

被害を受けたので、現在のように布設替えさ

れている。

写真-6
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写真一 7

写真一 8

(2)被害状況

この管路には被害が見られなかった。しか

し、布設替え前の380s6鋼管や陶管に被害が見

られたが、詳細は不明である。写真一7では、

380併鋼管ペンストックとコンクリート支持台

に約 150mmの移動が見られた。一方、テレス

コピック型伸縮継手も約 150mm抜け出してい

た。写真-8は380併鋼管受台が前回の地震で

移動した状況。写真-9は農崩れで陶管が流

失した状況を示す。

5)安川導水管路

( 1 )管路

150s6カラー継手ヒューム管および150s6TS 

継手塩ピ管が使われている口

(2)被害状況

取水口から約 1kmの所で、 150s6ヒューム管

路が3個所で破損しているのを確認した。

写真一10

写真一 9

③ 堰堤崩壊で管路折損落下

⑧堰堤崩壊で管に亀裂

図-5 堰堤崩壊と管路の被害状況図

べ11
dみ

石ま百壊 ~~，竺
中旬よ::ヱ話初盆~-_.ヒ T 二ム管亀裂

日 ， (!!l! /ぷf5':'"石垣崩壊約1.5m

T ー_l---J.淵tf:Ii'. 15mR位

jI~ ;;じふ
， --150世ヒューム管 ¥!...!I '--;し持忠明?7""~・υ山

断面 ヒューム管折損I=t_'--_よ l

石垣崩壊 fl'<eOm

⑥亀裂 ④折損落下

写真一10は図の③地点、の状況で、ヒューム

管路は無惨に破壊されていた。一応、塩ピ管

で応急復旧されていた。写真-11は図の⑧地

写真一11
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点で、、管の亀裂部から多量の水が噴き出した

様子がうかがえた。ゴムシートを巻付け応急

千夏旧されていた。。崖崩れで管路破損し、出水で土砂崩れ

発生(推定)。

図-6 腫崩れで管賂破損した状況図

崖

写真-12は崖崩れ現場であるが、倒れた立

木を伐採してあった。安川導水管路の被害は

上記③⑮⑥の他にもあるといわれていたが、

未調査である。

(3)応急対策

③の場所は150s6塩ピ管で接続し、継目はコ

ンクリート塩化ピニル接着剤で固めであった。

⑧の部分は自動車タイヤで巻き付け番線で

固定しであった。

⑥の場所は放置され、水は谷へ流れていた。

この流出水は下流で取水することになってい

た。

6)洞輸沢導水管路

(1 )管路

勾配約45。の急斜面に150併鋼管を配管し、

高さ約200m上の受水槽にポンプアップ。この

管路と交差して75s6塩ピ管が配管されている口

(2)被害状況

75s6塩ピ管が崖崩れのため折損。また、ポ

ンプが故障しているため送水不能となってい

た。詳細は不明であった口

4竺所感

地震発生後2日目に 2日間、水道管の被害

状況を調査したが、島のあちこちで崖崩れや、

写真一12

石垣が崩れ、地震の激しさがうかがわれた。

水道管路の被害は、前回の地震(2月29日)

で被害を受けた所を新管に布設替えしたこと

もあって、前回に比べ数は少なかった。今回

の地震での被害の特徴は、すべて地震によっ

て起こされた二次災害によるものであったと

いえる。地盤の相互運動により継手が抜け出

したり、管が挫屈したりという被害は見られ

なかったかわりに、崖崩れ、土砂流失、堰堤

崩壊などにより管路が被害を受けたのがほと

んどであった。このことは、八丈島全体が典

型的な円錐形成層火山であり、強固な安山岩

や、玄武岩およびその溶岩流で形成されてい

るためであると思われる D 沖積層や、軟弱地

盤のほとんどない八丈島での地震は、一つの

大きな基盤の上の地震であったといえよう。

配水管、給水管の被害は一応ない模様であ

ったが、当時はまだ未調査でありはっきりし

たことは分らなかった。

なお、現地調査ならびに管路の被害状況に

ついて、八丈町役場水道課の方々に大変お世

話になりましたことを、この車氏面をイ昔りてj架

くお礼を申し上げます。



寄稿
(1) 

導水管(口径2600醐)

51 

の管厚決定に至るまで

大阪府水道部工務課長

江村 利 雄

1 .はじめに

大阪府水道部では新規水需要に対処するた

め、昭和47年度から第6次拡張事業に着手し、

昭和50年度完成を目指して鋭意施工中である。

この事業のなかで、磯島取水場から村野浄

水場までの 4.5kmに亘る導水管工事は48年度

夏期までに完成させる必要に迫られており、

目下施工中であるが、この管径は世界でも最

大級の φ2，600m/mダクタイル鋳鉄管を使用し

ているので、管路の選定から管種、管厚の決定

に至るまでの概要について、ここにご紹介す

るものである。

2.管路の概況

磯島取水場から村野浄水場に至る導水管ル

ートは、枚方市のほぼ中心部を南北に横断し

ており、両端部分が低く、中央部が高台にな

っていて、この部分には地上建物が密集して

いる。地質の概要を取水場の方から順に見て

いくと、取水場寄りは、淀川の影響をうけて

細粒子の粘土質が薄い層として堆積されてい

る。その下部にある砂層はやや粗粒で、 N値

は15前後であり、締った状態ではない D 中間

位置は淀川の影響からはなれ、粘土層が厚くな

り、下部の砂磯層は薄くなっている。村野浄

水場寄りになると薄い粘土層が地表面近くに

見られ、その下に風化した砂磯層があり、締

りは非常に密で、 N値は40以上であるが地層

の変化が著しく、段丘堆積層の特色をよく示

している。

全体的にみて、地層としての連続性が乏し

いので、シールド工事等の施工には良好な地

層とはいえない口

3.工法について

管埋設の工法を決める場合、当然自然的な

条件によって左右されるが、最近では社会的

条件によって制約される場合の方が一段と大

きくなっている。この地域においても、騒音、

振動、交通障害その他、住民の生活環境をそ

こなうような、いわゆる建設公害を与えない

ように工法を検討し、むしろ自然条件を克服

して社会的条件をも満足される様な工法を選

定しなければならなかった D その結果、図-

1、図-2のごとく開削工法、圧入工法、シ

ールド工法を採用した。
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4.工法別管種の決定について

工法が決定されたあと、これらの工法に対

し、どのような管種を採用するか検討して、

使用原則を決めた。

以下表-1に比較検討を示す。

表-1

工法 鋼 管 ダクタイル鋳鉄管

1 )曲管部は溶接接合のため、管の 1 )曲管部には抜出し防護を必要と

抜出しの心配がない。また曲管の する。また曲管の角度も限定され

開
角度を任意に製造しうる。 る。

2 )半自動溶接機を使用しでも 1口 2)継手部は 1口当り1.5時間程度

自リ
当り 10時間前後を要する D また溶 であり、天候に左右されない。

接作業は天候に左右される。

音E
使用 水平、垂直方向の曲りの多い箇所は鋼管を使用し、直線、平坦

原則 部はダクタイル鋳鉄管を使用するD

1 )半自動溶接機を使用しでも 1口 1) 1口当り継手時間は1.5時間と

当りの溶接時間は10時間前後を要 鋼管に比べてかなり早い。

ン する。

2 )溶接後、内面塗装を行わなけれ 2 )排煙、除湿の心配がない。

ばならないが、この際、管内排煙、
jレ

管内面の除湿に充分なる配慮が必

ド 要となる口

音E シールド内配管には、雨期の施工も考え除湿の困難性、住宅が
使 用

多いので排ガスによる公害の問題、工期の短縮等を考慮して、 U

原則 形ダクタイル鋳鉄管を使用し、曲管部となるシールドの前後は鋼

管を使用する。

工期は鋳鉄管に比べて長くかかる口 工期は鋼管より早く出来る。

圧

入
使用

押込坑の直前、到達坑の直後が直線配管の場合の圧入部はダク

部 原則
タイル鋳鉄管を使用し、押込坑直前、到達坑直後が曲がり、ひね

り、立上り配管の場合の圧入部は鋼管を用いる。
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5.ダクタイル鋳鉄管管厚の決定

管厚の決定に先立つてウォータハンマの計

算を行ない、十分なる対策を検討したので、

その結果のみをまとめてみると次のとおりで

ある。

①何ら対策を講じなければポンプトリッ

プ時、ほとんど全管路に亘って大きな負

圧を生 U、水柱分離が起きることが予想

される。

② ポンプから1，300mの地点にワンウェイ

サージタンクを設置すると、負圧はほと

んどなくなり水柱分離を防ぐことができ

ると思われる。

③ バルブ肉の閉鎖による圧力上昇の最大値

は、定常運転時の圧力(動水勾配)を超え

ないということになる。

以上により、ワンウェイサージタンクを設

置することに決定した。

1 )開削溝内配管の場合の管理

( 1 )管敷設条件

管厚設計にあたって、敷設条件を次の通り

に設定した口

①静水庄 6 kg/cni 

②衛水圧

前述のウォータハンマの検討で、ポンプト

リップ時の最高圧力は動水勾配線より高くは

ならないことがわかったが、何らかの誤操作

あるいは安全を見込んで、静水圧の75%に当た

る4.5kg/cniをとった。

③土被り深さ 5m 

④溝幅 4m  

⑤ 路 面 荷 重 トラック -20Ton2台

並行同時通過

(2)土庄分布

土圧分布は、日本水道協会規格(JWWA)の

ダクタイル管管厚計算式中の土庄分布の考え

方に基づいて図-3のように考えた。

図-3 土庄分布

埋戻し土による土圧分布 路面荷重による土圧分布

Wf:埋戻し土による鉛直土庄 2 f):管底支持角(90。とした) Wt:路面荷重による鉛直土圧

ここで埋戻し土による土庄分布の管底支持

角については、特に慎重に検討した。

口径が2，600引という超大口径管であり、

しかも土被りを 5mと深く設定したため、管

の携みにより相当大きな支持角の増大が期待

できること。

各都市の大口径、超大口径管において、過

去の実測結果では、ほぼ90。以上の支持角が実

F祭に出ていること。

鋳鉄管メーカーの埋設実験においても、大

口径、超大口径管の場合、同様の結果が出て

いること。

これまで配管された各地の 2，600"Ymダクタ

イル管についての埋戻し土による携み実測に

よる推定支持角は1200

以上であったことなど

から管底支持角的。を採用した。

(3)管厚

管厚は日本水道協会規格(JWWA)ダクタイ

ル管管厚計算式に基づ、いて算出した。以下に、

使用した計算式と結果のみを示す。
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t=l.25Ps+Pd十j(i .25Ps十 Pd)斗8~4(KfNf+ KtWtj~D 
2S 

t 正味管厚 mm

Ps:静水圧 kg/cni 

Pd:衝水圧 kg/cni 

安全率:静水圧 2.5

調水圧 2 

KλKt:土圧分布により定まる係敷

町f: :埋戻し土による土庄 kg/cni 

Wt:トラック荷重による土庄 kg/cni 

s :ダクタイル鋳鉄の最低引張強さ3，800kg/cni

D :管口径 mm 

之のうち、町f、Wtについては次式により計算

した。

r Y /_ -2K.旦tanOW了間一一一一 (1-e，，.1. B "~"r) ・ B ・M・ヤンセン公式
J 2 K t加持

l-sinが
γ:土の単位体積重量 kg/cni K=一一一一一一

l+sin併
H:土被り深さ cm 

B 溝 幅 cm 

体:土の摩擦角

Wt=1.5αp..…・プーシネスク公式

l.5 :衛撃係数

α:口径、及び土被りにより定まる係数 cr 
P: トラック 1後輪議量 kg 

土庄分布を図-3のように仮定すれば、 Kλ

Ktは表-2のようになる。

表 2 管鹿におけるKf、Ktの値

以上で正味管厚を計算し、これに腐蝕代 2

mm、鋳造公差10%を加えて次式により使用管

厚を求めた。

T=1.1x(t十 2) 

T:使用管厚 mm 

t 正味管厚 mm 

使用管厚はこれで求まるが、さらに管断面

の携みの検討を行ない許容内にあるかどうか

を検討した。許容変形量は、モルタルライニ

ング管ではモルタルライニングの安全性から

制限され管口径の 3%以内におさまるように

した。以下に埋戻し土による土圧によって生

ずる垂直携みov、自重による垂直携みSノvの

式を示す。

WfR4 

ov=k-一一一一一
EI 

sv:土圧によって生ずる垂直接み cm 

Wt:埋庚し土による土庄 kg/cni

R:管半径 cm 

E:ダクタイル鋳鉄の弾性係数 1.6x 106kg/cni 

1 慣性モーメント

k :土圧分布によって定まる係数

図-3の土庄分布のとき 28=60。….k=O.lOO

0.4674WR4 

dv= 
EI 

28 =900・…k=0.084

(ただし、図-4のように考えた場合)

約:自重による垂直接み cm 

W:単位円周長当りの自重 kg/cni 

図-4

以上のov、o/vを合計し、を管口径で除し

て管口径に対する割合いを求め 3%以内にあ

るかどうかを草食言すした。

結果として管厚30mmとなり、これに決定し

た。

(4)継手の安全性

昭和47年 7月、久保田鉄工株式会社鉄管研

究部において、 U形継手の各種性能の確認試

験を当水道部職員立会のもとで行なった D そ

の試験の中で管厚に影響されると思われる耐

外圧試験の結果を述べる。

図-5のように、受口、挿口に戟荷し、受

口、挿口で支承する荷重条件て¥最終的に荷

重92tonまで加えた。

圏-5
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因みに、 2，600弘 X4m管 1本にかかる埋戻

し土、路面荷重による鉛直土庄の合計荷重を

計算すると約82tonである。

この時の挿口部の変形量は42mmであったが、

水圧10kg/cmを負荷しでも漏水などの異常は見

られなかった口なわ、受口~挿口聞の隙間変

化量は0.65mmで、あった。これは 2，600m/mU形

継手の丸ゴム部圧縮代(標準 9mm)に比べて非

常に小さいことになる口

(5)支持角の実測結果

管厚決定条件として支持角を90
0 に仮定した

が、実際にどの程度の支持角になっているか、

現在施工中の 2，600m/m、管厚30111/mのダクタイ

ル管について埋戻し土による管の携みを実測

し、それから管底支持角を推定してみた口実

測携み、支持角は表-3の通りである。

襲-3 s6 2，600埋設管の支持角実測結果

管 No. 土被り深さ 垂直接み 管底支持角

1 8mm 

2 17 

3 11 
4 6 

5 11 
6 9 

7 15 

8 15 

9 21 

10 14 

11 11 1800 

12 
3m 

14 又は

13 15 1800 以上

14 10 

15 7 

16 5 

17 12 

18 8 

19 15 

20 20 

21 20 

22 24 140。

23 3 

24 3 

25 8 180。以上

26 8 

27 1.8m 13 

28 16 130
0 

29 15 145
0 

30 10 180。以上

31 7 180
0 以上

なわ、管底支持角は次の条件による計算か

ら推定した。

①土庄分布は図-3の通り

②管厚30mm

③ セメントモルタルライニングの補強効

果は見込まず

③ 土の単位体積重量1.8gr/cm、土の摩擦

角35。

計算結果の一部をあげると下記の通り口

土被り深さ 3mのとき

管底支持角 垂直携み

900 

32mm 

120
0 

27mm 

150。 23mm 

180。 22mm 

2)シールド内自己管の場合の管摩

敷設条件を次のように設定した。

①静水圧 6 kg/cm 1開削海内配管の場

②衝水圧 4.5kg/cmJ合に同じ

土庄はセグメントで受け持たせると考える

と、管にかかるのは内圧(静水圧+衝水圧)の

みとなる。

内圧のみから管厚を計算すると、次のよう

になった。すなわち、安全率、鋳造公差、腐

蝕代等は日本水道協会規格のダクタイル管管

厚計算式と向。取り方にし、薄肉円筒の式を

用いて求めた。

以下に計算式と結果を示す。

t=J2.5Ps+ 2 Pd)D 
2S 

t 正 味 管 厚 mm 

PS:静水圧 kg /cni 

Pd:衝水圧 kg/cni 

S :ダクタイル鋳鉄の最低引張強さ 3，800kg/cni

D 口 千圭 mm 

安全率:静水圧2.5、衝水圧2

上記の式で計算し、腐蝕代、鋳造公差を規

定どおり加えて使用管厚を計算した結果は

11.2mmであった。

また、一応念のため、セグメントの強度を

期待せず、土圧が管に直接かかるとい土庄

分布を図-6のように考えて、前述のダクタ

イル管管厚計算式で計算すると24.7mmとなっ

た。
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図-6

Wf 

Wf:鉛直土圧

しかし、鋳造可能な管厚は現在のところ25

明zであるのでこの点、で制限されること D また

25mlmの管厚の場合、自重による携みは口径の

0.5%で非常に小さく問題ないことからシール

ド内配管の場合のダクタイル管の管厚は25mm

に決定した。

3)圧入用(セミシールド用)

夕、クタイル鋳鉄管の強度検討

推進管の管厚を前述の開削溝内配管の場合

の管厚と向。30mmを採用し、推進力に対する

強度の検討を行なった。

推進管は図-7に示す構造のU-D形推進

管を採用した。

図-7 U-D形推進智

リブ フランジ植込みボールト 外装コンクリート
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( 1 )管敷設条件 B弘1=Bo+h 

管敷設条件を次の通り設定したo

①土被り深さ 6.5m 

②推進長 100m 

③土質 磯混り砂、 N値30~50

(2)推進力の推定

推進管に作用する土庄分布を図-8のよう

に仮定した。

図-8

W:鉛直土庄

W， W2 側土圧

セミシールド工法を採用することにしたの

で、先端抵抗は零と考えた。

以下に使用した計算式と結果を示すD

H ぺ。。μ(ω寸(ω1+ω小?ωgμd

1.2 :蛇行による推進力の増加を20%見込む

μ:土とコンクリートの摩擦係数 0.5

ωg 管の単位長さ当りの重量 ton/m 

Y B1 I .. "'¥ -K tan持旦ω=一一ーム (1-a ~~ ~....u r B1)…(土のア
K tanct 

ーチ作用を考慮したテルツアギ公式)

Bo可 ocos (45。一子)

h1 = Yo { 1村山5。ーす)} 
K:テルツアギ係数 K=1とする

H:土被り m 

γ:土の単位体積重量 ton/m3 

1> :土の内部摩擦角 併=0.3N+27

図-9

1-sin持
ω1 =.. ----'， yho 

1 +sin併

1-sin世
ω2=: ~... ~ y (h。十Do)

1 +sin併

h" :盆-vγ  

Do:管外径

以上により数値計算の結果、 Onespan100 

mの場合、最大推進力はし850tonと算出され

た。
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(3 )管の安全性

管の厚みは前述のとおり 30mmとし、最大推

進力による管の鉄部管軸方向の圧縮応、力、リ

プの溶接部に発生する勇断応力に対し安全か

どうかをたしかめた。

軸方向応力の算定は、

σA=早 川:管体(鉄部)に発生する応力kg/cm

A:管体(鉄部)の断面積 cm 

リプ溶接部の勢断応力の算定は、

τ=工 n リプの枚数

n.t¥l A1: リブの溶接部の面積 cm 

以上により数値計算を行なった結果、圧縮

応力は約800kg/cm、リブ溶接部の勇断応力は

約600kg/cmとなり、いずれも十分安全である

と判断した。

ロククリング ゴム輪

離脱防止継手は、曲管の両側に多く使用し

た方が高内圧の使用に耐えることになる。 U

F形管の使用本数の計算は不平均力により生

ずる曲げモーメントがUF継手の耐えうる曲

げモーメントの 1/2.5以下、すなわち安全率2.5

以上、管の最大移動量が 2crn以下におさまる

という両方の条件を満足するようにした。計

算式は弾性的基礎上に支えられた梁の曲げの

式を使った。

計算結果は下表のようになり、その本数を

採用した口

表-4 曲管の片側の UF形管使用本数(4m管)

内!王 3 kg/cni 6 kg/cni 12kg/cni 

5%。 1 1 1 

ll~。 1 1 2 

包括。 1 2 3 

45
0 

1 2 5 

90
0 

2 3 7 

(ただし、土被り 3mとして検討した。)

例えば、 45。曲管で内圧が 6kg/cmの場合は

(4)工事結果

One span 96mを推進したが、最大推進力

はし650t6nてもあった。

また、到達坑での管の位置のずれは目標よ

り上へ110mrn、左へ110mrnであった。管の強度

は十分であり、かっ十分正確な工事ができた。

6.離脱防止継手 (UF形)管の使用本数

曲管部分は不平均力による管の離脱を防止

するために、 UF形管を採用したので、参考

までに結果のみを述べる。

UF継手はメーカの試験データによれば、

管体が破壊するまで離脱しないというすぐれ

た性能の継手である。

図-10 UF形継手

一一 '_' .刊‘‘入、1♂ ι己

押輪ボー〉レト継ぎ棒

図-11のような配管になる。

ワ.むすび

国一11

UF 

UF 

U U形継手

UF: UF形継手

UF 

~ 

管厚計算で支持角のとり方如何が管厚に大

きな影響を与えるものであり、逆に、施工時

に埋戻しをおろそかにすると計算通りの支持

角が得られないことになるので、計算根拠に

ついて、現場技術者が十分理解して施工に当

たらなければならないことはいうまでもなし」

当水道部では、 2，600m/mという超大口径管の

埋設に当たり、あらためて現場技術者の研修

会を聞き認識を再確認した上で実施に移った

ものであり、現在、 48年夏期までに完成すべ

く努力を重ねている次第である口
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奈良市水道局管理課改良工事係

係 長木村誠二

十はじめに

平城ニュータウンは、本市と本市に隣接の

京都府下、木津町および精華町の一市二町に

またがる総面積 606.7ha、計画人口75，000人

の団地で、日本住宅公団が土地区画整理事業

として、 5カ年計画で開発しているものであ

る。

このうち奈良市側の348.7ha、計画人口

43，000入の上水道供給を本市で受け持つこと

になり、 46年 4月から本格的に配水計画に取

り組み、 45年度造成地区(本市側の lj，Jの配水

管布設工事を46年12月中旬から施工し、 47年

10月末日完了した。現在約 1，000戸に給水を

開始している。

当地区の配水管実施設計に当たり、本市で

は管種、継手等種々検討した結果、

小口径管(φ50)はピニール管

中口径管(φ75~250) はダクタイル鋳鉄管、

タイトン継手

大口径管(φ300以上)はダクタイル鋳鉄管、

A型継手

特殊道路(遊歩道)は塗覆装鋼管、溶接継手

とすることに決定した。

当造成地にタイトン継手を使用することに

手 摘して

踏切った理由としては、

1.経済的である。

2.施工能率で良好で、ある。

3.使用区域設定がしやすい。

4.使用の結果が良好なる場合、他の民間

造成地わよび市内配管にも使用できる。

などであるが、将来の維持管理面を考慮して、

試験的に使用した。

今回発注の全工事を完成し、通水を開始し

た現時点において、今一度タイトン継手に関

して、振返ってみたいと思う。

2.設計に当たって

本市として過去において、タイトン継手と

同類のハイタイト継手を試験的に使用した経

験もあるにはあったが、その工事に関係した

関係者は今は退職しており、今回の設計に当

たり、日本鋳鉄管協会および管メーカーの協

力、ならびに近郊都市のタイトン継手使用状

況などを調査し、工事計画および設計に取り

組んだ。 0市では、直管のみタイトン継手を

使用し、異形管類はA型継手を使用している

が、本市としては異形管を含め、すべてにつ

いてタイトン継手を採用した。
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3.施工業者の選定

本市として初めての試みであるタイトン継

手工法を採用するため、比較的経験を積んで

いると思われる大手業者に材料持ちで発注し

たD

造成工事の関係で三工区に分割し 3業者に

施工させた。

4.監督員の養成

本市の監督員は、タイトン継手については

すべて未経験者ばかりであるため、日本鋳鉄

管協会台よび各メーカーなどの協力により、

再々の講習会、実施研修を積み、将来のこと

も考慮し、できるだけ多くの監督員の養成を

はかった。また施工に当たっても、現場監督

には 2名ずつ順次交代させ、実務経験を積む

よう指導した。

平域ニュータウン配水管完了状況衰

(タイトン継手関係)

冶と芝 φ75 外l∞ゆ150 φ2∞ ゆ250
m m m m ロ1

第一工区 652 732 787 523 316 

第二工区 678 1，048 919 280 

第三工区 1，040 2，483 2，580 1，099 

計

m 
3，010 

2，925 

7，202 

計 2，370 4，263 4，286 1，902 316 13，137 I 

5.擁工状況

施工に当たっては、使用器材および使用材

料等を十分検討し、細心の注意をはらい施工

にのぞんだ。

設計当初において、期待していた施工能率

について特筆する程の成果はなかった。今回

の最高進捗速度は、口径150mmで125m/日であ

り、平均50m/日である。

当初の期待が大きかったため特に目立った D

若草山



第14号鉄

しかしなカずら、これはあくまでもタイトン紺i

手であるがための問題ではなく、昨年冬期の

異状降雨による現場状況、使用掘さく機械能

力、外部者地下埋設工事との出合などにも原

因があったと考えられるが、特にタイトン継

手であるため、その一因となっているものが

あったD

以下、その問題点についてのべてみたい。

1 )曲管、特に伏越のための

バーチカルベンドの継手施工難

鋳鉄管No.13の「タイトンジョイント管(総

集編)ー現状と問題点一一J でも配管例をあげ

施工方法の解説がされているが、他の地下埋

設管が輯壊している場合、芯出しが非常にやり

に、くく、また工具についてもホークのみにた

よったため、他の地下埋設物が障害となり、施

工に苦労し、施工時間が多く要した。

2)切管による時間口ス

切管は通常動力カッターにより簡単に施工

できるが、タイトン継手の場合、切断面の面

取を要するため、グラインダ一等による面取

の時間が予想以上にかかった。現場にわける

規定通りの面取は熟練工でないと短時間内に

できがたく、仕上げ状態が悪い場合、接合時

にゴムに傷をつけ、漏水の原因となる。面取

不良が原因と思われる漏水が通水テストによ

って発見された。

昭和48. 5 

ヱ茂之

主主

管鋳62 

京
都
府
相
楽
郡
木
津
町

奈良市
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これらを解消するために考案され、市販さ

れている面取兼用の切断機を使用したが、セ

ットに要する時間、切断に要する時間など、

動力カッターに比較し時間ロスが多いので配

管工にきらわれ、あまり使用されなかったよ

うである。

3) その他の時間口ス

造成地の特異な配管工法(造成の進捗に合

せ配管するため一方向から順次配管できない)

のため、連絡がどうしてもオガミ合せによら

ねばならないが、タイトン継手の場合オガミ

合せが不可能なため、連絡カ所はすべてA型

継輪を使用するので継輪使用カ所が増加し、

継手時聞を多く要した。

以上、いくつかの問題による時間口スを列

挙したが、まだタイトン継手に配管工がなじ

んでおらず、経験不足が大きな原因となって

いるようである。これらのすべては配管工の

熟練により解決されていくものと考えられる。

また工具、工法についても今後研究されて、

この方面からもこれらの問題が解決されると

思われる。

次に、施工における問題点を 2~3 あげて

みる。

1 )受口内のゴミ(特に砂)の清掃に苦労

した。ウエスなどで清f帯したが溝に入った

小さなゴミがなかなか除去できず、水およ

びぬれウエスなどいろいろ使用したがいく

らかはのこり、清掃による時間が予想以上

に要した。これは工事途中より、メーカー

側の協力により、受口にピニールキャップ

をはめこみ納入していただいたので、この

問題は解決した。しかし、湧水カ所で泥な

どが受口に入る場合の問題の解決がのこさ

れている。

2)タイトン栓の接合に難点がある。これ

は材料自体が小さいので接合がしにくく、

またその撤去には、滑剤が闇まった時点で

は非常に撤去しにくい。今後改良の必要が

あると思われる。

3)抜出し防止金具については、一体型の

金具を使用したが、接合時にフォークのチ

ェーンが岐み込み施工しにくく、接合時に

難点、がある。経済的には問題があるが、二

ツ割の抜出し防止金具を使用する方が、施

工上は問題がなくなると思われる。

6.通水結果

当団地は、複雑な地形の山林原野を造成し

ているため、造成地の起伏が大きく、直送に

よる送水は静水圧の差が大きいため、団地内

の高所に配水池および配水塔を設置し、配水

区域を低・高区に分け配水することにし静水

圧の均衡をはかっているが、自己水池ならびに

配水塔の築造が遅れたため、直送により通水

した。最大静水圧が 9kg/cniとなるため、通水

には特に気をくばったが、当初心配していた

タイトン継手の水密性が十分立証された。特

に曲管部は不安をいだいたが、曲管の前後に

抜出し防止金具を使用したため、水圧による

抜出し:事故も発生しなく、防止金具の安全性

も立証された。

ワ.おわりに

以上、平城ニュータウンの配水管布設工事

による経験により、今後タイトン継手使用に

際しては、

1 .水中作業はA型継手を使用する。

2.切断カ所の面取検査を十分に行なう。

3. タイトン栓の使用は栓の改良ができる

まで使用せず、メカ栓を使用する。

4.抜出し防止金具は、二ツ割を使用する。

などを考えている。

タイトン継手の利点は特にここではふれな

かったが、経済的かっ施工面で、も一般にいわ

れている利点は十分立証された。

最近の技術革新は目覚ましいものがあるの

で、現在本市で、危倶している事項については、

早晩解決されると思われるが、工具の改良と、

継手カ所の漏水発生に当たっては漏水防止金

具等を開発し、工法的に種々研究され、現在

のA型継手以上に採用できる日の速やかにく

ることを期待して稿を置くことにする。
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長崎市水道局施設部改良諜

課長橋本鱒次

-・・_____.‘

長崎市では、昭和44年度より市開発公社に

より団地造成が進められているが、市街地よ

り北部に約 3kmの地点に位置する女の都(め

のと)と呼称する区域に今年度 (47年度)完

成を目標に着々と団地が形成されている。

この団地に給水するため、送配水管の布設

工事を施行したのであるが、この区域の給水

計画の対象としては、開発公社関係団地 751

戸、在来住宅が88戸、その他団地 284戸およ

びショッピングセンタ一、ならびに公共施設

として小学校 1校、幼稚園、託児所が各々 1

カ所となっており、従来この区域は市街地よ

り奥地に入りこんだ場所に造成された団地で

ある関係で¥これまで給水区域外であったた

めすべて完全独立した送配水施設が必要とな

り、新規計画をもって浦上浄水場内に送水す

るためのポンプ場を築造し、送水管200mmで

延長2，666mを布設し、標高190mの地点(団

地北側の山上)に 640rriの配水槽を設け、団

地内および団地周辺地帯に配水するよう計画

されている。

この配水管に初めてタイトンジョイント管

を採用して、 200mm管を812m、150mm管を393

m、100mm管を4，372m使用したのであるが、

この管種決定については、種々、係員の中で

検討をかさね、また現在不足がちである配管

工の技能の程度などの点も考慮して、タイト

ンジョイント管を当団地の工事にテストケー

スとして全面的に使用することを決定した。

早速、設計書が作成され施工業者の決定が

され、いよいよ布設工事に着工する運びとな

ったので、メーカーより指導者の派遣を得て、

1日現場で実技の指導をうけて実施に移した

のである。

私が、これまでの永い経験からみて、印ろ

う継手施工の際苦労したこと、失敗したこと

などを思いうかべて(あのメカニカル継手を

初めて使用した頃)、施工の途中降雨に見舞わ

れたり、地下水を十分に止めることができな

かった時の鉛コーキングなどにおける苦労し

たことなどを考えてみたとき、ほんとに楽に

できる継手ができて心配する必要もなくなり、

現場監督の苦労も少なくなったものだと、今

昔の技術の進歩の喜びは私 l人ではなく、こ

の経験を味わった者の実感ではないだろうか。

今回使用に当たって、そのタイトンジョイン
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ト管の継手施工が今までより以上に簡単で、あ

るので、むしろ頼りにならないような不安が

あって、万一離脱などしないだろうかあるい

は漏水はしないだろうかと、とにかく大丈夫

なのかという先入観が私の脳裏をかすめ、現

場で監督員と心配したものである。

また、従来の継手と違って継手掘りの必要

もなく、非常に経済的で、あることが判明した

のであるが、管の布設時がちょうど団地造成

中であって道路の形体もまったくなく、荒地

同然の時期にあって施工したのであるから、

自信の程もなく、完成通水の日を迎えたので

ある。工事施行から永い期間を経て、昭和47

年12月にすべてが完成され、 12月11日よりま

ず管の洗搬を行ない、続いて試験通水に入っ

ぺところ 2、 3カ所に漏水が認められたが、

これは給水管とパッキンの不良などによるも

ので、タイトンジョイント管の継手からの漏

水ではないことが確認され、結果的にはまず

良好で、あったということがいえるのである。

以上の結果から考察して、その効果をあげ

るならば、第 1に工期が短縮されること。第

2に継手掘りが不要となること。第 3にボルト

等を使用しないで優れた技術を要しないこと。

その他多くの利点が見出され、総体的には優

秀であるということのみである。今後は工期

の点に.-fu"いても、従来の工期のとり方とは大

分変わって短縮されることになり、また、継

手掘りの必要もなく、掘さく量も少なくなり、

これに関連して残土、埋戻の砂、砂利の量お

よび路面復旧面積も少くなって経済的効果が

多大で、これからの工事施行に期待がもたれ

るものと考える次第である。
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寄稿
(4) 

鹿児島県南薩地域の

畑地かんがい事業の概要

九州農政局南薩農業水利事業所

落合信義

1 .地域の概要

九州の南端鹿児島県でもさらに南の薩摩半

島の南端に広がる火山性台地は、薩摩半島の

南一「南薩地方」といわれている。気候は温暖

で、年間降雨量は平均 2，150mmと多いにもか

かわらず、半島であって奥地がないこと、火

山灰性台地であることなどによって、大きな

河川が発達しなかったために思うように水が

得られず、表-1に示すように地域の耕地の

ほとんどが畑として利用されて今日に至って

いる。

表-1 関係市町耕地面積内訳
(単位:ha) 

区分 水田 畑 樹園地 計 備考

指宿市 310 1，820 100 2，230 

枕崎市 260 1，440 500 2，200 

山川町 60 1，190 20 1，270 

開聞町 170 820 60 1，050 

頴娃町 550 2，920 800 4，270 

知覧町 470 2，200 920 3，590 

計 1，820 10，390 2，400 14，610 

(比率%) 13 71 16 100 

昭和47年8月1日現在

台地は全般に火山灰にわ台われ東部は未風

化磯が多く、西部はコラ層注1におおわれた不

良土壌地帯であり、夏から秋にかけて例年の

ごとく襲来する台風のため、古くより甘藷を

中心とした営農が行なわれてきた。この甘藷

は澱粉用原料として栽培されていたものであ

るが、近年、安価なコーンスターチの輸入で

甘藷澱粉が押されぎみである。

一方、昭和30年代より始まったわが国の工

業の高度成長は、都市側より多量の労働力を

要求することとなり、上記のごとき低生産性

農業地帯である本地域は、年率 2~3% とい

う人口流出を見るに至り、非常な過疎化現象

を呈し、全国でも有数の過疎地帯である。

2.畑地かんがい事業の概要

1 )事業の目的

本事業は、鹿児島県指宿市ほか 1市 4町の

畑地 6，442haに畑地かんがいを行なうことに

よって、地区の温暖な気象条件を生かした成

長作物の導入など土地利用の改善を図り、圃

場整備によって農作業の機械化を容易にし、

労力の節減を関り、もって農業所得の増加を
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めざすものである口

このうち、悶営土地改良事業は、基幹かん

がい施設の新設を行なうもので、末端事業、

すなわちかんがい施設の末端配管、区画整理、

農道、農地保全などの事業は、県営畑地帯総

合土地改良事業として実施することとしてい

るD

2)地域および現況

事業地区は、薩摩半島南端に位置し、南北

12km、東西24kmの総耕地面積約1，500haの地

帯で、このうちおおむね標高 150m以下の畑

地、 6，442haの畑地かんがいを行なうもので

あって、関係農家数 9，866戸、東端に温泉の

町指街市、西端には遠洋漁業の基地枕崎市、

その中間に山川町、開閉町、頴娃町、知覧町

の合計2市4町にまたがっている。

地区の地形・地質状況は可也域の概況」の

表-2 受益圏構内訳(現況)

~ 回 畑 原野 山林 樹園地 計 受益戸数

ha ha ha ha ha ha 戸

指荷市 856 8 8臼 1，930 

山川町 983 983 1，256 

開閉町 744 9 753 1，616 

頴t割T 2，115 75 2，190 3，155 

知覧町 1，040 68 1，108 1，075 

枕崎市 504 40 日4 834 

計 6，242 200 6，442 9，866 

項で述べたとおりであり、気象状況は表-3

に示すように年間平均気温は170C、雪はほと

んど降らず、霜も 2月から 3月にかけて 1カ

月間位しか見られない温暖な地帯であって、

暖地型の作物ならば何でも栽培できる気候に

ある。

表-3 地区気象状況

観測所名 |枕崎測候所

観測期間 8.3年-8.43年
カ 山

平 均 気 品佃目且 22
0

C 

平 均 1，273.7mm 
降水量

基準年 898.6mm 

平 均 43.1日
降水日数

基準年 41.0日

キ艮 雪 期 間

金正 霜 期 間 3月17日-2月11日

最 多 風 向 N 

3)土地利用計画

本地区内の土地利用の現況は、普通畑6，170

ha、樹園地200haである。普通畑は夏作は甘

藷が主体で72%、次いでたばこ 8%、飼料お

よび競菜がおの台の 7%となっており、冬作

は麦類が33%、なたね17%、疏菜 9%、飼料

7%となっている。また、樹園地は%がぽん

かんで残りは茶である。

畜産についてみると、肉牛は飛躍的な伸び

を示してわり、今後大いに期待されるところ

であるが、豚は価格変動が大きいため、また、

乳牛は基盤が十分で、きていないためいずれも

やや停滞気味である。

非かんがい期
計 備 考

9月-3月

13.6
0

C 17.1
0

C 

876.6mm 2，150.3mm 4月-10月 1，571.3mm

。 1，137.8mm
859.9mm 1，758.5mm 

基準年昭和33年

43.4日 86.5日 5mm以下無降雨とする

50.0日 91.0日 今 昭和33年

最大風速 42.5m/s 

以上の現況に立って、将来畑地かんがい施

設の完備と圃場整備の完了した後における土

地利用および作付計画を次のとおりとした。

① 肉牛の伸びに合せて飼料作物の大幅増

大を図る。

② かん水効果の大きいさといも、気象条

件を考慮してのえんどう、促成すいか

などの競菜類を大幅に取り入れる。

③ たばこ、ぽんかん、みかん、茶をそれ

ぞれ大幅に増加させる。

以上によってうめた土地利用計画を現況と

の対比で図示したのが図-}である。
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4)舟水計画

(1)畑地かんがい諸元

①計画基準年昭和33年

②かんがい方式 スプリンクラーによる散

水かんがい

③かん水量およびかんがい期間

果相、読菜、飼料

2-~5mm/day 通年かんがい

甘藷 2~4mm/da.y 5 月 1 日 ~8 月 31 日

茶 2~4mm/day 通年かんがい

たばこ 2mm/day 4 月 1 日 ~6 月 30 日

④ 1回のかん水量(最大)

東・西団地 53mm (有効40mm)

南団地 33mm (有効25mm)

⑤ 1日のかんがい最大時間20時間

(2)水源計画

大河川の発達していない南薩地域では、大

規模かんがい用水源と考えられるような河川

はなく、わずかに指宿市の港川、開閉町の新

川、頴娃町の集川、高取川、馬渡川、加治佐

川が河川の形態をそなえている。これらも小

流域であるため、本地区の計画用水量最大5.3

仁二コ現況

~計画

j f麦

なそ飼
た さ 計
ねい料

冬作物 永年

l:r:'か

んん

み
か茶計

ん作物|

rri/ sをまかなうだけの水量が得られない O し

かるに、本地区のやや東寄り中央部に、水面

積1，062ha、最大水深230m、総貯水量14億ば

という九州第一(日本では第30位)の池田湖が

ある。池田湖は、その大きさ、その水面標高

(E.L.66m)の高ポテンシャルを有するにもか

かわらず、流域面積が1，234ha(:湖水面積を除

く。)しかないこと、漏水が多いこと、火口湖

で周囲に湖面より 100m、あるいはそれ以上の

山があり、取水するためには大工事をともな

うことなどのためほとんど利用されていない。

わずかに明治19年に開さくされた仙田用水等

130haのかんがい用水、澱粉工場用水、指宿市

上水道用水に使用されているに過ぎない。

池田湖の湖水位の変化を見ると、昭和28年

以前の水位観測データはないが、仙田用水聞

きく以前は、水位がE.L.72m程度で、あったと

推定されるが、最近では、最高68.5m(S 29.8)、

最低63.4 m (S 37. 3)平均66.0m程度である。

昭和32年から昭和41年の10カ年間の池田湖の

水収支の概略を示すと表-4のとおりとなり、

漏水量が多いため、池田湖は貯水池としての
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表-4 池田湖の水収支

i東 (収) 入 j東

湖面降雨量 22，330mm 蒸 発 量

流域からの流入量 15，630mm 漏水量

取水量

計 37，960mm 言十

利用価f直はあるが、 j胡オくそのものを水源とす

ることはできないので、池田湖に近い集川、

高取川、馬渡川の三河川から、それぞれの河

川利用量(現況におけるそれぞれの河川取水

量)以上の水を池田湖に導水して利用するこ

ととした。

本地区の年平均必要水量は33，000，000ばで

あり、池田湖の水収支計算をした結果、上記

三河川からの流入量は最大10.5rri/sにすれば、

豊水年の水を貯留し、渇水年には水足分を放

水して単年度ではなく長期間で水収支が成立

するため、三河川からの流域変更による流入

量の最大を10.5nl!sとした。

以上に基いて池田湖利用計画を図-2のと

おり定めたD すなわち、

①池田湖の利用最低水位はE.L.62mとする。

②三河川からの流域変更はE.L.66m以内にお

いて行ない、 E.L.66mになった場合は流入

させないこととする。

③池田湖への導水最大量は10.5rri/ sとする。

④三河川iからの流入を取やめた場合における

(支) 出 f庸 考

10，390mm 昭和32年から昭和41年までの10年間

20，550mm 昭和32年 1月 1日 E.L. 65.70m 

7，030mm 昭和41年12月31日 E.L. 65.62m 
差一0.08

37，970mm 37，960-37，970=-10mm 
キ0.08m

池田湖直接流域からの流入は1.0m以内であ

るので、計画高水位をE.L.67mとする。

(3)畑地かんがい言十回

畑地かんがい地域は、おおむね三団地に分

かれているので、それぞれの団地ごとにわけ

でかんがい計画をたてる。

各団地とも池田湖からポンプ揚水し、調圧

塔または第 1ファームポンドからは自然流下

させ各ファームポンドヘ送水する。ファーム

ポンドから未端は各ブロックごとに幹線水路

へ流下させ、地区標高の関係で自然流下でき

ない所は加圧ポンプを設ける。

各団地ごとの揚水量は表-5のとおりであ

る。

表-5

国土也名
かんがい

最大用水量 関係市町
面積

ha Ili'/s 
東部 864 0.738 指宿市

南部 1，736 1，440 山川町、開聞町

西部 3，842 3.125 頴娃町、知覧町、枕崎市

言十 6，442 5，303 
」

図-2 池田湖利用計画

E. L. 67.0m 計画高水位

l.Om 洪水受入れ水深

E. L. 66.0m 管理水位

4.0mかんがい利用水深

E. L. 62.0m 計間最底水{立
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5) 主要工事計画

国営土地改良事業として実施する主要工事

概要は次のとおりである。

(1)取水施設

馬渡川、高取川、集111から池田湖へ流域変

更によって平常時の不用水および洪水量を取

水するための頭首工で、河川規模が小さいた

め、その堤長も10m前後のごく小規模なもの

である。その概要は表-6のとおりである。

表-6 取水施設概要

名 称 形式 流域 堤長
取 オ℃ イ立

取水位 備考
最大 平均

km2 m ni'/s ni'/s 
馬渡川頭首工 固定堰 12.54 10.0 10.5 0.57 89.85 

高取川頭首工 。 10.82 13.0 4.5 0.22 81.16 

集 川頭首工 キ 5.03 

言十 28.39 

(2)導水路

三河川に設ける頭首工より池田湖まで導水

する水路で、最大通水量10.5m/sを流下させ

るに必要な断面として r=1.20mの標準馬蹄

形のトンネルとした。本トンネルは、現在は

活動していないが火山である大野岳の直下を

通るものであり、地質、地下水など検討を要

する問題もあり、当初大野岳をう回する案と

6.8 2.0 0.17 72.00 

の比較を行なったが、いろいろな点で有利な

トンネル案を採用し現在施工中であるが、時

折湧水によって工事が中断されるが、まずま

ずの進捗である。

集川から池田湖までの 3号隠道は、池田湖

より地区内ヘ送水する送水路兼用とするため、

圧力隠道とする。

表-7 導水路諸元表

名 称 最大通水量 延 長

l 号隠道 10.5m/s 3，266m 

2 号隠道 。 3，171 

集川横断水路 。 52 

3 号隠道 。 1，700 

暗渠及開水路 。 50 

高取取水路 4.5 317 

(3)揚水施設

池田湖から地区ヘ揚水するためのポンプで、

団地ごとに東・南・西の揚水機を設ける。ポ

ンプは立軸斜流ポンプとし、とれに対応する

ため、機場はこ床式構造を採用する。

西部の機場については、一部導水路と送水

路を兼用させるため、 2段揚水とし、第 l段

で池田湖より集川に設ける貯水槽まで、第2

段はこの貯水槽から地区内までとする。これ

構 造 区 間

r =1.20m 標準馬蹄形 馬j度川~高取川

。 。 高取}l 1~議川

2.40x 1. 70 鉄筋コンクリート

r =1.20m 標準馬蹄形 議川~池田湖

2.20X1.84 鉄筋コンクリート

r =0.95m 標準馬蹄形

は、消)11からの導水量が所要水量より多い場

合は、池田湖まで導水せず、集川の貯水池か

ら直接地区内に送水し、余った水のみ池田湖

ヘ導水する。また、所要水量が導水量より少

ない場合にあっては、その不足水量のみを池

田湖より補給することとする。これによって、

第 l機場の運転時間を大幅に少なくすること

ができ、維持管理費を少なくすることができ

る。
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導水路出口(池田湖側)施工状況

表-8 揚水施設

揚 手呈
名 材、 揚水量

実 ~ 二

m'/s m m 

東部揚水機 場 0.738 46.0 48.5 

南部揚水機 場 1.440 43.0 44.5 

西部第 1揚水機場 3.125 10.0 12.0 

西部第2揚水機場 3.125 108.0 110.5 
ム幽ー- ー回目・

(4)用水路

揚水機より地区内へ送水する水路はすべて

管路とし、管種は通水量、管内圧力、経済性

を考慮して、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、石綿

管、鉄筋コンクリート管などを使用するが、

大規模な配水酬に故防生じると復旧など

に多大の時間と経費を必要とするので、揚水

揚 水 機 原動機
備 考

形式 口径: 台数 動力 台数

mm 割口L占、 kw 'Ei 内

斜立流軸
φ300 2 110 2 
φ450 1 300 1 

φ350 2 130 2 
/， 

φ500 2 320 2 

φ400 2 55 2 
/， 

φ500 4 84 4 

φ350 2 360 2 

一上s6550I 4 970 4 
回目ー_.自由

機からファームポンドまでの送水路は原則と

して、ダクタイル鋳鉄管または鋼管を使用す

ることとしている。本地区で現在までに施工

中の管路は西部送水路で、 φ1，500mmのダク

タイル鋳鉄管を使用している。

この用水路の総延長は102kmにも達するが、

その内訳は表-9のとわりである。

表-9 用水路

水路名 支配面積 最大通水量 延 長 管 千歪 {簡 考

東部送水路 864 ha 0.738 m'/s 6，113 m φ700~φ800 

南部 。 1，736 1.440 6，830 φ600~φ1 ， 000 

西部 。 3，842 3.125 20，900 φ800~φ1， 500 

小 言十 6，442 33，843 

東部幹線水路 781 o .181 ~O .384 8，310 φ350~φ600 

南部 。 1，701 0. 1l6~0.338 16，222 φ350~φ600 

西部 。 3，842 o .092~0 .451 43，993 φ300~φ700 

ノj、 言十 6，324 68，525 

言十 (6，442) 102，368 
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(5)ファームポンドおよび加圧ポンプ

揚水機は24時間運転を行なうが、末端にお

けるかんがい時間は20時間と計画しているた

め、差の4時間分の水量を貯留するためにブ

アームポンドを言受ける。ファームポンドは、

東部 1カ所、南部3カ所、西部 5カ所の計9

カ所を予定している。

加圧ポンプは、末端のスプリンクラーにお

いて所定の圧力が得られない場合に、ファー

ムポンドからの流出箇所て¥加圧するための

ポンプで、 16の幹線水路に設置する。

6)事業費および事業期間

本事業における国営の事業費は、事業発足

当時62億円でスタートしたが、その後の物価

上昇によって昭和47年度は72.6億円となって

いる。

事業の実施は昭和45年度に着工し、昭和52

年度完了の予定となっている。

7) 関連事業の轍嬰

国営の畑地かんがい基幹事業に関連する事

業としては、昭和47年度より、県営畑地帯総

合土地改良事業として着工し、国営、県営両

事業の早期効果発生のため、同時に工事が行

なわれている。県営の畑地帯総合土地改良事

業は、その事業名のとおり、畑地帯の総合整

備を行なうために畑地かんがい、排水、区画

整理、農道、客土、農地保全、農地造成など

を一体的に行なうことができるものである。

本地区においては、国営末端の畑地かんがい、

農道を基幹的な事業とし、区画整理および農

地保全を合せ行なう事業として実施すること

としている。

表-10 県営畑地帯総合土地改員事事業の概饗

愛益面積 事業費 {席 考

ha 百万円

畑地かんがい 6，442 用水路φ75~φ300 、 685 ， 097m 2，672 

区画整理 5，316 30mXl00mの区画造成 2，281 

農 道 6，540 幹線 111，322m、支線 390，622m 1，688 

農地保全 7，351 排水路、集水路、承水路 202，231m 2，659 

言十 9，300 
一 一一一一一一一一一一

西部送水路(ダクタイル鋳鉄管内500) 関部送水路(ダクタイル鋳鉄轡φ1500)瀬本試験
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図-3 南薩地区一般計画審

支那 1陣

送水路

一一一 l 幹線水 路

3. むすび

南薩地区の国営畑地かんがい事業について、

その概要をのベてきた。本事業も、国営事業

が昭和45年に、県営事業は昭和47年度に着工

したばかりで、始まったばかりといえる D 本

地区の事業が完了するのはさらに10年近い年

月を必要とするものと思われる。その時にな

って、過疎化現象によって後継者さえいなく

なっている本地域に、近代的な農業が営まれ、

わが国の食糧供給の一大基地として、発展し

ているであろうことをねがって筆を置くこと

とする。

注1薩摩半島の南部約140km2にわたって表土下約

30cmに分布する火山灰、火山砂、火山礁が凝回

した不透水性の非常に固い土壌層のことで、約

1100年前開聞岳が爆発した時の噴出物といわれ

ている。
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