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6拡を抑えた札幌市配水管の現
況について

札幌市水道局

    拡張部長             　富田　一成
    東部配水事務所長　近藤　弘

　昭和29年の第1期拡張事業から54年度完了の第5期拡張事業にかけては
水利権の確保、取水、浄水、配水施設の新増設などを施工し、急増する
給水需要に対応してきた。今後もますます需要増となるため、昭和55年
度から第6期拡張事業に着手しなければならないが本論では第5拡までの
変遷を述べ、第6拡については新水源の開発と管網の充実であるとして
いる。しかし、維持管理の時代に移行しつつある現在、札幌市はまだ拡
張事業を継続しなければならず、また配水管などの布設に関する課題と
しては、耐震的な構造、水質保持のための材質、耐食性などを十分配慮
しなければならない、としている。

ダクタイル鋳鉄管による長距離推
進工事

東京都水道局

西部建設事務所工事第1課長
                            　　栗山　公伸

　近年、都市機能を阻害する水道管布設の開削工法は次第に敬遠されつ
つある。そのため、経済的にも優位な推進工法が採用されてきている
が、本論ではダクタイル鋳鉄管による長距離推進工事の施工結果を述べ
ている。それによると、総延長4.5kmのうち1kmが推進部、地質は関東
ローム層であったが、推進工事の容易性が確信でき、管の許容抵抗力よ
り見てより以上の長スパン推進が可能であることが立証できたとしてい
る。しかし住民問題、地中埋設物などの関係から、今後は曲線施工、地
中ドッキングなどの新技術の開発が必要ではないかと述べている。

ダクタイル管によるパイプインパ
イプエ事報告

京都市水道局

技術部建設課長
                         　  　南　八百一

　維持管理の時代に入ったといわれる水道界では新管の布設替えや老朽
管の更生工事が盛んである。京都市では、ダクタイル管によるパイプイ
ンパイプエ事を行ったが、この工法を採用した経緯は地下の輻輳化に
よって新しく布設するスペースがなく、また住民感情などの問題で開削
工法が困難であったことである。反面、路面復旧などが不要で工事費が
安く、工期が短縮でき、管が2重構造となって強くなる、などの採用理
由が上げられている。本論では、2つのパイプインパイプエ事はいずれ
もスムーズに実施でき、道路事情の悪化や社会情勢の変化に伴う地域住
民意識の複雑化などを考えると、この工法には満足すべきものが大いに
あったとしている。
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1980年 No.29
ポリエチレンスリーブの施工につ
いて

日本ダクタイル鉄管協会

技術委員
                              　岩松　潤吉
                           　 　西崎　耕造

　地下埋設用ダクタイル管を防食するためのポリエチレンスリーブ法が
広く普及している。このポリエチレンスリーブ法は、スリーブと管が密
著しておらず、非密着性の防食方法であることが大きな特長である。こ
の方法は、布設現場で簡単にできるため防食被膜の破損が少なく、埋設
前の補修も粘着テープなどを用いれば容易である。本論では、この方法
の特長、留意点およびより効果的な施工手順について解説されている。
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技術レポート

6拡を迎えた札幌市西日本管の
現況について

1 .はしがき

札幌市の水道は、昭和12年に計悶給水人口

22万人、計画給水量35.800ぱ/日として創立さ

れ、発足当初の配水管延長は 196km、給水人

口は9万2，000人であった。創設から昭和20年

までは、折からの戦時体制で伸びは見られな

かったが、戦後の札幌市は人口の都市集中化

が続き、昭和50年の総人口は 124万人を越え

る結果となった D

このため、昭和29年度から第 1期水道拡張

事業を開始し、昭和54年度完了の第 5期水道

拡張事業にかけて、水利権の確保・取水・浄

水・配水施設の新増設および配水幹線網の整

備ならびに配水管などの布設工事を継続して

施工をし、急増する給水需要に対応してきた

ところである。しかしながら、なわ引続く需

要増に対処して、さらに昭和55年度から第 6

期水道拡張事業に着手しなければならない現

;[犬にある。

したがって配水管工事についても、特に 3

拡以降は長期計画に基づいて幹線網の計画的

拡張、配水管の大幅な布設工事を逐年施工を

して、昭和54年度末総延長は 2，574kmに達し

札幌市水道局

拡張部長富田一成

東部配水事務所長近藤 弘

。
た

ここに、創設以降 5拡までの配水管等の布

設経過・使用材料および工法などの変遷を取

りまとめ参考に供したい。

図-1 自己水量・給水人口の推移
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表-1 配水量・給水人口の推移

L主¥
※人 口 配水量(ぱ/日) 高合オ℃育E力 対 5年前指数

総人口 給水人口 1日平均 1日最大 (ば/日) 給水人口 平均配水量

12 204，628 91，680 14，842 23，700 35，800 

15 206，103 115，675 21，381 34.900 。 126 144 

20 220，139 100.325 36，757 51.700 // 87 172 

25 313，850 141，884 44，185 53，100 // 141 120 

30 425，675 180，436 45，826 50，800 "" 127 104 

35 506，838 261，056 53，282 68，200 84，000 145 116 

40 779，491 413，819 101，050 123.251 108，600 159 190 

45 993，749 685.441 177，774 210，106 225，800 166 176 

50 1，240，617 1，021，000 307，464 363.250 481，600 149 173 

※※ 55 1，405，000 1，283，000 400，000 507，000 587，200 126 130 

(注)※ 人口は当年度10月1日付。

※※昭和55年度は推定値。

2.拡張事業と配水管布設の推移 増、 30年代3万3，000人、 40年代に入っては年

間平均約6万2，000人と年々その伸び率が上昇

し、対応する配水管布設延長についても表-

2、図 2に示す通り、昭和30年代で年間約

本市の配水量と給水人口の推移は表-1、

図-1に示す通りであるが、特に給水人口に

おいては、昭和20年代が年間約1万8，000人の

表-2 却水管口径別延長

)長
※ 鋳鉄 管

※※ 
そのイ也

500 I 350 I 200 I 75 75 
~2000 I ~4S0 I ~300 I ~ 150 小計

~1800 

12 8，629 1，151 33，074 153.057 195，911 

15 

20 

(22) 8.629 1，151 33，720 178，917 222，417 

25 

30 

(34) 12，450 3，577 53，120 272，949 342，096 

35 

40 

(43) 28，713 7，194 116，849 675，220 827，976 

45 

(46) 45.844 9，193 150，858 585，283 791，178 191，715 

50 90，461 11，560 345，279 1，124，751 1，572，051 203，554 

(54) 141.844 41，690 521，093 1，647，923 2，352，550 170，041 

(注)※ 鋳鉄管は、昭和44年度以降ダクタイル鋳鉄管。

※※ そのイ也はACP、VP、STPW。

※※※ 昭和43年度までは鋳鉄管に、その他および補助管を含む。

(単位 m)

補助管

総延長 f商 要
50 

195，911 

222，417 

// 

lj 

251，449 第 1次配水管拡張

306，111 昭和23~34年度

342，096 1 拡昭和29~34年度

359，261 第 2次配水管拡張

553，331 昭和35~43年度

827，976 2拡昭和35~43年度

920，350 

40，103 1，022，996 3拡昭和44~46年度

55，029 1，830，634 4拡昭和47~50年度

50，951 2，573，542 5拡昭和51~54年度

※※※※布設延長は、拡張工事、維持管理施工分、寄付採納分、受託により増加したものより撤去(拡張

工事、維持管理によるもの)をさしヲ|いた数とする。

※※※※※( )内は、拡張工事終了年度。
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図-2 配水管布設延長の推移
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25kmの増、 40年代で 128km、50年代に入って

は実に年間平均約186kmの増加を見ている。

したがって本市の配水管工事は、創設後昭

和14年に26kmを布設したのみであったが、戦

後の給水需要の増加に伴い当面の対策として

昭和24年度から 4ヵ年計画で、従来の放任栓

から全計画栓への切替工事を実施し、配水量

の伸びを押えるとともに、昭和23年度から 34

年度にかけて第 1次、 35年度から 43年度にか

けて第 2次配水管拡張工事を実施して、配水

管の総延長を創設時の 4倍を越える 828kmと

した。

しかし、ますます急増する需要に対応する

ため水深・浄水施設などの対策が急務とされ

ることから、昭和29年度より第 1期水道拡張

工事に着手をしたものであり、 1拡から 6拡

に至る経過とその概要を上げると、

1. 1拡(自昭和29年度h→歪昭和34年度)

藻岩第2浄水場の新設(能力35，800→84，000

ぱ/日)および藻岩取水場の増強。口径 600mm

第 2導水管の新設・配水池の増設。

2. 2拡(自昭和35年度→歪昭和41年度)

藻岩第2浄水場の拡張(能力84，000→155，000

m'/日)と、これに伴う水源拡張(山鼻取水場

の新設)。口径900mm第 3導水管の新設⑩幹線

および配水管の布設工事。

3. 3拡(自昭和42年度→歪昭和46年度)

新水源として豊平峡ダムの建設参加(開発

局施工、水利権228，290→706，500m' /日)。白

川浄水場(能力120，000ぱ/日)と間取水施設の

新設。平岸配水池(容量30， DOO rri' )と配水セン

ターの新設。口径1500mm白川送水管・口径2000

mm白川幹線等白川系幹線網の新設および関連

する配水管の布設工事。

4. 4拡(自昭和47年度→室昭和50年度)

白川浄水場の拡張(能力120，000→310，000

ぱ/日)口平岸配水池の増設(容量 30，000→

60， 000m')。高区系配水池および同ポンプ場施

設の建設。配水管の布設589km(内幹線38km)。

5. 5拡(由昭和51年度→至昭和54年度)

白川浄水場の拡張(能力310，000→405，000

m'/日)。西野・宮町浄水場の拡張(能力、西

野7，800→15，600m' /目、宮町2，800→5，600m'

/臼)と、これに伴う取水・導水および配水施

設の新増設。平岸配水池の増設(容量60，000

→120，000m')。排水処理施設の新設。高区系

配水池および同ポンプ場施設の建設。配水管

の布設622km(内幹線57km)口

6. 6拡(自昭和55年度→歪昭和70年度)

向上一次分(自昭和55年度→至昭和58年度)

新水源として定山渓ダムの建設参加(開発

局施工、水利権715，200→1，035，200m' /日)。

白川浄水場の拡張(能力405，000→500，000m'

/白人藻岩冷水場の改修と口径 700mm導水管

の布設替え。高区系配水池および同ポンプ場

施設の建設。白川第 2送水管の布設15km(口

径1800~1650mm)。配水管の布設 580km (内幹

線42km)などを予定している。

3.使用材料について

札幌市における配水管の使用管種は、創設

以来主として鋳鉄管を使用しており、現在配

水管総延長のうち鋳鉄管(ダクタイル鋳鉄管

を含む)の占める割合は91.4%(昭和54年度

末)となっている。しかし施工路線の特殊性

により鋼管、その他石綿セメント管・硬質塩

化ピニルなどが一時期使用されて今日に至っ
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ている。

以下、本市での使用材料の推移について述

べると、

1 .水道用夕、クタイル鋳鉄管

管の材質については、昭和12年創設当初か

ら水道用鋳鉄管を使用(延長約 800km)してき

たが、昭和44年以降は全面的に水道用夕、、クタ

イル(黒鉛球状)鋳鉄管に切替えをした口一方

モルタルライニング管の開発に伴い、昭和42

年から 43年まではモルタルライニング鋳鉄管

とし、昭和44年以降は全てモルタルライニン

グのダクタイル鋳鉄管に移行して現在に至っ

ている。

接合工法による分類と管種については、ソ

ケット継手 (C形または印ろう継手)は、創設

時より昭和35年度まで使用し、管種は普通圧

管(一部高圧管)で、口径は75~1000mm として

きた。

メカニカル継手(メカニカルジョイント )A

形は、昭和35年度よりソケット継手に代るも

のとして採用し、口径は75~1500mmまでとし

てきたが、現在はT形 .K形の採用て¥使用

口径は250~350mm としている。 K形について

は昭和46年度より採用し、使用口径は 400~

900mmとしている口

T形継手(タイトンジョイント)については、

昭和47年度より採用し、口径は75~ 250mmと

している。ただし T形は直管のみとし、異形

管はA形としている。

U形継手(内面継手)は、昭和43年度より採

用し、口径は1000~2000mmとしている。なお、

口径700mm以上の推進用U.UF形についても

昭和43年度より使用している。

フランジ継手は、弁類などの接続用として

創設時より現在も引続き使われているところ

である。

S 形継手については、 S 形(規格口径500~

2600mm) 、 SII 形(規格口径100~450mm) が開

表-3 主要幹線等布設調書

施工
車今 乱事 名 口径 (mm) 施工

幹 線 名 口径(mm)
年度 年度

1拡(自昭和29年度至昭和34年度) 47 新 受τrヨ5 似 幹 線 700 

33 藻岩第 2導水管 600 48 手 平吊 幹 線 700~500 

34 東 幹 線 800~500 。 石 狩 卒学 線 500 

2拡(自昭和35年度至昭和41年度) 。 新川第 1・第 2水管橋 各 700

37 西 幹 線 700~500 49 発 寒 幹 線 500 

38 藻岩第 3導水管 900 。 厚別北部幹線 ク

40 受つ塁~ 似 幹 線 500 5拡(自昭和51年度至昭和54年度)

41 第 2 幹 線 800~500 51 平岸配水池第 2述絡管 1500 

3拡(自昭和42年度至昭和46年度) // 白川第 2 幹 線 1350~ 1200 

43 白 JII 送 水 管 1500 /，0 白 石 幹 品事 1350~800 

44 第 3 車宇 線 800 。 ー回子千a 君恵 幹 線 1000 

// 北 2 オ今とミこ 幹 線 1200~1000 52 西 連 車各 幹 線 700~500 

// 平岸配水池第 1連絡管 1500 /，0 中の川・軽川水管橋 各 500

45 自 JII 幹 線 2000~1350 今 発 寒川水管橋 500 

。 北 幹 線 1800~1000 53 厚 日リ 水 管橋 1500~1200 

。 豊平川水管橋 1200 x 2条 54 フじ IlIJ 事宇 線 800~700 

46 北 24 条 幹線 700 イシ 白川第 2 幹線 2000 

// 琴似第 2 幹線 イシ

4拡(自昭和47年度至昭和50年度)

47 下 里子 幌 幹線 700 
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発されたが、昭和55年度に軟弱地盤地区に使

用を中食言す一中である口

2. 水道用塗謹装鋼管

本市としては、鋼管の使用延長は少ないが

最近管路または水管橋などに、小口径から大

口径まで各所で使用をしてきている。

管路としての使用は、昭和33年施工の藻岩

第 2導水管(口径600mm、延長3，050m)が最初

で、最近は昭和43年施工の白川送水管(口径

1500mm、延長4，618m)がある口

独立水管橋用としては、昭和45年施工の豊

平川水管橋(口径1200mmx 2条、延長178.4m)

ほか口径500~700mmなど 6 ヵ所、その他橋り

ょう添架、または単独水管橋として口径100~

400mmまで数多く使用している。

推進用鋼管としては、昭和43年より二重装

鋼管(口径 700mm)を、また開削困難な主要道

路・河川伏越などのさや管内の配管用として

も口径 100mm以上の鋼管を各所で使用をして

いる。

3. 水道用石綿セメント管

戦後の資材・資金不足の時代、 ACPは耐

食性・電食の恐れがないこと、工事費の低減

が計れることなどから、昭和28年度から40年

図-3 札幌市配水幹線網図

料対称

白
川
浄
水
場

O500 

凡例

。始点

惨終 点

〉管径変更点
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度にかけて約35kmを布設している。なお豊平

町、手稲町などの町村合併地区には、主体と

して ACPが布設されてきた経過から、この

橋式単口(口径75mmK P型)および双口(口径

100mm TP型)である。

地区は ACPが多い。 4.管布設工事の工法等について

4. 水道用硬賓塩化ビ、ニル管 従来の管布設工事は、特別の場合を除き開

給水管としては、現在も数多く使用してい

るが、配水管としては、昭和41年度から49年

度にかけて約70km布設している口

5. 水道用仕切弁など

水道用仕切弁は、創立当初から口径75~

1000mmまで、耐圧7.5kg/crrf、フランジ形をし

てきたが、現在は大口径をパタ弁としている

ので、使用口径は75~350mm までとしている。

水道用バタフライ弁は、使用口径を 400~

2000mmとし、弁の種類は 2種 A(最高使用圧

力7.5kg/crrf、最高管内流速 3m/秒)としてい

る。パタ弁は、創立当初藻岩取水場の原水調

整用弁として、口径1000mmの主弁・副弁式ウ

シオパルプを使用してきたが、現行形の弁は

昭和38年施工の藻岩第 3導水管に口径 900mm

を採用して以来、現在は導水・送水・幹線な

どに数多く使用している。

不断水取付弁(インサーテイングパルプ)は

既設管路などに平常の通水状態で不断水工法

で取付けが可能な弁で、昭和40年代後期に開

発され、仕切弁方式・バタフライ弁方式があ

る。本市では、昭和52年に下野l幌幹線切替工

事で口径 700mmを最初に使用したが、その後

幹線の切替えその他で口径 700~1500mm など

の使用実績がある口また最近枝管についても

断水区域の縮少・配水区域の調整などのため

口径100~300mm についての使用が多くなって

きている。

そのほか幹線などで副弁の設置が困難な場

所には、副弁内蔵形仕切弁を使用している 0

6. 水道用空気弁

創立当初より、単口(口径13、20、25mm)、

双口(口径50、75，100、150mm)を使用してい

る。

7. 水道用消火栓

本市は、積雪寒冷地の関係で¥創立当初よ

り地上式消火栓を使用している。器種は、高

削工法が主体であったが、上水道の普及発展

に伴ぃ工事が大型化されてきたこと、都市整

備事業に伴う各種関連工事との対応、または

地下埋設物件の轄鞍などにより、各種工法の

選択が必要となっている。

以下、本市で実施してきた工法の主なもの

を上げると、

1 .推進工法

地下占用物件の関連(地下鉄、電々・下水

・地下道等々)、道路交通上、河川横断ならび

に工事公害と住民対策などから、近年推進工

法が大幅に取り入れられている口

(1)刃口推進工法:この工法は、管の先端に

先導体として刃口を装備し、人力で地山を

掘削しながら掘削土砂をパケットで搬出し

立坑に設備した推進装置で管を推進するも

のである。本市では、 2拡以降の大幅な幹

線工事の施工に伴って、昭和35年以降この

工法をもっとも多く採用している。施工例

は、白)11・白川第 2幹線の口径2000mm、北

幹線の口径1800mmをはじめとして道路・河

川横断など各所で施工をしている。なお、

昭和54年には厚別幹線工事で、口径1500mmの

長距離推進工事を施工し、 275mを中間スリ

ーブ 1個を使って推進した。推進工事に際

し、河川下または地下水位以下の推進につ

いては、薬液注入工法を併用する工事も多

くなってきている。

(2)セミシールド工法:この工法は、管の先

端にシールドを装備し、シールドジャッキ

などによって操向を保持しながら推進し、

後方のジャッキによって管を推進するもの

であり、主に水位の高い軟弱地盤に適す。

施工例は、昭和54年施工の小野幌地区国道

12号線横断工事で、さや管は推進用口径800

mmヒューム管(配水管口径200mmSTPW)、

推進延長24.3m。
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(3)前方ジャッキけん引工法:この工法は、

発進立坑と到達立坑聞を事前に水平ボーリ

ングでけん引用のせん孔をし、この中にけ

ん引ワイヤーを通 Uて立坑に装備したけん

引装置で管体を引寄せる工法であり、比較

的短距離で軟弱地盤に適す。施工例は、昭

和54年施工の小野幌川伏越工事で、推進管

口径300mmSGP (配水管口径200mmSTP¥y) 

推進延長46.0m。

(4)鋼管回転推進工法:この工法は、鋼管の

先端にピットを装着し、鋼管の回転により

地山をくり抜く工法であり、岩盤などN値が

大きく、かつ開削施工が困難な場所に適す。

施工例は、昭和52年施工の藻岩下回道 230

号線横断工事ほか 3ヵ所で、推進管口径300

~500mm SGP (配水管口径200~400mm ST 

PW)推進延長 8~28m。

2. トンネル工法

山間部または丘陵などの管路で、大容量の

場合はトンネルそのものを水路とする方法、

またはトンネル内に配管する工法がとられるO

水路用としては、昭和10年施工の藻岩取水

路〈北海道電力(株)共用〉内径3.4m、変形馬

蹄型断面、延長10.5km、わよび53年施工の白

川取水路、内径2.5m、変形馬蹄型断面、延長

115mがある。またトンネル内配管例としては

昭和45年および54年に施工した石山第 1 ・第

2トンネル、内径 3m、上部半円型下部短形、

延長132m(第 1)、 147m(第 2)があり、内部

にはそれぞれ口径1800mmDCIP送水管を布設

している。

3. コルゲート管防議開削工法

白川送水管の豊平川横断工事で、現地が岩

盤層と水現場のため、電気熔接による鋼管は

不向きであること、掘削断面を極力小さくす

ることから送水管をDCIPとし、コルゲート

管で防護する開削工法とした。すなわち河床

下の防護のため、コルゲートパイプ口径1800

mmを布設し、その中に送水管口径1500mmを入

れ周聞を玉石コンクリートで埋め、その上に

河床と同ピ玉石を敷きならす工法で、昭和43

年に施工をした。延長169.6mo

4. 不断水工法

既設幹線などよりの分岐工事にわいては、

断水して分岐することは事実上困難となって

きており、割T字管による不断水工法が一般

化されてきている。

本、市においては、小口径管については昭和

40年より割T字管による不断水分岐工法を採

用してきたが、大口径については45年度に既

設の中央幹線に口径500x 500mm割T字管を取

付けて新設幹線と接続させたのをはじめとし

て、その後口径1500mmまでの各口径について

幹線の整備・他工事関連の切廻しなどでその

使用頻度が多くなってきている。

不断水取付弁(インサートパルプ)について

も前項で述べた通り、小口径から大口径の口

径1500mmまで使用をしている。

5. 水管橋の設置

従来口径350~400mm程度までの管は、主と

して橋りようなどに添架する方式をとってき

たが、 3拡以降は幹線網の整備で大口径化と

なり、独立水管橋方式が多くなり、昭和45年

に豊平川水管橋(口径1200mmx 2条)を設置し

たのをはじめとし、現在日径 500~1200mm ま

での独立水管橋を 7ヵ所建設してきている。

5.あとがき

札幌市水道は創設から現在まで43年で歴史

は浅いが、戦後の人口の都市集中化に伴い、

昭和20年代・ 30年代、特に昭和40年代の驚異

的な伸びにもかかわらず、事前に水源から取

水・浄水わよび配水施設に至る手当てをし、

現在まで安定給水の確保に努めてきたところ

で、ある。

しかし、さらに今後の伸びに対しでも 6拡

による新水源の開発と管網の充実をはからな

ければならない実状にあり、全国的に拡張の

時代から維持管理の時代に移行しつつある中

にあって、本市はまだ当分拡張事業を継続し

なければならない現;[犬である。

したがって、水道施設のうち管の占める比

重もまたますます増大することであり、今後

の配水管などの布設に関する課題としては、
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(1)耐震的な構造であること。

(2) 水質保持のための材質であること。

(3) 耐食性であること口

などについての十分なる配慮が必要で、あろう。

また、拡張に追われながらも急増する施設

の維持管理にも重点、をおき、有収率の向上対

策、清浄・豊富な給水対策上からも経年管の

改良を含めた配水管の改長などについての対

応が迫られている昨今と思われる。
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技術レポート噂

ダクタイル鋳鉄管による

長距離推進工事

1 .はじめに

近年著しい都市化の発展に伴い、道路幅員

の狭隠な場所における水道管布設の開首rj工法

は、工事による騒音、振動、交通規制ならび

に商庖街にわける営業問題など、都市機能を

阻害するものとして次第に敬遠されつつある。

またシールド工法についても、用地問題な

どにネックがあり、住宅密集地での施工は不

可能に近い。すなわち、開削部を最小限にと

どめ、かつ経済的にも優位な推進工法が採用

される所以であるが、このたび東京都内にお

いてダクタイル鋳鉄管による長距離推進工事

を施工したので、ここに報告する次第である。

2.工事概要

本工事は、東京都水道局東村山浄水場より

出る城北系(口径2400mm)から練馬区関町で分

岐し、口径1000mmにて杉並区善福寺に至る総

延長 4.5kmの配水管路の一部であり、工事区

間約1.2kmを10区間に分割、このうちの 8区

間を推進工事としてダクタイル管口径1000酬

を布設したものである。

報告対象区間

No. 2 ~No.1 立坑間(図-1 参照)

東京都水道局西部建設事務所工事第 1課長

栗山公伸

推進延長:221.8m 

推進管延長:ダクタイル管 4mX56本

224m 

本区間は商庖街に面し、かつ道路幅が狭い

上に交通量が多く、中間に立坑を設置すれば

高庖街および交通に与える影響が多大なこと

は明らかであった。幸い当該区間が直線部で

あるところから、計算結果より見て221.8mの

1スパン推進が可能であると判断したもので

ある。

施工区間

(自昭和弘年間 28日

至昭和54年12月 2日

実工事日数:33日間

1日平均推進長(昼夜間):約6.7m

3.工事場所

(白練馬区関町二丁白崎地先

至杉並区善福寺四丁目 11番地先

立坑設置:10ヵ所

推進部総延長:

約 1，000m 8区間(図太線部分)

地 質:関東ローム層
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4.推力の計算

(1)計算条件

土被り H

管外径 D

土の単位体積重量 Y 

土の内部摩擦角 再

土の粘着力 C

テルツアギー係数 K 

管の重量 W

(2)ゆるみ高さの計算

テルツアギ一理論式により算出

ダクタイル鉄管 昭和55.10 第29号

図-1

関町一丁目

善福寺四丁目
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hozECEJ1-R-K(H/81)tanバ
V K tan rt 1 ~ '-' J 

図-2より

Bo=R cos (45
0

一持/2)

h =R  [ 1 +sin (450 

- rt/2)] 

B1 =Bo+h.tan (45
0

一持/2)

計算は省略。計算結果はく Oとなる。

すなわち、関東ローム地盤においては短時

間に対する土のゆるみは粘着力が大きいため

発生しないものと考えられる。

(3)推進管に作用する土圧

前項の計算結果より土のゆるみは発生せ

ず、理論的には推進管に対して土圧は作用

しない。しかし実際には推進管と地山の聞

に空隙が生りているわけではなく、地山と

管とは常に密着し推進管を移動させる際に

は抵抗を生りる。

(4)推力の算定

P=P1+P2+P3+P4 

P =所要推力

P1= 刃口先端抵抗

P2= 管の周面摩擦抵抗

P3= 管の自重による摩擦抵抗

P4= 管の周面粘着力

6.推進実績

推進長 221.8m 

最大推力 計算値 507.6t 

。 実績値 220t 

最大誤差 上 65mm 

下 25mm 

右 70mm 

(イ)P1 = S . C[，r 

s=刃口の周長

C[，r=刃口の単位長さ当りの抵抗

P1 =28.8t 

(ロ)P2=μ0・Pm'F . L. Y 

μ。=摩擦係数

Pm=管周の平均土圧

F=管の単位長さ当りの外周面積

L=推進延長

Y=減摩材による効果

P2= 0 

付 P3=μ0・W.L

W=管の単位長さ当り重量

P3ヰ 79.8t

(.:::) P4=1/2πD. C'. L 

C'=管と土との粘着力

P4=407t 

よって P=P1+P2+P3十P4

一28.8+0+79.8十407=509.6t

5.使用管麓

U形推進工法用夕、、クタイル鋳鉄管

口径1000mm 4 m 2種管

許容抵抗力 660t 

溶接金網 40 x 150X 150 

外装(鉄筋コンクリート)

リブ、

フランジ

内装(モルタルライニング)

U形直管

左 38mm 

到達誤差 上下 Omm 

左 10mm 

工事記録
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(イ)センター測量

11/2 11/8 11/13 11/20 11/29 
200 

，100 
左↑

右↓
100 
I~id-=千十一トベ

200 
(口)水準測量

h十半斗 Jー~
200 

250 

200 

150 

100 

50 

10 

推進管本数

15 20 

(ハ)推力 (ton)

25 30 35 40 45 50 56 

7.おわりに ンになればなるほど作業環境が劣悪と

なり、かっ作業能率の低下を考え合わ

せると 250m程度が小口径推進の限度と

思われる。

(1)施工結果について

①推進結果よりの考察

(イ)推力については計算結果より若干小さ

い値で推進できたが、これは推進中地

下水が流入し、これが減摩材と同様の

働きをして摩擦力を低減したものと考

えられる。

(ロ)上下左右の誤差については最大65mm~

70mmで、あり、到達部に至っては上下の

誤差 0、左側10mmという高い精度を示

し、関東ローム層における推進工事の

容易性を確信した。

付また、管の許容抵抗力より見てまだ余

裕があるところから、より以上の長ス

パン推進が経験上可能で、あることが立

言正できた。

②問題点

(イ)本工事のごとく、 1000mm程度の推進用

として比較的小口径管の場合、長スパ

(酸欠、中腰での管内作業わよび往復

など)

(ロ)本工事は関東ローム層での推進であり

砂質土シルト層などの場合、諸々の要

件を加味した上で検討すべきであるこ

とは言命をまたない D

(2)今後の課題

今後、都市化のますますの進展に伴い住

宅密集地における狭隆な場所での施工が増

大すると考えられるが、住民問題、地中埋

設物などの関係から立坑位置の選定が非常

に困難になりつつある。

よって将来は鉄管推進による曲線施工、地

中ドッキングなど新技術の開発が望まれる。
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写真-1 工事施工場所 写真一 2 発進立坑

写真一 3 推進反力壁 写真一 4 管の据付け

写真一 5 推進作業



20 ダクタ司ル鉄管 昭和55.10 第29号

写真-6 羽口翻削 写真一 7 ずり出し
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投補レポート

ヲタイ yし管による
。

" 

1 .はじめに

水道界は数年前から「拡張の時代から維持

管理の時代を迎えたJ、あるいは「量から質ヘ

転換しはピめた」といわれている。これに伴

い老朽管の整備が大きくクローズアップされ

てきている。

事実、老朽既設管代替用の新設管の布設替

えや老朽管の更生工事が盛んで、ある。老朽管

更生の方法にはいろいろな種類のものが開発

実用化されている。たとえば、主に赤水対策

としての内面ライニング工法(老朽管の内面

の錆コブを除去した後、管内面にエポキシ樹

脂塗装やセメントライニングを施すもの)、あ

るいは管路の強度、継手性能の向上をも考慮

して新管を老朽管の中に挿入する、いわゆる

ノfイプインパイプ工法などがある口

このうち、ダクタイル管によるパイプイン

パイプ工事については、当市が昭和49年度に

西大路通で行った口径 700mm配管が鋳鉄管

では全国で最初ではないかと思われる。以後

他都市でも行われ、 N県、 T市などでも計画

中と聞いている。

本稿では、当市で行った最近の 2工事につ

ンパイブ工事 豊監二
日

京都市水道局技術部建設課長

南 八百一

いて報告し、大方の参考に供したい口

2.パイプインパイプ工法採用に査った

経緯と理由

本管路にかかる荷重条件が布設当時に比べ

て非常に厳しくなってきて、過去数回破裂事

故を起しており、なんらかの対策が必要とな

った口

1 .採用の経緯

ヒころが、

(1) 本管路が埋設されている道路には下水道

管、ガス、電話、他の水道管などが轄壊し

ており、新しく布設するスペースがない。

(2) 今回の例としての一乗寺幹線管路上のー

部はパス路線になっており、開削工法によ

る施工が困難である口その上向道路で最近

下水道工事が行われたばかりで、住民感情

からも開削工法は好ましくなし」

第 2例としての高辻幹線の道路は問屋街

の目抜き通りで、商用活動の関係で開削工

法での施工は不可能に近い。

などから新しい水道管の布設は諦めざるを

得なかった。また先のパイプインパイプの経
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写真一 1 高辻遇

験もあり、その時所期の目的を達成したこと

一時断水しでも代替管路があること、後述の

ように流量的に問題がないなどからパイプイ

ンパイプ工法に踏み切った。

2. 採用の理由

さらに次のようなメリットがあることも採

用の王里由である口

(1) 路面復旧、旧管撤去が立坑部を除いて不

要であり、工事費が安い。

(2) 開削布設替えに比べて工期が大幅に短縮

できる。

(3) 新管と旧管が 2重構造となり、管路とし

て強くなり、また他工事による被害も心配

しなくてすむ。

3.松ケ崎系一乗寺幹線工事報告

し一乗寺幹線の概要

旧管は松ケ崎浄水場の高区配水池への送水

管で口径800mm、延長約1.150mの管路である。

旧管の仕様は

管種:口径800mm高級鋳鉄管

直管長 4m

継手:いんろう継手

布設:昭和10年

である。

この旧管は今回(第 8期上水道拡張事業)の

同浄水場拡張に伴い送水管の予備管となるが

平常時は配水管の一乗寺幹線として使用する

ことにしている。

至配水i也
宝池通

宝ケ池公園
~800 高級鋳鉄管路

(延長約1150m)

松ケ由奇j争水場

図-1 松ケ崎一乗寺幹線図

2. 事前検討

(1) 旧管内調査

人が入れない小口径の管について管内テ

レビカメラによる調査も実用になっている

が、本管路は口径が 800mmで、あり、管路先

端が行き止まりになっている区間もあった

ことから人が旧管内に入って調査した。

調査は一部酸素欠乏箇所を除いてほとん

ど全線行った口

結果の概要は次の通りである。

① !日管の継手の屈曲角

本管路は全線にわたり直管部継手の屈

曲は小さく、最大屈曲角は 1
0

17'であっ

。
た

全継手の測定結果は表-1に示す通り

である。

② 継手の受口内面、さし口の段違いは最

大15mmで、あった。

③ 胴付間隔の最大は継ぎ輪のところで130

mmで、あった口
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表ー 1 I日管の継手の屈曲角

継手屈曲角 θI 0
0
<θ 孟20〆 I20ノ<θ 針。， 1 40'<θ 話1

0
1
10<θ 孟1

0
20'

継手数 137 90 20 8 

% 54 35 8 3 

④ 直管の有効長は 4mである。切管は全

線で13本あった。

⑤ 異 形 管 の 個 数は表-2の通りである。

表- 2 異形管の個数

異形管の種類 f回 数

45
0 

曲管 6 

2231。曲管 6 

1174:。曲管 2 

5%。曲管 1 

分岐管 1 

泥 吐管 1 

短 管 1 

高陸 ぎ 事命 4 

⑥ 内面の錆コプは比較的少なく、点状に

散在していた。錆コプの高さは最大30mm

程度で柔らかかった口

内面の一例を写真一 2に示すが、 40数

年使用された管にしてはきれいであった。

写真一 2 悶管の内閣の状況

(2) 新管(ダクタイル管)の仕様決定

①口径

新管の口径はできる限り大きい方が望

ましいことは当然である。

ただ本管路の場合は前述 (3- 1)のよ

うに通水量が通常 3，OOOm' /時から 1，300

rrU時と少なくなること、新管は内面にセ

メントモルタルライニングを方包しであり

流速係数が大きくなることなどから口径

は 600mmで十分であることになり、これ

に決定した。

②継手

継手は送水管の予備管であることから

耐震性を具備したものとの考えから図

2に示すような略称TS継手といわれる

ものを採用した。

この継手の性能は表-3の通りである。

図-2、表-3から明らかなように新

図-2 TS形継手の構造

表-3 TS形継手の性能

施工性 接合時間は口径 600mmの場合作業員 2 人で継手 1 カ所15~20分程度で容易。

水密性 水密機構はT形継手と同ビ。

伸縮性
さし口溝の幅が広くしてあり受口、さし口の伸縮が可能で、ある。口径 600mm

の場合40mmの伸縮代。

屈曲性
別項と同ビ理由で屈曲が可能で、ある。

口径 600mmの場合 3.6
0
まで屈曲する。

離脱阻止性
ロックリングとさし口梓の掛け合せにより受口、さし口の離脱が阻止できる。

口径 600mmの場合 60トン以上の抜出力に耐える。

耐圧縮性
ロックリングとさし口鴻の掛け合せにより圧縮力に耐える。

口径 600mmの場合 60トン以上の圧縮カに耐える。
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管挿入時の挿入力(圧縮力)は、ロックリ

ングを介して受口、さし口に伝達される

ことになる。また継手の屈曲性により新

管は挿入時旧管継手の屈曲度合いに順応

していくため、

( i )大きな口径の新管が挿入可能。

( ii )管体に無理な応力がかからない。

(iii)挿入力が小さくなる口

などの特徴を有することになる。

さらにその伸縮性、屈曲性、離脱防止

性などからかなりの耐震性を備えた継手

で、あるといえる。

なお、継手受口の外径はできるだけ挿

入作業が楽になるように普通のT形継手

の受口外径より小さくした。

また、受口外面の肩部は旧管の継子部

に少々の段違いがあっても乗り越えられ

るよう?骨らかな形4犬とした。

③先導用ソリ

新管の挿入時は、旧管の継手部の段違

いを乗り越えられるように、先頭管のさし

口に写真一 3に示すような鋼板製のソリ

を取りつけた口

写真一 3 先導用ソリ

先頭管以外の管にはソリ、ローラーの

類は一切っけなかったことから、挿入時

は新管受口外面が旧管内面と擦りながら

進むことになる。この時新管受口外面の

摩耗が問題となるが、次のような実験例

もあり心配ないと判断した。

新管受口外面の摩耗テスト

旧 管:口径1000mm普通鋳鉄管(管

材料のブリネル硬度187)

新 管:口径800mmダクタイル管(管

材料のブリネル硬度160)

テスト:旧管の中に新管受口が直接

旧管内面に接触するように

入れ、挿入距離250m分に相

当するだけ新管を移 F劫させ

た。

その結果、新管受口外面の摩耗量は厚

みにして0.05mmで、あった。また、受口外

面の摩耗部分は塗料がなくなるが、これ

については工事の最後に新管と旧管の間

隙にエアーモルタルを充填することによ

り防食すると考えた。

④管長

旧管内調査により、異形管による屈曲

は別として旧直管継手部の屈曲角は小さ

いことがわかったので新管の長さは全て

6mとした。

(3) 立坑の位置決定

表-2に!日管路で使用されている曲管の

種類、個数を挙げであるが、このうち 5.%。

曲管は22~。曲管と連続使用されているため

省き、 11X。曲管について新管の挿入可能長

さを検討した。その結果これを通過できる

新管(直管)の長さは約 1mという計算にな

ったが実用的でないと判断して、曲管部は

全て立坑を設けることにした。

立坑の位置および各区間の挿入長さを図

-3に示す。

(4) 挿入力の推定

図-3から最長区間の長さは276mであ

る。

また、新管と旧管の摩擦係数は過去のデ

ータから O.25~0. 6(平均0.4程度)である。

したがって挿入力は次のように計算され

る。

Fmaxニ μ・W'L 

= O. 6 x 0.209 x 276 

=34.6トン



F 挿入力 トン

μ:旧管と新管の摩擦係数

W:新管の単位長さ当りの重量

t/m 

L:新管の挿入長 m 

新管の管体強度および表-3の継手の耐

圧縮性と比べて、この挿入力は小さく十分

安全である口

3. 施

(1)施工順序

本工事は施工延長 1，144mを4工区に分

け施工した。

各工区ごとの施工は、次の順序で進めた。

① 立坑の設置

② 新管挿入

③ 立坑部の接続

④ 新管と旧管の間隙充填

(2) 立坑の設置

事前検討・で決定した位置に立坑を設置し

た。

立坑の寸法および管、装置の配置の様子

を図-4に示す。
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E
w
m
N
凶
川
門
的

松ケリI奇j争水場

亡コ……立坑部

図中の数字はm単位

工

立坑の位置および各区間の樺入長さ図-3

腹起し及び切梁H-250

H-300X300 

100tジャッキ

8，500-10，000 

し

を採用した。なわ反力は、立坑内の反対

側の旧管にとった。

挿入用油圧ジャッキ

f佳 力:100トン

ストローク:300mm 

台 数:ユ台

新管の継手接合

次の手}I債で行った。

( i )ロックリングをさし口溝に入れ、全

立坑の例

③ 

図-4

(3) 新管の挿入

① 旧管の補修

!日管内調査では、前述のように継手の

胴付間隔の最大は 130mm、受口、さし口

の段違いの最大は15mmであったことから

新管挿入に支障をきたさないと判断して

旧管継手部の補修は一切行わなかった。

②新管挿入工

挿入は油圧ジャッキによる押込み方式
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周完全にさし口溝に抱きっかせた状態

でロックリング分割部の間隔を測定。

写真-4 継手の接合

( ii )そのロックリングを受口涛に入れ、

ロックリング拡大器具でロックリング

が溝に完全に納まるよう拡大。

( iii )ゴム輪を受口内面に装着。

( iv)滑剤をゴム輪、さし口に塗布。

(v) 受口にさし口を挿入。

(Vi) 薄板ゲージを用いて受口、さし口の

隙間からゴム輪の位置を確認。

(vii) ロックリング拡大器具をはず、し、ロ

ックリングの分割部の反対側から順次

セットボルトを車帝イ寸け。

(viii)ロックリング分割部の間隔を測定し

( i )項の値と比較し、ロックリングが

確実にさし口溝に入っていることを確

三刃

④推力、摩擦係 数

推力、摩擦係数の例を示すと表-4の

通り口

表-4 推力、躍擦係数

工区 1工区

新管本数 13本

新管総:重量 16.3トン

最大推力 4.6トン

摩擦係数 0.28 

昭和55.10 第29号

⑤ 作業時間、作業人員

新管 1本を配管するのに必要な所要時

間、すなわち管吊込み、継手接合、 1本

(6 m) 挿入に要する時間は25~40分、平

均30分程度であった。

このうち、油圧ジャッキで押している

時間が約半分である。したがってストロ

ークの長いジャッキを用いればさらに能

率は上がることになる D

本工事の場合、平均すると 1日当り(昼

間作業のみ)約12本配管した。

作業人員は次の通り口

指揮 1人

挿入工(油圧ジャッキ操作・スペーサ

ー挿入): 3人

継手工 2人

クレーン工(助手を含む): 2人

新管挿入状況を写真-5に示す。

写真一 5 新管挿入状況
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(4) 立坑部の接続、路面復旧

立坑部内は継ぎ輪で接続し、埋戻し、路

面復旧を行った。

すなわち、接続は図-5に例を示すよう

に、曲管部分は離脱防止継手 FN管(図-

6 )を用いアンカーブロックを併設した。

パイプインパイプ
工法部

またそれの前後は、耐震継手S形管の継

ぎ輪(図-7)で結び配管した。

このような配管によりパイプインパイプ

工法部と同様立坑連絡部も耐震性を付加し

。
た

立坑部
パイプインパイプ

工法部

h 
ャー一

図-5 立坑部の記管

さし口突部

図-6 FN形継手

(5) 新管と旧管の間隙充填

旧管と新管の聞にはエアモルタルを充填

した。

各区間の末端で新管と旧管の聞に蓋をし

その区間全部を 1スパンとして 1回で充填

した。

本工事で用いたエアーモルタルの仕様は

表-5の通りである。

充填時間はたとえば 1工区(管路長78m)

で約2時間、 3工区(管路長276m)で約 4時

間であった。

表-5 エアーモルタルの仕様

水:セメント比 56%(重量比)

空気合有率 66% 

フロー 値 180土20mm

生比三重 0.58::l:::0.02 

圧縮強度 15kg/cnf 

(6) 工事工程

全体の工程および工区の詳細工程を一例

として表-6、表-7に示す。

司監王、/h 〔〈正強ユ-
1 さムI I 大ん

図-7 5形継ぎ輪

表-6 工事全体工程

工区 全長 (m) 工 事 期 間

1 119 S 55. 3. 30~4. 15 

2 270 S 55. 4. 15~5. 23 

3 296 S 55.6. 6 ~6. 25 

4 456 S 55.9. 初~11. 末(予定)

4.蹴上系高辻車全線工事報告

1 .高辻幹線の概要

旧管は蹴上浄水場低区系の配水幹線で、木屋

町通~西大路通聞の延長約3，280m、口径450

mmの管路で、ある。

旧管の仕様は

木屋町通~油小路通 油小路~西大路

管種
口径450mm遠心力砂 鋳口鉄径管450mm立型高級
型鋳鉄管

直管長 6m 4m 

継手 いんろう継手 いんろう継手

布設 昭和30年 昭和11年

で、ある。
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表-7 詳細工程表(3工区)

i lト区三ヨ

凡例

高辻幹線受持区域

450 
主要幹線及び口径

計画幹線

清
水
寺

目

e f 
_-_ 

-~--_-二ーーー一一 F
_-="ニ・_ーー

一 ιF_-_;_-
一戸一戸ーュー---

京都駅

図-8 高辻幹線概要図

この旧管のうち、河原町通~堀川通聞は昭

和51年以降数回の破損事故が発生したので、

昭和54年12月31日に起きた烏丸通東入るでの

破裂事故をもって寺町通~烏丸通関(約700m)

は休止状態にして応急的に別系統から給水す

ることにした。

この給水状態で許される夏期需要期までに

破損事故防止のため河原町通~堀川通聞の約

1，420mについて抜本的な改良工事を行うこと

にした。

2. 事前検討

(1) 本工事の特徴

①本管路は幹線管網の 1路線であり、工

期は前述のように限られていることもあ

って、工程についても当然制約される。

別系統による応急給水には水量的に限

りがあるので、全工区の中央部に当る烏

丸通を中心として東西に第 1工区と第 2
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工区に分割し、第 1工区挿入管工事完了

後、第 2工区を断水し工事を進めること

にした。

また、それらは綿密な断通水計画のも

とに仮配管を行わずに進めることで工期

の会豆手宿をはかった D

② この種の工事を行う場合、旧管内調査

は先の一乗寺幹線で述べたことなどから

挿入管の検討、それに基づいて各種の決

定を行うのが原則であるが、本工事では

前述の通り限られた期間内のいわゆる緊

急工事であるため、十分な:事前調査、管

内調査を行わなかった。

したがって挿入管工事は発進坑のみを

設置し、新管を可能な限り挿入し、挿入

不可能な時点で到達坑を掘る考えで工期

短縮をはかるとともに、施工計画も大胆

ではあるが、主に既存の管理図面による

ことにした。

③ 管路途中の連絡工事および切替工事は

新管挿入完了後、連絡部分の旧管と挿入

管を切り取り、その部分に分岐管を取付

けて既存配水本管、支管との連絡配管を

f子うことにした。

(2) 新管(ダクタイル管)の仕様決定

①口径

本管路は低区五条幹線(口径1000mm)が

布設されてからは、補助的な幹線となっ

ており、その上周辺の配水管整備が行わ

れていたこと、および挿入管がセメント

モルタルライニング管であることなどか

ら判断して、新管口径は口径 300mmと決

定した。

②継手

継手は種々の形式について検討したが

最終的に工期、経済性も考虚して呼称、T

形ダクタイル 3種管を採用した口

T形継手機能については確認されてい

るが、挿入管としての機能を知るために

採用に先立って次の試験を行った。

なわ、ダクタイル鋳鉄 (FCD40)の強

度は

引張強さ:4，000kg/cnf以上

曲げ強さ:5，700kg/cnf以上

圧縮強さ:9， OOOkg/ cnf以上

となっている。

( i ) 継手部の曲げ水圧試験

継子部をT形口径 300mmの許容角度3
0

30/まで曲げ、水圧を20kg/cnfまで負荷し

た。その結果、漏水、その他異状はなか

った。また発生した曲げ応力はさし口部

で482kg/cnf、受口部で292kg/cnfであった

ことから、ダクタイル鋳鉄の曲げ強さか

ら見て安全であることが確認できた。

件、十t-=一一千8___Lli_ () =3
0

30' 
7 1/11/11 L担 4000

L|  

図-9 曲げ水圧試験

(ii) 管軸方向圧縮試験

挿入時に継子部に推力がかかった時の

安全性の検討として、次の試験を行った口

各々の状態で軸圧縮力20トンを負荷した。

(a) 継手部直線状態

試験の結果、さし口部、受口部およ

びライニングも異状はなかった。

発生した圧縮応力もさし口部で 422

kg/cnf、受口部で 330kg/cnfが最大であ

り、ダクタイル鋳鉄の強さから見て安

全であることがわかった。

図-10 直線状態

(b) 継子部曲げ状態

継手部を前述の許容角度 30 30ノ曲げ

た状態で軸圧縮力を負荷した。その結

果、管のさし口、受口部、ライニング

も異状は壱く、発生応力はさし口部で

667kg/cnf、受口部で、507kg/cnfで、いず
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れもダクタイル鋳鉄の圧縮強さから見

て安全で、ある口

図-11 曲げ、状態

③ 先導管

本工事では、挿入管の引っかかり防止

に先導管を使用した。

先導管は挿入管と同ピ口径 300mmT形

管の受口部を切断し、円周 6カ所等分に

リプを溶接した。

先導管の取付けは押し込み方式および

工事施工上(本工事は一方から押込み突

き当った時点で立坑を掘る)から通常の

ゴム輸のみによる T形継手接合とした口

1里子盟主干 潟ζコ
_，_.ん ー~工土笠

図-12 先導管接合図

④管長

新管管長の決定は旧管内調査を行わな

かったが、

( i )過去の実績から見て旧管継子部の屈

曲角は 3。以内であること。

( ii )今回は挿入不可能になった時点で¥

その位置に立坑を設けること。

などの理由で管長を原則として 6mと

した。ただし、道路事情により十分な発

進坑が設置できない場所、および管理図

面で管路の屈曲が大と思われる部分につ

いては 4m管を採用することにした。

(3) 立坑の位置決定

新管挿入に先立つて行うクリーニング(ス

クレーパ一法水圧式)により旧管路の平面

的位置を現地推測し、さらに管理図との関

連を見ながら発進坑を設定することにした。

(4) 挿入力の推定

新管(口径 300mmDT3)の重量、想定挿入

長による挿入力は、継子部試験結果から見

て十分安全で、あると判断した。

すなわち (3-2-4)から

F=μ ・W.L

=0. 6X O. 3759t/6m X300m 

=11.277tく20t

(テスト時の負荷)

3. 施工

(1) 施工順序

本工事の施工延長は挿入延長1，113m、開

削工事113.5m、挿入後の切替連絡(既設管)

工事283.2m (19カ所)で合計1529.7mで、ある口

全延長を前述のように烏丸通を境に東側を

1工区、西側を 2工区とに分け施工した。

施工は各工区とも次の順序で進めた。

①立坑の設置。

② 旧管クリーニング。

③ 新管挿入。

④ 立坑部接続。

⑤既設管(営業中の配水管)との連絡。

⑥ 通水。

⑦ 新管と旧管の間隙充填口

(2) 立坑の設置

立坑(発進口)は、曲管部、クリーニングの

終始点、に設置することとし、試験掘りにて

確認しながら位置決定をした口

発進坑は標準寸法を幅 2mX長さ 8mX 

深さ 3~4m とし、土留の横矢板は全て簡

易鋼矢板を使用し、同時に覆蓋工を施し、

通行に支障のないようにした。

到達坑については、挿入不可能時点、でそ

の位置を確認して設けた。

第 1、第 2工区の各立坑の位置および各

区間の挿入長さなどを図-13に、立坑の管、

装置の配置例を図-14に示す。

(3) クリーニング

クリーニングは新管の挿入を容易にする

ため、旧管に発生した錆コブの除去を目的

に行ニった。

方式はスクレーパ一法水圧式としたが、
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第一工区(挿入延長561m)

間
之
町
(南)

第二工区(挿入延長552m)

置位の坑縫

置

向

工

矧

位

方
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岐
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削
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瞳
↑
一
一
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柳
馬
場

円
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(西)(西) (東)

図-13 立坑の位置および各区間の挿入長

堀
川

新
町

室
町

図-14 立坑の配置例

これはスクレーパーを旧管内に挿入した後

通水することによってスクレーパーは水圧

を受けて錆コブをかき落しながら自走する

方式で¥錆コブ混りの水は終点立坑ヘ排出

される。立坑内からの排水はポンプで沈で

ん槽に送り、上澄水を下水マンホールヘ放

流した。(図-15参照)

排水沈でん絃

図-15 スクレーパー到達坑

スクレーパーの走行中に!日管内の状態に

より急激な水流の変化があった場合に、既

設管上流側の水庄に変動を与え給水に濁水

が生じるおそれがあった。したがって図-

16に示すように水庄ゲージ、濁水検知用コ

ックを装備し水圧、濁水を常時確認し、ス

クレーパー走行に必要な水量2.5rd /分、水

圧 2kg .f/cm'以上を調整しながらクリーニン

グをf子った。

①錆コプの状態

( i )クリーニング前

旧管内は 1、 2工区とも管壁が見えな

いほど全周に錆コプが付着していた口錆

コプの最大高さは約70mmで、あった。
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濁水検知用コック

/ 空気抜管および減庄調整パルプ

a[?<J~ 
/.伊事~

さし受片落併450><再150

K形継ぎ翰f450

圧力ゲージ

G.L 

スクレーパ一掃入用旧管
O450X2000 

進行方向
一一→』

図ー16 スクレーパ一発進坑

( ii )クリーニング後

旧管の地肌がほぼ完全に見える状態に

なっていた。クリーニング前後の状態を

写真一 6、7に示す。

写事事-6 クリーニング前

写真一 7 クリーニング後

(4) 新管の挿入

① 新管挿入工

今回の挿入は長ストローク、油圧ジャ

ッキの押込み方式とした。

ジャッキは立坑長さの関係から!日管の

中へ図-14のように配置した。

挿入用油匝ジャッキは

推力:10t/台(3台まで組合せ可能)

ストローク:1. 2m 

である口

② 新管の継手接合

通常のゴム輪のみによる T形継手接合

とした口

写真-8 ゴム輔の智義
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J由庄ジャッキ
一一酔

図-17 接合用バンド

なお、最初の 5本は接合時に接合用バ

ンドを使い、旧管を支持反力として受口

を回定させた。

③推力、摩擦係 数

推力、摩擦係数の関係を調べるため、

本工事の最長区間である堀川通~西洞院

通聞を特に測定工区とした。

測定結果を表 8 と図 -18~19 に示す。

表-8 推力、摩操係数

工 区 堀川通~西洞院通

新管本数 4mもの58本

挿入 長 232m 

新管総重量 14.88トン

最 大推力 4.42トン

摩擦係数 O. 27~O. 35 

④作業時間、作 業人員

新管 1本の管吊込みから挿入完了の 1

サイクル作業に要する時間は、 4m管の

場合 5~6 分であった。

作業人員は次の通り。

指揮 1人

挿入工(ジャッキ操作など): 3人

継手工 2人

クレーン工(助手を含む): 2人

区間ごとの挿入目、挿入本数を示すと

表-9の通りである。

(4) 立坑部の接続、路面復旧

立坑部内の継手は離脱防止をはかり、全

て特殊押輪を使用し接合した。曲管部分は

コンクリートのアンカーブロックをf井332し

た。

(5) 既設管との連絡

挿入管を営業中の既設管に分岐連絡する

のは、今回工事がはじめてである。施工は

挿入完了後、旧管、挿入管を切断し、分岐

4 

推 3

カ
(ton) 2 

0.8 

0.6 
摩
擦

係 0.4
数

0.2 

接合用バンド

80 120 160 200 

挿入長 (m)

図-18 推力と挿入長

40 80 120 160 200 

挿入長 (m)

図-19 挿入長と躍擦係数

33 

240 

240 
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用T字管を切込み、高辻幹線に直交する既

設配水管に接続した。いわゆる挿入分岐工

法とでも呼ぶべき工法を採用した。

(6) 通水

通水は水圧試験を兼ねて行った。約 4.5

kg .f/cmで72時間の耐圧としたが、その結果

漏水などの異状は認めなかった。

(7) 旧管と新管の間隙充填

一乗寺幹線と伺ピ方法、同じ仕様のエア

ーモルタル充填を行った。

(8) 工事工程

!日管内調査も行わず、また今回工事の特

色とも思われる挿入分岐工法なるものを行

ったが、実際に着工してから通水まで 4カ

写真一10 月弱で施工を終えることができた。

表-9 区間別挿入本数

第 1 工 区 第 2 工 区

区 間 挿入日 挿入本数 挿入長 区 間 挿入日 挿入本数 挿入長

烏丸通間之(東町) 
3月16日(夜) 16本 96m 烏丸通(R西室)町 4月27日(昼) 15本 90m 

-:--rs，zIllT (北) 3月17日(夜) 10 60 

間之町之(北) 室町~新町
4月29日(昼) 7 42 

~間町(南)
3月19日(夜) 6 17 5月13日(夜) 13 78 

間之町~(堺南町) 
3月12日(夜) 7 42 新聞I 5月4日(夜) 7 42 

3月15日(昼) 12 72 ~西洞院(東) 5月12日(夜) 9 54 

堺町~柳馬場 3月18日(夜) 10 40 西洞院洞(東院) 
~西(西)

6月4日(夜) 6 14 

3月8日(夜) 10 60 西洞院堀(西川) 4月27日(昼) 58 232 

柳馬場~寺町 3月10日(夜) 16 96 ~通

3月11日(夜) 13 78 

全体の工程を表-10に示す。 m を挿入した 2つのパイプインパイプ工事の

表ー10 工事全体工程 概略を紹介したが、いずれも工事はスムーズ

施工工程 第 1工区

立坑の設置
2月27日 4月20日
~3 月 23 日

クリーニング 3月5日 4月25日

3月8日 4月27日
新管挿入

~3 月 18 日 ~5 月間[

連絡工事
3月16日 5月3日
~4 月 10 日

通水(水圧試験) 4月7日 6月17日

5. まとめ

口径800mm[日管内に口径600mm新管1，150m、

および、口径450mm[日管内に口径300mm新管1，115

で所期の目的を達した口

工事を振り返って最近の道路事情の悪化、

また埋設物の轄鞍、騒音、振動、工事公害問

題など社会情勢の変化に伴う地域住民意識の

複雑化、多様化を勘案する時、自画自賛では

あるが当工法の適性さに加えて工程に満足感

を得るものがあった。

一方メーカーサイドでは最近、旧管口径に

対して新管は l口径 (100mm)小さい口径で挿入

できる管が開発されたと聞いている。

今後、ますます本工法が改良発展すること

を期待するものである。
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披術レポート鞠

ポリエチレンスリーブの
工について

1 .はじめに

地下埋設用夕、、クタイル管を防食するための

対策は、古くから種々の方法が採用されてお

り、それ相当の防食効果を発障している。米

国、欧州、中近東諸国をはじめ、わが国にわ

いても上水道、下水道、ガス用などの地下埋

設ダクタイル管を、その管路の布設現場で約

0.2mm厚のポリエチレンスリープを被覆し、土

壌と管との直接接触を断ち、防食する方法(ポ

リエチレンスリーブ法)が広く普及している。

このポリエチレンスリープ法は、米国では

国家規格としてANSIA 21.5-1972(Polye-

thylene Encasement for Gray and Ductile 

Cast Iron Piping for Water and Other 

Liquids)として規定され、 またわが国では日

本ダクタイル鉄管協会規格JDPA Z 2005-

1975 (ダクタイル鋳鉄管防食用ポリエチレン

スリーブ) として夫見定されている D

日本水道協会編の水道施設設計指針・解説

の中にも、土壌の腐食性評価方法および腐食

性土壌中に管を埋設する場合の防食対策とし

てポリエチレンスリーブ法が記述されている D

そこで、この方法の特長、留意点およびよ

日本ダクタイル鉄管協会技術委員

岩松潤吉

西崎耕造

り効果的な施工手順について解説を行う 0

2. ポリエチレンスリーブ法の特長

ポリエチレンスリープ法は、防食被膜であ

るスリーブと管が密着しておらず、非密着性

の防食方法であることが大きな特長である。こ

の方法でダクタイル管を防食する場合、スリ

ープにより腐食性土壌と管の直接接触を断つ

ことにより、管の環境の均一化をはかり防食

することである。

さらに、埋設された状態では、管とスリー

ブの隙間に侵入した地下水の酸素が消費され

自由に移動しないので、スリープに若干の傷

があったとしても、その部分が他の健全部に

比較して陰極になり、選択的な孔食が発生し

にくい構造になっている。

またこの方法は、管の布設現場にで簡単に

施工できるため、防食被膜の破損が少なく、

埋設前の補修も粘着テープなどを用いれば容

易に可能で、ある口

3.ポリエチレンスリーブ法の留意点

およびその施工手順

前章で述べたように、この方法はスリープ
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に若干の傷があっても、その部分の防食効果

はさほど損なわれないのが特長であるが、施

工にあたっては、スリープと管の隙聞に入っ

た地下水が自由に移動することなく、停滞さ

せる工法を採用することが必要である。

そこで、ポリエチレンスリーブ法の施工上

の留意すべき点を以下に述べる口

1) スリーブ内に侵入した地下水の移動をで

きるだけ阻止する工法を採用する。

ポリエチレンスリープを管に固定する場

合、地下水の移動を止めるために管 1本ご

とに少なくとも 1 カ所でスリープを幅 50~

75mmの粘着テープで全周に 1回巻きつけて

管と一体化し、スリープと管の隙間の連続

性を断つ必要がある。

そのためには、スリーブを管に固定する

場合、粘着テープの半面がスリープに、残

りの半面が管に粘着するようにする。また

スリープ同士を接続する場合でも同様に粘

着テープを半面ずつ用いて接続するのが望

ましい。

2) スリーブが大きく損傷しない工法を採用

する口

(a) たとえば、管にスリープを固定する

場合、管宜部の折り曲げてできる重ね

部分(三重部分)を、管頂部にくるよう

にして埋戻し時の土砂の衝撃を避ける口

(b) 継手部の形状にスリーブがなじむよ

うに十分なたるみを持たせる。

継手部分では、押輪やボルトナット

によりスリーブを破ぶることがないよ

うに十分なたるみを持たせ、埋戻した

状態で継子の形状になりむようにする。

これまで述べた留意点を考慮した、より効

果的な施工手順を順次図を用いて説明する。

(1) A法(1枚のスリープで直部および継

子部を防食する方法)

①管の受口、さし口を台にて支える。

「K
1

② さし口部を吊り上げて、台を管の中央

音Eまで移動させ:る。

③ さし口側からポリエチレンスリープを

管に被せる。

I II  I 
I II  I 
vム

④ さし口部を吊り上げ、中央部の台をさ

し口側に戻し、ポリエチレンスリープを

直部全体に広げる。

』ーーー-1脇島

⑤粘着テープを用いて(約 1mピッチ)管

頂部に三重部がくるようにスリーブを固

定する。
項

管

⑥ スリーブの受口部、さし口部を粘着テ

ープで固定する。(粘着テープは 1X以上

巻く。)

スリーブの両端を中央部に向けてたぐる。
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⑦ ナイロンスリングなどでスリーブに侮

をつけない方法で管を用り下ろす。

⑧管を接合する。

⑨ 一方のスリーブを他方にたぐり寄せて

スリーブ端を粘着テープで半面はスリー

ブに、残り半聞は管に粘着させて闇定す

る(粘着テープは 11/4以上巻く。)継手部

分のスリーブは十分にたるませておく。

⑬残りのスリーブも同様に十分たるませ

て粘着テープを用いて固定する。スリー

ブ同士の闇定は、半間ずつ粘着テープに

て接続する。

十分にたるませる (2重になっている)

ムj

A法により施工された継手部分の詳細を図

-1に示す。

37 
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図-1 継手部分のポリエチレンスリーブの状況(A法)

ポリエチレンスリーブ

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

， プは 11/4以上巻く。)

|ト l 1 l i l1li l1li 

(2) B法(1枚のスリープを切断して、直部

および継手部に分けて防食する方法)

① 管の受口、さし口を台にて支える。

ム
② さし口部を吊り上げて、台を管の中央

部まで移動させる。

③ あらかりめ管長より短かく切断してお

いた直部スリープをさし口側から管に被

④ さし口部を吊り上げ、中央部の台をさ

し口側に戻し、ポリエチレンスリーブを

直部全体に広げる。

⑤ 粘着テープを用いて(約 1m ピッチ)管

頂部に三重部がくるようにスリーブを固

定する。

項

管

⑥ スリーブの受口部、さし口部を粘着テ

一プを用い、半面はスリーブに、残り半

面は管に粘着させて固定する。(粘着テー

盟

Eム
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⑦ ナイロンスリングなどでスリーブに傷

をつけない方法で管を吊り下ろす。

③管を接合する。

事前に継手部スリーブ(1枚のスリーブ

から直部スリーブを切断した残り。)をさ

し口側に準備しておく。

⑨継手の上半部に保譲パッド(四重のス

リーブ)を粘着テープにて固定する。

⑬ さし口側の継手部スリーブを継手部に

移動させて粘着テープで固定する。

この場合、継手部スリーブを十分にた

るませて両端で粘着テープが半面は継手

部スリーブ、残り半閣は直部スリーブに

接着するように固定する。(粘着テープは

11/4以上巻く。)

B法により施工された継手部分の詳細を図

-2に示す。

39 
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図-2 継手部分のポリエチレンスリーブの状況(8法)

継手部用スリープ

(参考) ポリエチレンスリーブを管に固定

するためには、粘着テープ以外にもゴムひも

明示テープなども使用することができる。

(参考)ポリエチレンスリープを被覆された

管を埋戻す場合、継子部の形状によりスリー

フI 傷をつける可能性があるので、埋戻し前

に被覆鉄線(口径 2mm程度)または被覆電線な

どを用いて継手部を締付け、スリーブを継手

の形状に十分なじませた後に埋戻しを行う方

法はより確実である。参考として A、B法の

継子部施工状況を写真に示す。

5. まとめ

現在広く普及しているダクタイル鋳鉄管の

ポリエチレンスリープによる防食法の特長、

その性能を十分に発揮させるための留意点お

よびその施工手順について説明した。

これらの留意点をまとめると、スリーブと

管の隙間に入った地下水の移動を阻止するこ

とが重要で、実際の布設現場では以下のこと

について注意して施工する必要がある。

1 )ポリエチレンスリーブ内に侵入した地下

水の移動を粘着テープを少なくとも管 1本

ごとに全鹿に巻付けて管と一体化し、隙間

の連続性を断つ。

2 )スリーブが大きく損傷しない工法を採尉

する。すなわち、直部では管頂部に折り曲

げ部をっくり、継手部ではスリーブに十分

なたるみを持たせて継手の形状になじみや

すいように施工する。

写真一 1 A法による継手部の状況

写真一 2 8法による継手部の状況
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酸性水に対応した導水管路布設
について

青森市

水道部工務課
　　　　　　　　　　　主幹　白取　有三
　　　　　　　　　　　主査　川越　武機

　地下水、河川の伏流水を水源としている青森市は、昭和60年には水不
足になることが調査で明らかになっている。そのため、水源を酸性の強
い堤川や駒込川に求めるしかなく、この水を有効に利用し、水質を克服
することが計画を成功させる重要なポイントであった。幸いにも、堤川
の水は水質基準以下で、中和処理をすれば飲料水として十分に利用でき
ることがわかった。しかし、取水口から浄水場までの導水設備の防食対
策が問題であったが、種々の実験を行った結果、エポキシ粉体塗装した
ダクタイル管がもっとも耐久性に優れていることが確認され、採用する
ことになった。本論では、学織経験者の意見を聞いたり、現地試験を
行った上で決断したもので、現在の技術で可能な限りの対策を立てて
行ったと述べている。

下水処理水の循環再利用モデル
事業にＴ形ダクタイル鋳鉄管採用

福岡市下水道局

建設部施設課長
　　　　　　　　　　　　　　　　大坪　潔

　福岡管区気象台の観測史上はじめてという異常渇水に見舞われた福岡
市。市民は昭和53年5月20日から約10カ月に及ぶ給水制限を体験した。
福岡市は全市をあげて水源開発を進めるとともに、節水型都市づくりを
進めている。たとえば、新築する時は節水便器を設置する、大型建築物
を建てる時は雑用水再利用の設置と計画書を提出する、などの義務付け
である。本論では、広域的処理水循環利用事業の処理方式、送配水管の
管網整備へのアプローチを紹介している。

米子市の下水汚泥圧送管につい
て

米子市

下水道部工務課工務第1係長
　　　　　　　　　　　　　　　足立　修三

　急激な人口の都市集中と産業の発展によって河川、湖沼などの水質が
年々悪化して社会問 題となった。そのため米子市は、昭和45年度から
内浜処理区の本格的な建設工事に着手し、49年10月に一部供用開始し
た。また、昭和48年2月には青木処理区、50年には皆生処理区の工事に
着手し、55年度中に供用開始の予定である。本論は、下水汚泥圧送管に
耐摩耗性、腐食性に優れたT形ダクタイル管を採用したが、完成後の圧
力試験も好結果であったと述べている。

1980年 No.28
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耐震型緊急用貯水槽について

久保田鉄工株式会社

鉄管エンジニアリング部
　　　　　　　　　　　　　　　叶本　正吉
　　　　　　　　　　　　　　　森   　一純

　埼玉県のほぼ中央部に位置する東松山市は都心より約1時間の距離に
あり、将来は人口が増加するものと考えられている。そのため、新しい
地域への給水方法を検討した結果、地震時にも緊急用水源として活用で
きるようにするため、7案の中から地下に築造する方式の耐震型緊急用
貯水槽を採用した。本論では、その計画から設置に至るまでの概略を述
べている。

地震と管路について＜その6＞～
内面接合耐震継手US形ダクタイ
ル管～

久保田鉄工株式会社

鉄管エンジニアリング部
　　　　　　　　　　　　　　　宮本　宏
　　　　　　　　　　　　　　  山路　忠雄
　　　　　　　　　　　　　　　中島　鋭
　　　　　　　　　　　　　　　槙　　 厚

　耐震管路、軟弱地盤地帯での配管にS形、SⅡ継手、D.B.J.が開発さ
れ、多く使用されている。これに対し、今回シールド内配管を対象とし
た内面接合・耐震継手形(US形)ダクタイル管を開発した。この開発構想
は、地震時の地盤の変位を管の継手で吸収し、管本体には大きな応力を
発生させないという免震的な考え方が多くとられるようになってきたた
め、この考え方に立って開発されたものである。このUS形の継手は、鎖
のように伸縮、屈曲し、最終的には大きな抜出力に耐えるようにしたも
のである。

1980年 No.28
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に対癒した導水管
布識について

1 .駿性河川水の利用

青森市は現在人口26万人で、上水道の水源

は、地下水の汲み上げや河川の伏流水を用い

て、 1日最大給水量11万9，200トンをまかなっ

ている。しかし昭和60年には人口32万8，000人

になり、 6年後には6万5，000トンの水が不足

することは、調査により明らかである。

今以上の地下水の汲み上げは、現在でも地

盤沈下を招いて問題があり、当市の利用でき

る水源は、酸性の強い堤川や駒込川しかなく

これを有効に利用することが当市の水源確保

の課題であった。

特にこれらの河川は、上流に十和田国立公

園があり、強酸性の酸ケ湯温泉など酸性の強

い湧水が多く、渇水期になると pHが3.4~4.0

程度まで下がり、コンクリート製の堤防は浸

食されて砂利がむき出しになっている有様で

当市の第 3期拡張計画は、この堤川や駒込川

の水質を克服することが計画を成功させるポ

イントであった。

幸いにも堤川の水は、表-1に示すごとく

pHが低い以外は重金属やその他の有害物も水

質基準以下で¥中和処理をすれば飲料水とし

青森市水道部工務課

主幹白取有三

主査 11(越武機

て十分利用できることがわかった口

しかし問題は、堤川の取水口から新設の堤

川浄水場までの導水設備の防食対策て¥ゲー

ト類はステンレス製を採用するにしても、導

水管になにを選べばいいかが最大の問題であ

った。

そこで本拡張計画上において酸性水に十分

対応する防食対策を立案する必要があり、各

メーカーの協力を得て酸性の強い泉源で種々

実験を実施した。

2.酸性水による耐久性試験

従来から一般に用いられているセメントラ

イニングをしたダクタイル管や、タールエポ

キシ塗装をした鋼管では、酸性の強い堤川の

水に対しては万全でないことは明らかであり

特殊な耐酸性のいい材料で保護された管て¥

しかも強度が強く、配管作業性・価格的にも

実用的なものを選ぶ必要があった。

そこで各管メーカーに依頼して堤川の上流

にある酸ケ湯温泉の地獄沼や、泉源になって

いる新渡鳥(水溢80
0

C、pH1. 2) (写真一 1)に

各種のライニングを施工した管を浸漬して、
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酸性水に対応した導水管路布設について

表-1 取水予定地点における水質分析結果の一例

誌五eI--竺竺 昭和52年 7月29日 昭和52年 8月24日

温 CC)

pH 

j萄 度(度)

色 度(度)

C.e (mg/ .e) 

S04 (mg/.e) 

ア ル カ 1)度 (mg/.e)

酸 度 (mg/.e)

NH4+-N (mg/ .e) 

NOよ-N (mg/ .e) 

NO; -N (mg/ .e) 

KMn04消費量 (mg/.e) 

硬 度 (mg/.e) 

蒸発残留物 (mg/.e) 

シアンイオン (mg/.e) 

有機リン (mg/.e) 

Hg (mg/.e) 

Cu (mg/ .e) 

Zn (mg/.e) 

Pb (mg/.e) 

Cr (mg/.e) 

As (mg/ .e) 

Cd (mg/.e) 

T-P (mg/.e) 

A.e (mg/.e) 

Fe (溶) (mg/.e) 

Mn(溶) (mg/.e) 

昭和52年11月から 2カ年間耐久性試験を実施

した。

試験場所とその水質分析結果を表-2に示

す D 試験した材料を以下に示す。

(1)セメントライニングダクタイル管。

(2)エポキシ粉体塗装ダクタイル管。

(3)セメントライニングの表面にタールエポ

キシ塗装をしたダクタイル管。

(4)ガラス繊維強化プラスチック管。

(5)ポリエチレンライニング鋼管。

(6)ゴムライニング鋼管。

21.0 16.5 

3.42 4.15 

116 150 

4 6 

31 22 

132.5 74 

。 G 

80 21 

0.00 0.06 

0.18 0.05 

0.002 0.000 

10.7 16.0 

88 59 

434 389 

0.00 

0.00 0.00 

0.000 

0.01 0.01 

0.108 0.07 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.02 

0.000 0.00 

0.09 0.127 

9.8 4.6 

0.72 0.12 

0.31 0.53 

写真一 1 新渡鳥の湯 (pH1.2、水温80
0

C)

7 
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表-2 試験場所とその水質分析結果

ぷょ竺ア 地獄沼泉源

宇刀 期 調査時

ζ正且日1L ※ 30
0
C 29

0
C 

比抵 抗 (0一cm) 22 23 

pH 1.2 1.1 

C1! (ppm) 1，500 1，190 

SO~ - (ppm) 4，207 5，100 

アルカリ度 (ppm) 。 。
酸 度 (ppm) 1，840 5，300 

硬 度 (ppm) 1，220 1，100 

蒸発残留物 (ppm) 8.526 8，550 

※現地での水温を示す。

この結果、

(1)セメントライニングしたものは、強酸性

水によってライニングが溶出し、管もか

なり激しく腐食していた。

(2)内外面エポキシ粉体塗装したダクタイル

管は、塗膜の欠陥、管の腐食は認められ

なく優秀で、あった。

(3)ガラス繊維強化プラスチック管は、クラ

ック、表層樹脂のハガレなどの欠陥が認

められた。

(4)内外面ポリエチレン・ゴムライニングし

た鋼管は、ライニングの欠陥部および端

面より管の腐食が認められ、極端な場合

はi9(:f;也がまったくなく、ライニング層の

みが残存しているだけのものがあった口

などカ叩径百忍された。

この結果、エポキシ粉体塗装したダクタイ

ル管がもっとも耐久性に優れ、また配管作業

性、価格的にも実用的なことが確認された。

以上のことにより、当市のもっとも重要な導

水施設導水管に採用することに決定した。

3.エポキシ粉体塗装夕、クタイル管

エポキシ粉体塗装とは、エポキシ樹脂、硬

化剤などを100メッシュ以下の粉末にしたもの

を、 180~2700C にあらかじめ加熱された管に

適当な方法で均一に吹付・け塗装し、熱によっ

て硬化させて塗装するもので、従来から用い

られている溶剤希釈型塗料による塗装と異な

同左下流河川 新渡鳥泉 j原

争刀 真月 調査時 争刀 葉月 調査時

9
0
C 70

0
C 64

0
C 

53 95 24 28 

1.6 1.8 1.3 1.3 

800 300 1，400 1，100 

1，786 960 3，100 4，570 

。 。 。 。
1，910 1，150 4，850 4，750 

520 300 1，120 1，040 

3，238 1，740 8.388 8，110 

り、塗料中に溶剤を含有していないため、乾

燥、硬化時に溶剤が蒸発してピンホールがで

きたり、塗膜中に残留した溶剤が水道水中に

j容け出すこともないことから、両す久性がよく

しかも水道管の内面塗装として水質に臭気を

与えたり、過マンガン酸カリの消費量を多く

することもなく、衛生的にも優れた塗装であ

る。

表-3にエポキシ樹脂粉体塗装の塗膜性能

を、表-4にその水質試験結果を示す。

表-3 エポキシ樹脂粉体塗装の塗膜性能

エポキシ措tH旨

鉛筆硬度 H~3H 

碁盤目試験(1mm幅) 100/100 

エリクセン試験 (mm) 3 

屈曲試験 (mm世) 6 

耐衝撃試験(立だ弘子XXcnf) 50 

耐j弗騰水試験(時間) 300 

耐塩水噴霧試験(時間) 1500 

掘す 酸 性 (60%硫酸) 優秀

// (20%硫酸) 優秀

耐アルカリ性(45%カセイソーダ) 優秀

// (28%アンモニア) 優秀

耐溶剤性(アセトン) 優 秀

イシ (アルコール) 優秀

。 (ベンゼン) 優 秀

lj (トリクレン) 良好
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表-4 エポキシ樹脂粉体塗畿の水質試験結果

(於:兵庫県環境科学技術センター)

分析項目 対ム R百 オ℃

pH 7.4 

色 度(度) 定量限界未満(1未満)

1萄 度(度) 定量限界未満 (0.1未満)

KMn04消費量 5.4 

アミン類 不検出

残留塩素 0.07 

臭 必ヌ=もま 生霊 臭

日未 無 日未

フェノール類 定量限界未満 (0.005未満)

全クロム 定量限界未満 (0.01未満)

カドミニウム 定量限界未満 (0.001未満)

主同 定量限界未満 (0.01未満)

ひ 素 定量限界未満 (0.001未満)

車窓 水 銀 不検出

亜 室合 0.01 

ン ア ン 不検出

9 

(単位 p.p.m)

浸漬水

7.2 

同左

同左

5.6 

不検出

0.13 

無臭

無味

同左

同左

同左

同左

同左

不検出

0.01 

不検出
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このエポキシ樹脂粉体塗装は、日本水道協

会規格 (JWWA K 117、水道用樹脂コーテ

イング管継手)としてノト口径の給水管継手で、

規格化されている。ダクタイル管ではJDPA

Z 2006 rダクタイル鋳鉄管用内面エポキシ

樹脂粉体塗装」として、ダクタイル鉄管協会

規格が制定されている。また日本水道協会で

も、「水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹

脂粉体塗装」として審議されている。

4.導水管路の設計

導水管の計画管路は図-1に示すごとく、

堤川取水口より堤川浄水場まで約 780mで、

不測の事態を考慮し、 2条配管(布設延長約

1，560m)とした。

さらに当市も東北地方特有の地震多発地域

であり、昭和43年の十勝沖地震で水道施設に

被害を生じた経験から、管は耐震性を考慮し

たS形ダクタイル管(図-2)を採用し、酸性

水と接する内面は受口内部、さし口外面もす

べてエポキシ粉体塗装を行い、ロックリング

の材質はSUS304を用いた。

異形管は UF形ダクタイル管(図-2)を用

い、受口内面、さし口外面、押輪などはエポ

キシ粉体塗装を行い、さらに継手部の内部は

耐酸モルタルを用いて充填することにした。

図-2 継手形式

S形(耐震継手)

さし口

UF形(内面・離脱防止継手)

5. 管の布設状況

S形夕、、クタイル管の採用は、当市としても

はじめてのことであるため、工事に先立って

地元工事業者に対する S形の接合講習会を行

い、実際の施工にあたっても指導員の派遣を

メーカーにf衣事員した。

特に今回の内面仕様が、エポキシ粉体塗装

で、しかも異形管に UF形を採用して継手部

に樹脂モルタルを充填するなど、施工にあた

っては細心の注意が必要であることから、管

の梱包、保管、施工時の切管、接合に至るま

でさまざまな工夫をした D

1管の梱包

受口に挿入されるさし口部は、酸性水と直

接接触するため、工ポキシ粉体塗装を内面と

同様に塗装することにしたが、輸送中および

管の保管中にもっとも塗装に傷が付きやすい

個戸斤であるため、ウレタンマットとポリエチ

レンスダレで保護することにした。(写真一 2)

写真一 2 塗装を保議するためにウレタンマッ

トとポリエチレンスダレで梱包して

いる。

2切管部の補修

切管部はできるだけ少なくするため、 UF

形異形管に接合する直管で寸法調整すること

にし、他の個所で切管が発生しないようにし

。
た

切管部の端面は樹脂モルタルで保護される

が、一応切管後現地で常温硬化形エポキシ樹

脂塗料で、端部の補修塗装を行った口

補修に用いた常温硬化型エポキシ樹脂塗料
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は、堤川の上流にある温泉(地獄沼)の水質に

調整した水に各種の塗料を塗装した管を1.5年

間浸漬し、その結果から異常のないものを選

定した。(写真一 3) 

写真一 3 地獄沼泉源水に約1.5カ年間浸潤した

3接合工事

常温硬化型エポキシ樹脂塗料塗装ダ

クタイル鋳鉄管の状況。異常なく良

好であった。

管を接合する場合、受口にさし口を挿入す

る時、塗装に傷を付けることが考えられるた

め、管のさし口にはゴム製のキャップをはめ

受口にはゴム製のディスタンスピースを入れ

て挿入し、接合完了後これらのゴムをはずす

ことにした口(写真-4、5)

写真一 4 さし口の塗装の保護のため、ゴム観

プロテクターを用いて管の接合を行

った。

写真一 5 さし口および受口の塗畿の保謹のた

めに、ゴム製ヂィスタンスピースを

用いて管の接合を行った。

4管の外菌防食

管を布設した現場は、地下水のpHが5程度

になることがあり、しかもこの導水管は当市

のもっとも重要な導水施設であるため、外面

の防食についてもポリエチレンスリーブを全

面的に採用した。(写真一 6)

写真一 6 埋設礎境が腐食性であるため、全国

ポリエチレンスリーブによる外菌防

食法を採用した。

6. まとめ

当市の第 3期拡張計画は、酸性の水を上水

道に用いるという困難な計画であり、水質調

査にはじまり、中和処理方法についても実地

に試験をし、また学識経験者の意見を聞いた

り、さらには各種現地試験を行った上で決断

をした口そして導水施設は、現在の技術で可

能な限りの対策を立案して実施した。
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下水勉理水の
舗環再鞠贈モデル事業に
T勝ダクタイル鋳鉄管採用

1 .はじめに

福岡市を中心とする北部九州地区では、昭

和52年末より福岡管区気象台の観測史上はじ

めてという異常渇水に見舞われ、福岡市民は

昭和53年 5月初日から昭和54年 3月25日まで

の約10カ月に及ぶ給水制限を体験した。

そこで福岡市は、全市をあげて水源開発を

進めるとともに昭和54年 3月市議会で「福岡

市節水型水利用等に関する措置要綱」を作成

し、節水型都市づくりを進めている。

この要綱は、家を新築する場合は節水便器

の設置を義務付けたり、床面積 5，000rrf以上

及び口径50mm以上の給水装置を設置する大型

建築物を建てる場合は、雑用水再利用の設置

と計画書の提出を義務付けることとしている。

福岡市下水道局では、この要綱に沿うため

に当面、・水洗便所用水の確保として、下水処

理水の循環利用を方針付けたところである。

従来、ピル独自の個別循環方式や一地区の

ピル群、あるいは一団地での地域循環方式の

例は全国に数例見られるが、公共下水道にお

ける処理水を水洗トイレなどに再利用するの

は全国的に例は見られず、はじめてのケース

で、ある。

福岡市下水道局建設部施設課長

大坪潔

そこで、以下この広域的処理水循環利用事

業の処理方式、送配水管の管網整備へのアプ

ローチを紹介する。

2.事業計画

2 .1 需要水量の推定と循環利用地区の設定

下水処理水循環利用地区としては、中央区

天神地区の約150haとし、既設ピルへの改造お

よび新・改築ピルにおける循環利用水の需要

量ならびに当面の官公庁新・改築など計画に

よる需要量は、それぞれ約2，200rrf /目、 400m"

/日で、需要水量として 1日1万2，000人分の

使用量に相当する 3，000m" /日の処理水を推定

している。

2 .2 処理フロー

現在、中部下水処理場から 1日平均250，000

rrfの処理水が博多湾に放流されているが、循

環利用水として供給するためには、より水質

の安定化、高度化が必要で、ある。

その処理フローとしては、砂ろ過して後、

オゾン反応、活性炭吸着、さらには消毒して

送水する。
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3. 昭和54年度事業概要

供給側の整備は58年度を目途とし、需要者

側への積極的な行政指導により、 60年度まで

に約3，000ぱ/日の需要水量を確保し、供給施

設の稼動を考慮している。

当面する 54年度管きょは、 55年度より使用

開始が予定されている合同庁舎および中央市

民センタ一、浜の町ポンプ場への循環利用水

の供給のため処理施設、送配水管布設工事が

完了予定である。

以下、施設の概要を列記する。

。送水能力 Q = 200m"/日(送配水管はQニ

3， 000m" /日まで送本可能)

@処理施設 200m" /12hr 

砂ろ過設備、オゾン反応設備

活性炭吸着設備、消毒設備

@送水管口径200mm、1!=3km 

送水ポンプ設備

送水管(中部処理場から合同庁舎)

@配水管口径100mm、1!=0.7km

配水ポンプ設備

配水管(浜の町ポンプ場から中央市民

センター)

⑮送配水管材料

下水処理水を送水するため、送配水管路は

上水道管路、下水道管路と区別するために、

ポリエチレンスリープ、直管外面塗装の色を

黄色とした。

ゴム輪は、下水処理水をオゾン処理したも

のであるため、エチレンポリプレン合成ゴム

(EPDM)を使用した。

異形管は、将来の内面腐食を考慮しエポキ

シ樹脂粉体塗装を施した口

@送配水管材料の仕様

直 管・…..T形 3種ダクタイル鋳鉄管

内面・…・・モルタルライニング

外面・…・

1次塗装:エポキシ樹脂塗料 70μ 

2次塗装:エポキシM.I.O塗料 50μ

3次塗装:エポキシ樹脂塗料 70μ 

4次塗装:エポキシ樹脂塗料 70μ 

異形管・…..T形ダクタイ 1レ異形管

内面:エポキシ樹脂粉体塗装

ゴム車命ー…・T牙妥ゴム事命、材質 EPDM

ポリエチレンスリープ・・・・・・黄色

4.今後の問題

モデル事業の遂行にあたり、事業の執行体

制(特に維持管理面)、あるいは料金算定、さ

らには要綱による事務処理等々の問題があり

今後積極的な需要者への供給対策が重要とな

る。

昭和54年度事業の補助対象として、送水管

は第 1段階のものであり、単純に下水処理水

を再利用するために送水するという中途半端

な考えでは困る口

「下水処理水の循環利用モデル;持業」の全

体的計画が必要である。また公道下における

配管について法制度上の取扱いについても、

明確にすべき当面の問題も山積みしており、

今後とも不純物の撤去、脱色、脱臭などを研

究していかねばならないと思っている。



15 

のード
について

1 .米子市の地形および地勢

米子市は、鳥取県の西端島根県と境を接し

日野川の旺盛な運搬作用によって形成された

日本海と中海を分ける砂川l、弓ケ浜半島の基

部にあって、市街地の東部は国立公園大山な

どの山岳部と連らなり、西部は中海を隔てて

島根半島に対し、北部は日本海に面しており

日本海に面した日野川下流左岸には皆生温泉

カfある。

本市に人が住みついたのは、約4，000年前の

縄文式前期と推定されているが、天正 6年中

村氏の米子城築城を期に急速に城下町として

の形態がととのえられ米子市発展の基礎とな

ったが、昭和 2年市制施行以来半世紀を経た

今日、人口12万5，000人を擁する商業都市とな

っており、その経済圏は隣接県安来、松江の

両市に及び、山陰の大阪とも称せられている

が、昭和41年11月米子市を中心とする「中海

地区」が全国15番目の新産業都市に指定され、

地方開発の拠点としての使命が新たに加わる

ことになり、さらに国立公園大山と皆生温泉

を持つ観光都市として、本市の将来はますま

す発展を約束されている。

持据

米子市下水道部工務課工務第 1係長

足立修三

2.下水道の沿革

本市は、前記のように古来から地方の中心

都市として栄えてきたが、近年における急激

な人口の都市集中と産業経済の飛やく的な発

展により、河川、湖沼、海域などの公共水域

の水質は年を追って悪化し、水質公害として

大きな社会問題となり、公共下水道事業が本

市の最重点施策としてとり上げられることに

なった。昭和42年市制40周年記念事業として

市議会に下水道調査特別委員会、建設部に下

水道調査事務所を設置し、基礎調査に着手す

るとともに、市長がチェコスロパキアで開か

れた第 4回国際水質汚濁会議に参加され、滞

在中ヨーロッパ各国の下水道事情を視察され

口た

昭和44年 5月建設大臣の公共下水道事業認

可(内浜処理区275.4ha、皆生処理区45.9ha)

を受けて、昭和45年度から内浜処理区の本格

的な建設工事に着手し、昭和49年10月には内

浜処理区の一部 (46ha)供用開始をすることと

なった口

この間 5年の期間を費やし、昭和48年 2月

には青木処理区(34ha)の追加を行い、皆生処
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理区についても昭和50年日本下水道事業団に

委託して処理場の建設工事に着手し、昭和55

年度中に供用開始の予定であり、 3処理区と

も供用開始ができることとなった口

しかし、処理場建設に多額の投資が必要と

なり、管きょの面的整備が遅れており、昭和

54年 1月閣議了解された新経済 7カ年計画の

基本構想において、昭和60年度下水道普及率

の全国で55%達成を目標にかかげており、本

市も下水道整備長期計画(昭和54~60年度)を

立てて、内浜、皆生両処理区の管きょ整備拡

大をはかり、昭和60年度までに現在の事業認

可区域 (507ha)の75%の処理面積の拡大をは

かる計画で鋭意建設工事を進めている。

3. T形夕、クタイル鋳鉄管使用の経緯

今回計画した送泥管は、皆生下水処理場の

汚水処理過程で発生する汚泥を内浜下水処理

場ヘ圧送して経済的な汚泥処理を行うために

布設するものであるが、 T形ダクタイル鋳鉄

管の技術的な諸問題は、すでに各方面から幾

多の詳細な発表がなされており、この点、は省

略して工事概要について述べてみたい。

送泥管のルートは、米子市公共下水道計画

一般図に示しているように、美保湾(日本海)

に面した皆生温泉に位置する皆生下水処理場

から中海に面した内浜下水処理場まで口径250

mmのT汗タセメントライニングダクタイル鋳i鉄;

管を延長約7，600mにわたり 2本並列して布設

するもので、途中水路横断 2カ所、国道横断

1カ所、鉄道横断 1カ所、延長約 280mにつ

いては推進工法で施工し、含水率99%の汚泥

を日量2，436rn'送泥する。

下水道に使用されるダクタイル鋳鉄管は圧

送管路、処理場内管きょ、汚泥圧送管路、エ

アレーション用空気配管などに使用されてい

るが、送泥管として使用する場合、上水道管

と異なり、輸送する流体が汚水処理の過程で、

発生する汚泥であるため固形分を有しており

かつ水質としては不安定であり、多量の有機

物などの溶解物を含有しており、摩耗、腐食

などの悪条件が加わるので、この点を特に考

慮する必要がある。そのため耐摩耗性、腐食

に優れた実績のある T形ダクタイル鋳鉄管を

施工難易度も考えて採用した。

工事は、昭和52年度から 54年度の 3カ年に

わたり地元建設業者に発注したが、施工時に

はメーカーに依頼して技術者を派遺していた

だいて管路布設現場で直接指導を受けて施工

した。

その結果、請負業者は技術を十分習得でき

今後も地元業者で鋳鉄管布設工事に対処でき

る体制ができ、完成後の圧力試験もきわめて

良好な結果が得られた。
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醐震塑緊急期貯
について

1 .はじめに

過去の多くの地震による被害経験から耐震

対策としては、管路の耐震化(幹線)、ならび

に非常用飲料水の確保がクローズアップされ

ている。構造が簡単で効果的なものとして既

設管路(配水管一小口径)の途中に耐震性を考

慮した大口径管を埋設し、万一地震などによ

り配水管路の一部が破断しでも大口径管部の

水は蓄えられ、緊急用水源(貯水槽)としての

機能を発揮する構造の「耐震型緊急用貯水槽」

を考案したが、この度埼玉県東松山市水道部

殿においてこの「耐震型緊急用貯水槽」が採

用され、設置を見たのでその構造の概要につ

いて述べる。なおこのダクタイル鉄管による

「耐震型緊急用貯水槽J の採用が決定するま

でには水道部殿におかれて、その築造位置、

容量、日照などの基本的な検討を踏まえて種

種の項目が細かく検討されておられるので、

その一部を次の施設の諸条件に関する検討と

して紹介させていただく。

〔東松山市について:埼玉県のほぼ中央に位

置する人口約 6万人の都市であるが、都心

より約 1時間の距離にあるため、将来はさ

久保田鉄工(株)鉄管エンジニアリング部

叶本正音

森一純

らに人口が増加するものと思われるところ

である。〕

2.施設の諸条件に関する検討

( 1 )築造位置に関する検討

地上式と地下式の二通りが考えられたが、

後述のように地上式にあっては付近の民家

に対する日照問題の発生が懸念された口

( 2 )容量に関する検討

容量は大きいことにこしたことはないが、

敷地その他の要因から地上に築造する場合

には容量を1，527ぱと785m"に仮定し、また

圧力水槽の場合には震害時に必要な容量よ

り決定することとし、次のような条件にて

370m"とした。

条件:1人 1日3.eを6万人に 2日間給水

するとした。

( 3 )日照に関する検討

敷地の関係から敷地を有効に利用するた

めには調整池は南側の奥に位置した方がい

いが、この場合には調整池から見て北側の

民家に対して日照の問題が発生する恐れが

あるため検討した。検討の条件として調整
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池は容量を1，527m'(高さ 20m、直径16m)と

し、また季節は冬季(冬至、日照時間 8時

間)とした。以上のような条件にて計算を

行い調整池周囲の日照時間コンタを作成し

これを敷地平面内で移動させ、調整池の有

効な位置を決め北面の民家の日照時間を求

図-1

N
i
H千
十
l

1500、ν

( 4 )各案の比較検討

検討する項目を以下の11項目として種々

の検討を行い、それを表-1にまとめた。

(検討項目) (イ尉震上、(ロ)構造上、料施工

上、 Lニ)工事上、体)立地上、(ベ日照上、(ト)

水圧上、(判維持管理、(リ)付帯設備、(ヌ)工

期、例工事費。

以上の表のような検討結果をもとに、 F案

すなわちダクタイル鉄管を用いて地下に築造

する調整池の方式が全体的に優れていると考

えられた。

3.耐震型緊急用貯水槽の概要

「耐震型緊急用貯水槽J (以下「貯水槽」と

いう口)は図ー 2のごとくダクタイル鉄管、緊

めたが、直径16mの時には日照時間は 5時

間確保でき、仮りに直径を10mとすれば日

照時間は 6時間を確保できるという結果を

得た。しかし住民に対する日照問題は多少

起こるのではないかと思われた。(図-1に

日影平面図の一例を示す)

日影平面図の例

外径:10m 

高さ:20m 

14時

急遮断弁、感震装置、その他の付属品からな

り、一定規模の地震が発生した時、地震計に

より感知され、その信号を緊急遮断弁に送り

緊急遮断弁が作動し弁聞の水が確保され、非

常用水として活用できる構造となっており、

次のような特長を備える口

〈特長〉

①既設管路の途中に大口径の耐震性を考慮し

たJlr水槽(タンク)である。

②ダクタイル鉄管の貯水槽、緊急遮断弁およ

び地震計にてシステムを構成している。

③緊急遮断弁が作動すれば貯水増(タンク)内

の水は蓄えられ、バイパス管路が開放され

るので既設管路にわいて事故のない限り末

端部まで平常通り水は供給される。
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表 -1 比較検討の結果

A案 B案 C案

築 造 地上 地上 地上

工 種 調整池 調整池
竪型
圧力水槽

ロ)::]ロ 種 PC  P C  PC  

有効容量 1，527m' 785ば 332ぱ

耐震上 × × 

構造上 。 。
施工上 。 。
工 上 × × 

立地上 × × 

日照 上 × × 

水圧上 × × 

維持管理 。 。
付帯設備 。 。
工 期 。 。
工事費 。 。

④通常の地震時には一体構造物として十分耐

えるが、それ以上になると特S形継ぎ輪の

ボルトが破断して柔構造的な機能を発揮す

る二重の安全構造としている。

⑤貯水槽(タンク)はダクタイル鉄管を利用し

たもので工場にて生産されるので品質が統

一しており、また施工面においても据付け

接合が容易である。

( 1 )設計仕様

①容量 370ぱ以上。

( 1人 1日3.eとして支給対象

を6万人とすれば 2日間。 1

万2，000人であれば10日間の給

水が可能となる。)

②寸法持2600x 7933W x 35474Lo 

(U字形配管)

③材 質 ダクタイル鉄管。

(特S形継ぎ輪)

④性能

耐水密性常時10、4kg/crrf以上の水

圧に耐えること。

耐震性震度階刊に耐えること。

水の停滞水は貯水槽内で停滞する

ム

× 

× 

× 。
× 

ム

× 

× 。
× 

D案 E案 F案 G案

地上 地 下 地 下 地下

竪型 横型
庄力水槽 圧力水槽

調整池 調整池

PC  PC  
ダクタイ

鋼管ル鋳鉄管

353ぱ 355m' 389m' 370ぱ

乙斗 。 。 。
× 。 。 。
× ム 。 。
× × 。 。
× 。 。 。
× 。 。 。
ム 。 。 。
× × 。 。
× × 。 。
。 。 。 。
× ム

( 2 )構造について

L::::. i込

ことなく飲料水として活

用できること。

図-2のように口径2600UF形ダクタイ

ル鉄管と特S形継ぎ輪をU字形に埋設し、

その両端には緊急遮断弁を設置し既設管に

接続する。地震計が設定値以上の地震を感

知するとその信号により両端(流入側、流

出側)の緊急遮断弁が閉じて水槽内の水の

流出を防ぎ非常用水槽の役目を果す構造と

し、同時にバイパス管路の緊急遮断弁は聞

き配水管の一部が破損するまで管路に水を

供給することが可能なものとする。(図-2)

①管種

水道用 UF形口径2600mm夕、、クタイル鉄

管を使用する。

②水密性

UF形および特S形継手ともすでに多

くの実績を有する U形、 S形継手を基本

としたもので、いずれもゴム輪によるメ

カニカル形式のシール機構であり、内外

圧に十分耐える構造のものである口 (図

- 3、関-4) 
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曲管部施工中写真一 2弁室と貯水槽本体(流入側)写真一 1

耐震壁型緊急用貯水槽

向
的
。
，

h

図-2

UF形ダクタイル管

30，200 

UF形継手

ットボルト
L. 

っき棒

¥ 

ングゴム輪押翰ボルト充填モルタル

図-4特S形継手図-3

耐震性能を震度目(烈震。加速度 400

ガル)にも耐え得るものとする。貯水槽

は離脱防止機構を備えた U F形継手と特

S形継ぎ輪で一体化されてわり地震時に

強い力が湖いた場合には U F形継手で耐

えることができるが、さらに大きな力が

加わるような場合には、特S継ぎ輪のフ

ランジ側ボルトが破断して変位をl吸収し

次に S形継手のロック機構が湖いてこれ

③離脱防止性

貯水槽には10.4kg/Cnl(静水圧)の水圧

がかかることもあり得るとして、これに

末端のパルプ閉鎖による街水圧を含めて

考えると大きな抜出力(不平均力)が働く

こととなるので、この力に文すしてはUF

形継手の離脱防止機構と特S形継ぎ輪の

ボルトの強度で耐えさせるものとする。

④耐震性
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に耐え得るよう二重安全構造とした。

S形継き‘輪の性能

伸縮量 土270mm

許容曲げ角度 3
0 

(長さ 30mで土 1，570mmの垂直変位吸収

可能)

離脱防止力 0.314D2 ton =t 843ton以上。

⑤水の停滞性

貯水槽内では流速が急速に低下するの

で、水の滞留が懸念されたためミニチュ

アモデルにて確認実験を行った結果、水

は流れている限り滞留の懸念はないもの

と考えられる。なお管の接合部にパド1レ、

整流板などを設置すれば滞留時間の短縮

がはかられるが、この度の貯水槽はどろ

吐き効果を高めることと災害時の有効使

用水量の効率の面から傾斜配管とし、管

内にパドル、整流板を設けない構造とし

。
た

傾斜自己管とした理由

。貯水槽内の水の有効活用がはかれる。

(どろ吐きがボトムとなり、非常用水の

回収率が向上する)

。管底部の流れがよい。(実験結果より)

Oどろ吐き効果がよい。

⑥地震計について

地震計には地下埋設型と地上式の 2つ

の方法があるが、貯水槽のより正確な振

動が感知できるように地下埋設型とし、

貯水槽と同じ位置に 2個設置することと

した。

⑦緊急遮断弁について

緊急遮断弁には自重作動方式と圧縮流

体作動方式(力源としては油圧式、空気

圧式、高圧ガス式など)がある。地震時

には停電などの可能性があるため、これ

らの方策を考慮した弁の構造、作動シス

テムが要求される。弁の開閉システムは

ある値を設定し(地震時の加速度80~100

ガル)、その値以上の地震が発生した時に

は信号を発生し感震装置と弁の力源を結

び貯水槽の流入および流出の両弁を閉鎖

し、同時にバイパス管路の弁が開放され

る機構とする。この弁の一連の作動によ

り貯水槽内の水は貯えられ、バイパス管

路の弁が開放されることから、配水管路

に破損事故がない限り末端部まで水は供

給されるものとした。なお弁の作動は高

圧ガスを用いる圧縮流体作動とし、停電

時にも弁の作動および地震計の作動が可

能になるよう無停電装置をも備えること

とした。

4.耐震型緊急用貯水槽の設計

( 1 )平常時の安全性検討

①衝水圧の検討

アリエピの式にて衝水圧を求めたが、

そのf直は0.9kg/cnlであった。

②管の安全性検討

内圧と外圧が同時に管に働くとして発

生応力を求めたが、その値は826kg/cnlで、

あり、引張り強さ 4，000kg/cnlに比べ小さ

な{直で、ある。

③継手の安全性検討

平常時、管内の水圧によって発生する

不平均力の大部分は管本体および継手の

剛性で負担し、管を移動させようとする

力は6.3トンとf草かである。

また、緊急遮断弁が働いた場合には管

路に472.5トンの引張力が生ずる口 UF形

継手は2，860トン以上。特S形継ぎ輪のボ

ルト強度は974トンであるので問題はない。

仮りに特S形継ぎ輪のボルトが破断して

曲管部に1，175トン -Mの曲げモーメント

が湖いたとしても、 UF形継手の限界曲

げモーメントは3，000トン -Mであるので

問題はない。

( 2 )地震時の安全性の検討

①水道施設設計指針解説による検討

(イ)動水圧の検討

液体で満たされている管路は地震時

に動水圧を生ずる。計算の結果、管の

死端には5.2kg/cnfの動水圧が生ずるも

のと考えられる。
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写真一 3 工事中の貯水槽全景

(計算式) T"¥ AT /gkYw 
-一一 ， 

ー πf! / k D 
0/ 1 +τ一一

ιt 

Pe:地震時の動水圧

A 地震波の加速度(400gal) 

T 表層地盤の固有周期 (0.8sec)

g 重力の加速度 (980cm/sec2
)

k:水の体積弾性係数 (2.07x 104kg/ 

cm4
) 

Yw:水の単位体積重量(1.0 x 1O-3kg/ 

crrf) 

E 管材料の弾性係数(1.6 x 106kg/ 

cm) 

D 管径(260cm)

t 管厚 (T/1.1，出=3.3182cm)

圧(地震時の動水圧)が同時に湖くもの

としてその発生応力は1，093.3kg/ cぱで

ある。

②地下埋設管路耐震継手の技術基準(案)

による中食言す

貯水槽の耐震計算は変位法にもとづき

地震時の管軸方向の応力、継手の伸縮量

を計算した口

(イ)管軸方向の応力検討-

剛構造(特S形継ぎ輪のボルトが効

いている場合)と鎖構造(特S形継ぎ輪

のボルトが破断した場合)のそれぞれ

の状態について地震時の発生応力を求

めたが、剛構造の場合は439.8kg/ cm、

鎖構造の場合は47.1kg/cぱとなった。

(計算式)

×
 

一ハ
U

Q
U

一口。一nud
川
一
×

〉
一

π

ハU
一

必
一
×

4

一
ワ
ム一一e

 
p
 

.π.U.E 
σL=α.1; -L 

σL 軸方向の地震時の応力(kg/cnf)

α:地盤の変形が管路に伝達される割

合を表わす管軸方向の変位、振i隔

に対する補正値で次式で計算するO

1 
α =  〆27c ¥2 

1+ I一一一ァ|
¥人 L1

) 

980 x 2.07 X 104x 1.0 X 10-3 

2.07 X 104x 260 
1+_-~-'_~~ 

1.6 x 106x3.3182 

+5.2kg/cnf 

(ロ)管の安全性検討

外圧(地震時の土圧の増加)および内
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こに λ =Ji  
-V EA 

K 管軸方向の地盤の剛性係数(kg/crrf)

ト与 πD2

Km:地盤の反力係数(kg/cm)

Km=ρ斗1/0.47(文献より)
¥ 83.7) 

EA:管路の伸び、剛性(kg)

A 鉄部の断面積(cぱ)

レ:.rz-L (cm) 

ξ:継手における境界条件によって定

まる補正係数0

・溶接継手 ξ=1.0(剛構造管路)

・伸縮可とう継手は次式で与えられ

る。

ξ(x) = j CTi (x)十倍(x)/ev札こ-eVλじ

x 一方の継手から管軸に沿って定義

した座標(cm)、ξが最大となるよ

うにここでは~/2 とする。

ct1(X) = Ce-vλ L'-cos(2πV)) x e UλL/_ 

Ce VλL二cos(2πV))xe-uλL' + 

2sin h(Vλ.L') cos (2πu) 

品(x)ー2sin (2πV) sin h(Uλ.L') -2sin 

(2πU)， sin h(VλL') 

s
一じV

 

X 
u=一一一Lノ

Q • 管長cm (全管路長一3，400cm)

u 表層地盤の地震動の変位振幅(cm)

は次式で計算する口

日三LKHCSVicosi-ι| 
/πh  ¥ 

π2 --..~・ \2H ノ

ここで¥

KHc:表層に作用させる標準水平方向震

度で地域区分で、定まる (0.15)。

Sv:単位震度当りの応答速度(cm/sec) 

(80cm/ sec)。

T:表層地盤の基本固有周期 (sec)= 

(4H/Vs sec) 

。剛構造(ξー1)の場合の軸方向の応力。

管路がUF形継手と特S形継ぎ輪で一

体化されている場合(剛構造)の地震時の

軸方向の応力 σ」は上式より求められる。

(数値計算)

地震波の伝播速度。 Vs=100m/sec(N値 4

として岡本舜之「耐震工学」オーム社より

求めた)

地震波の加速度口 A=400gal(震度階刊)

地震波の固有周期 T=0.8seco

α を求める。

m=(1M/0417-伴 )ν0.417

83.7ノ 83.7

= 1. 532kg/crrfo 

K = 
Km . 7t. D.~ = 

1 . 532 
-一一一・ π.D2一一一一一司× πx268.4 

2 “ 

=645.9kg/crrf。

EA=1.6 X 106x2238.9=3.58 x 109kgo 

λ
I K I 645.9 

=，.jプチー = j ---.-ニ4.246x 10つも-1
. 

E A 
. 
3. 58 x 109 一一

L=  VsT = 10000 XO. 8=8000cm。

LノニJ玄'L=)玄X8000=11313. 7cmo 

. .α=---/1
四

¥2=0.369

1 + I . _. _ _:-. _ _ __ _ _ I 
¥4.246 X 10-4 X 11313.7ノ

ξ を求める。

剛構造であるため ξー1である D

Uを求める。

U=_1ァKHr.. Sv' T・∞slー〕f 7th ¥ 

π~ ----~ - ---
¥ 2Hノ

ーとXO. 15 X 80 X O. 8 
7t‘ 

/πX284.2 180¥ 
Xcos I . - -I 

¥ 2 X 2000 7tノ

ニ 1.897

したがって軸方向の応力 σL1は、

iπUE 
σL1

=αε-工一
πX 1.897 X 1. 6 X 106 

=0.369 X 1 X 
8000 

~439.8kg/cm 

。鎖構造時の管軸方向応力
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地震時に特S形継ぎ輪のボルトが切れた

場合、特S継ぎ輪は伸縮性と離脱阻止性を

備えた鎖構造となる D この時管軸方向に発

生する応力 σ」を求める。

。 α、Uなどは前述の通り、それぞれα一
0.369、U=1.897となる口

。 ξを求める D

x=!_= 1815 一ーヰ一一-=-=907.5
2 2 

V=~= _1_~15 =ーマー一一一一一一0.16
L' 11313.7 

λL' =4.246 X 10-4 X 11313.7 =4.804 

UλL' = O. 16 X 4.804 = O. 769 

VλL'=0.132 x4. 804=0.634 

180 
V>l(X) =[e-O.769_cos(2π×0.16×-z-)〕e0.4

まとイ反りに沈下量がS形継ぎ輪に集中した

としても、 S形継ぎ輪の抜出し阻止力は843

トン以上であるのでけん引可能な長さは摩擦

抵抗力を 1ton/mとした時、約100mとなる。

。地盤の歪

TA 
εー土 27C'Vs

0.8 x4000 

2xπx 10000 

一士5.1X 10-3
....・・0.51%

ここで¥

ε:地震時の地盤の伸縮量

A:地震時の加速度(400gal=400cm/sec2
) 

T:地震動の国有周期 (0.8sec)

Vs 地震動の伝播速度(10000cm/sec) 

180" ^ _")A  ~地震時の継手部の伸縮量
一 [eO. 769 -cos (2 7c x 0.16 x一 )Je 

el=:::l:εE 

，_ _ _ _ _ 180 + 2sinh 0.769、cos(2πx0.132 x ~~~) 

=0.1473 

180 
九 (x) ニ 2sin(2 7C XO.16X~;'~) sinh 0.634 

180 
-2sin(2πx 0.132 x ~;.~) sinh 0.769 

=-0.1057 

R1召さ2十 (-0.而 7)2
ξ(x) = '/ ' V .  ~ ~~c';， I ¥ "  ~;，，"'V'-'I / 0.107 

同 0.76e v • 一一eV.IV  

したがって管軸方向の応力 σ」は、

LπUE 
σL2 =αξ一工-

πx 1 . 897 x 1. 6 x 106 

=0.369 x 0.107 x 
8000 

ニ 47.1kg/cnf 

(ロ)継子部の伸縮量検討

地震時には持S形継ぎ輪のボルトが

破断してはりめて S形継ぎ輪の伸縮可

とう性を発揮する。ここでは地震時の

地盤の歪を求め(土0.51%)、これより

継子部の伸縮量を計算すると:::l:153mm 

である口なおS形継ぎ輪の部分lごおい

て不等沈下が生ビた場合には貯水槽の

曲管部分で'1，570mmの沈下量を吸収する

ことカfてるきる。

ニ土5.1x 10一3X 30000 = 153mm 

ここで、

el 地震時の継手の地盤の伸縮量

ε:地盤の最大歪 (5.1x10-3
) 

Q :管長(継ぎ輪から曲管までの長さ

一30000mm)

。継手部の沈下吸収量

特 S形継ぎ輪部において不等沈下が生じ

た場合、特S形継ぎ輪 1個で吸収できる沈

下量 oは、

O =30000 x tan3
0 

=T1570mm 

固
定
部
分 J 
5.弁室の設計

配水弁室、送水弁室とも耐震構造としてい

るが、その詳細については省略する口

6.おわりに

以上に今回、東松山市水道部殿において採
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用された「耐震型緊急用貯水槽」についてそ

の概要を紹介させていただいたが、東海沖地

震に備え、その対策が云々されている咋今で

あるので、関係者の方々になんらかのご参考

になれば幸いかと考える。なお、この「耐震

型緊急用貯水槽」の設計に当っては東松山市

水道部長殿はピめ関係者の方々にご協力を賜

りましたことに対して厚くお礼申し上げたい。
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地震と管路についてくその 6)
~内面接合@耐震継手us形ダクタイん管~

I はじめに

これまでにダクタイル管の耐震継手は、伸

縮形として S形、 SII形継手が、屈曲形とし

てダブルポールジョイント D.B.Jが開発され、

耐震管路、軟弱地盤地帯での配管に多く使用

されてきている。これらの継手は、一般の開

削溝内配管に適用されるものである。

これに対して、今回主にシールド内配管を

対象とした内面接合・耐震継手形(略称 :US

形)ダクタイル管を、次のような耐震管路構

想、に沿って開発した口

すなわち、一般の地下埋設管路の耐震化に

ついては、地震時の地盤の変位を管の継手で、

吸収し、管本体には大きな応力を発生させな

いという免震的な考え方が多くとられるよう

になってきた。本継手も、この考え方に立つ

鎖構造耐震管路構想、に基づいて開発した。シ

ールド内配管の場合、管の外面にはセグメン

ト、 2次覆工があるが、これらの強度は期待

せず、管の継子は鎖のように伸縮、屈曲し、

かつ最終的には大きな抜出力に耐えるように

したものである。

なお、この US形ダクタイル管を少し変形

部

宏

雄

鋭

厚

庁
/ン

由

ω

ア

本

路

島

山

富

山

中

模

ンエ管鉄・仲木工鉄田保久

することにより、耐震・推進工法用管や、耐

震・狭間削j幕内用管として使用することもで

きる口

E 概論

1 .概要

(1)名称

内面接合・耐震継手形ダクタイル鋳鉄管。

聞各称 :US形

Uchigawa (内側) 1 
}の頭文字

Seismal， Seismic (地l震の)J 

(2)呼び径

CÞ700~ 再 2600

(3)管種および管厚

直管 1種、 2種、 3種、 4種。

異形管: 5%。曲管、 1174，'0曲管、継ぎ端、

長尺継ぎ輪など。

管厚は 1種類。

(4)従来の管との互換性

K形、 U形、 UF形、 S形管すべて可能。

(5)直管の有効長

CÞ700~ 再 1500 4 m、 6m

CÞ1600~cþ2600 4m 
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2阻継手構造

(1)構造

図-1に示す通りである。また直管の概略

寸法を図-2に示す。

図ー 1 US形継手の構造

チューブ内充填モルタル

ピニルチューブ

ロックリング さし口突部 充填モルタル

図-2 直管の概略寸法

単位 mm 

呼び径 実外径 各 告日 寸 法 有効長

D D2 D5 D7 Ds B C E G 1 1 K M N P Q V V' X Y d' θ L (度)

700 733 869 781 753 13 19 55 (41890 5) 26 30 27 83 405 232 (6 ) 3 25 105 25 17.5 6400000 0 

800 836 973 884 856 今 21 '-' 
( ".) 

砂
砂 イシ " '-' " 。(庁) 。 ". '-' '-' 。 え〉

900 939 1077 987 959 ク 22 。(".) 
イシ ク 今 '-' " (11) イシ " イシ '-' 今 イシ

1000 1041 1183 1089 1061 15 23 。(460)
200 28 35 32 93 430 237 (4。.0) ". イシ ク 28 イシ '-' 

1100 1144 1288 1192 1164 。25 ク(".) 。 ~ ! J/ ". 今 b'(4。.5) /， ぞ〉 ". '-' 今 式〉

1200 1246 1390 1294 1266 。26 。(".) 
" 今 イ少 。 ク ル'(5。.0) " /， " " イシ " 

1350 1400 1546 1448 1420 " 28 '-' 
(440) 。 ペシ210 " 103 450 247 (5。.5) " '-' '-' 。

" " 
1500 1554 1705 1602 1574 Jシ 30 今 (42 65) 

20 30 40 37 113 475 252 (6。.0) ". 32 。30 イシ '-' 

1600 1650 1805 1706 1674 17 31 75 (455) 
" ". 

。 ". 931465 262 (68.0 ) 4 今 115 ク 13.5 4000 

1650 1701 1856 1757 1725 。32 /， ( " ) 
". 

ク 今 '1 。 " 
今('-')。 '-' '-' ". イシ dシ ". 

1800 1848 2003 1904 1872 ク 34 ク(". ) 
イシ b ". 今 ク bf(6。.5) イシ '-' ". 今 1， ". 

2000 2061 2220 2117 2085 。37 。(句)
23 32 45 42 103 490 267 (7ク.0) 。38 ク 。 1， '-' 

2100 2164 2326 2220 2188 ィシ 38 dシ
(445) 

々 。 イシ 108 500 272 (7。.5j 今 " 。 1， ク /， 

235 

2200 2280 2445 2336 2304 宅〉 39 。(42460 5j ". 。 ク 113 510 277 (8。.0) ゐ 11 円〉 ". 1， 1， 

2400 2458 2630 2514 2482 ク 42 4シ (42250 5) 今 イシ /， 123 530 287 (ク)
今

φ 
1， 今 /， 。 。

2600 2684 2874 2750 2712 21 45 85 
(460) 

". 1， 。 今 560 317 (91.00 ) 6 ". 130 '-' ". イシ265 

(注)1.受口内面の形状は、破線の形状でもよい。

2. Yの( )内寸法は、さし口突部が溶接の場合を示す。

3. Gの( )内寸法は、長尺継ぎ輪用のさし口を示す。
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この継手の機構を分類すると、次のように

なる。

①伸縮機構

ロックリングとさし口突部の聞に間隙が

あるため、その聞で受口・さし口の入り込

み、抜出しが可能で、ある。

したがって屈曲も可能で、ある。

②離脱阻止機構

ロックリングとさし口突部のかけ合せに

より、受口・さし口の離脱を防止する。

③ 水 密 機 構

U形と同じである。

接合を完了した時点では、受口・さし口の

挙動から図-3のような構造とみなすことが

で、きる。

図-3 性能上から見た継手構造

亡~「工へメー「

以上、直管、異形管とも共通で、あるが、特

に継ぎ輪、長尺継ぎ輪の構造を図-4、図-

5に示す。

継ぎ輪はK形、 U形管と同様、両受口の短

管であるが、 US形管の場合、その構造上せ

め(結び配管)には使えない。

シールド内配管の場合、せめ(結び配管)は

立坑ですることになるので、外面から接合す

る耐震継手 S形の継ぎ輪を使って行う。

長尺継ぎ輪は伸縮量を多くとろうとする場

合に用いる。

図-4 継ぎ輪

l 合r咋I ， ~ 

dE子高出=fJ=42~~~世「

図-5 長尺継ぎ輪

(2)継手付属品

①ゴム輪

SBR製、 JIS K 6353 (水道用ゴム)によ

る。 U形用とまったく同じ。

②割輪

ダクタイル鋳鉄製、 JIS G 5502 (球状

黒鉛鋳鉄品)のFCD40、またはFCD45に

よる。 U形用とまったく同じ。(ただし呼び

径2600mmのみ寸法が異なる。)

③押輪

ダクタイル鋳鉄製(FCD40、またはFCD

45) U形用とまったく問 U。

④ボルト

ダクタイル鋳鉄製(FCD40、またはFCD
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45) U形用とまったく同じ。

⑤継ぎ棒

ダクタイル鋳鉄製(FCD40、またはFCD

45) U形用とまったく同じ。

⑥ロックリング

ダクタイル鋳鉄製(FCD40、またはFCD

45) 

⑦ピニルチューブ

塩化ピニル製、 JIS K 6771 (軟質ピニ

ル管)による口

なお、さし口突部の成形は、鋳出しによる

方法と鴻を切ってリングをはめ込み溶接する

方法とがある。

3 .特徴

(1)配管設計面

①シールド内の耐震管路に適用できる口

② US形そのまま、あるいは少し変形した

タイプ(後述)を狭い開削溝内の耐震管路

に適用できる。

③ US形を少し変形したタイプ(後述)を推

進工法区間の耐震管路に適用できる D

④上記耐震管路以外に、軟弱地盤その他大

た配管ができる。

②湿気が多いところでの施工も可能で、ある口

③接合作業は安全で、衛生的である。

④切管が必要な時は、切管さし口に溝を加

工し、リングをはめ込み溶接することに

より、さし口突部を成形することができ

る。

(3)継手性能面

①高水圧に耐える。

②伸縮、屈曲が可能である。

③大きな抜出力に耐える。

④曲げの力に対しである程度まで耐える。

⑤振動、衝撃を吸収できる。

4 .記管設計のための基準性能

US形継手は、免震的な考え方に基づいた

継手である。したがって普通の場合、その伸

縮余裕、曲げ余裕で地盤の変動を吸収する。

しかし、大きな地盤変動が生じた場合、ある

いは亀裂、液状化などにより地盤変動がある

地点に集中し、継手が設計時の伸縮余裕量、

曲げ余裕量を越えようとする場合は、その抜

出し阻止性、耐圧縮性、曲げ剛性で耐えるこ

きな地盤変動が予想、さねる場所での配管 とになる口

に適用できる。 以下に耐震管路設計の時の参考に、 US形

(2)施工面 継手の基準性能を示す。

①曲げ配管が可能で、あるD したがってシー (1)伸縮余裕量

ルド内配管ではトンネルの屈曲に順応し

表-1 伸縮余裕量 単位 mm

伸縮余裕量

H乎びf圭 直管の継手 長尺継ぎ輪
1カ所当り 1 f回当り

700 65 660 (土330)

800 。 。 ( ク )

900 。 h ( // ) 

1000 70 600 (土300)

1100 ij 。 (ク)

1200 。 。 (ク)

1350 80 560 (土280)

1500 85 600 (土300)

直管の継手の伸縮量は次のようにして決め

た口すなわち、水密機構部分は受口、ゴム輪、

割輪、押輪などU形と共通(口径2600mmの割

輪は除く)としたため、伸縮量はU形用割輪

伸縮余裕量

呼び径 直管の継手 長尺継ぎ輪
1カ戸斤当り 1個当り

1600 60 550 (土275)

1650 // 。 ( // ) 

1800 。 。 ( // ) 

2000 65 600 (士300)

2100 70 520 (土260)

2200 75 560 (土280)

2400 85 480 (土240)

2600 。 520 (土260)

の軸方向長さをもとに決めた口

また継ぎ輪 1個当りの伸縮余裕量は、直管

の 2倍である。
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(2)曲げ余裕量

表-2 曲げ余裕聾

呼び径 設計、施工時
地〈震参時考(限〉に界曲)がり得角る(mm) の許容屈曲角 最大 屈曲

700 2030' 5004' 

800 20 10' 4027' 

900 2。 3058' 

1∞o 1050' 3051' 

1100 1040' 3030〆

1200 1
0

30' 30 13〆

1350 l' 30 16' 

1500 1/ 3
0

08' 

1600 10 10' 2005' 

1650 1005' 2001' 

1800 l。 1052ノ

2000 1/ 1048' 

2100 1/ 1051ノ

2200 1/ 1053〆

2400 1/ 1059〆

2600 1/ 1049' 

設計、施工時の許容屈曲角はU形継手と同

じとした。(口径:2600mmをF余く)

(3)抜出し阻止力、耐圧縮力

US形継手が耐えられる抜出力、圧縮力は

表- 3の通り。

表-3 抜出し阻止力、耐圧縮力

呼び径 (mm) 抜出し阻止力、耐圧縮力 (Ton)

700 210以上

800 240 

900 270 

1000 300 

1100 330 

1200 360 

1350 405 

1500 450 

1600 480 

1650 495 

1800 540 

2000 600 

2100 630 

2200 660 

2400 720 

2600 780 

上記の性能は、(財)国土開発技術研究セン

ターの地下埋設管路耐震継手の技術基準(案)

の継手区分による離脱防止性能A級に相当す

る。

(4)曲げ剛性(抵抗曲げモーメント)

表-4 抵抗曲げモーメント

呼び径 (mm) 抵抗曲げモーメント (Ton-m)

700 50 

800 65 

900 70 

1000 75 

1100 90 

1200 100 

1350 115 

1500 135 

1600 140 

1650 150 

1800 170 

2000 205 

2100 215 

2200 225 

2400 260 

2600 300 

E 機能試験

これまでに口径1500mm、2000mm、2600mmU

S形管について試験した。主な結果を以下に

示す。

1 .接合試験

(1)試験方法

直管と直管、長尺継ぎ輪と直管の接合を行

った D いずれも図-6、図-7のようにシー

ルド内配管を想定して金網トンネルの中で行

った。

図-6 管のセット(直管と直管)

品
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図-7 管のセット(長尺継ぎ輪と直管)

金網トンネル

• 
事

昭和55.5 第28号

金網トンネルの内径は表-5の通りであるO

義一 5 試験に使用した金網トンネルの内議

単位 mm

供試管口径

1500 

2000 

2600 

金網トンネル内径

2150 

2700 

3300 

写真一 1 接合試験

(2)接合時間

表-6 直管と直管の接合時間

接合手順 一 一 一 一 一 一 管呼び径 (mm) 1500 2000 2600 

ロックリングをさし口に抱かせ分割部間隔 (al)を測定 2 分 1 分 2.5分

ピニルチューブを受口j幕にセット 3.5 4 5 

ロックリングを受口溝に預け入れ、分割部拡大 3 2.5 6.5 

さし口を受口近くまで運搬 0.5 0.5 0.5 

受口・さし口へ滑剤塗布 2.5 2 6.5 

さし口の芯出しをして受口へ挿入 7.5 9 22.5 

管内よりロックリング分割部間隔(a2)を測定 2 1.5 2.5 

ゴム輪、割輪、押輪などのセット 10 7 14 

ボルトのネジ出し(継き、、棒取付けを含む) 26.5 21.5 37 

ピニルチューブ内へのモルタル充填準備(配合、混練など) 3 5.5 4 

ピニルチュープ内へのモルタル充填 2.5 2.5 3 

計 1時間03分 57分 1時間44分

作業員数 2名 3名 3名

(注)押輪と受口底部の聞のモルタル充填は含まない。
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表-7 長尺継ぎ輪と直管の接合時間

接合手順

-_ー-----
管呼び径 (mm)

直管(A)と長尺継ぎ輸の接合

ロックリングをさし口に抱かせて分割部間隔(al)を測定

ピニルチュープを受口j轟にセット

ロックリングを受口溝に預け入れ、分割部拡大

継ぎ輪A側とさし口へ滑剤塗布

継ぎ輪をさし口近くまで運搬

継ぎ輪を芯出してさし口へ挿入

管内部よりロックリンクボ分割部間隔(az)を測定

ゴム輪、割輪、押輪をセット

押輪ボルトのネジ出し(継ぎ棒取付けを含む)

U形用台車を継ぎ輪の下から撤去

直管(8)と長尺継ぎ輪の接合

ロックリングをさし口に抱かせて分割部間隔(al)を測定

ピ、ニルチュープを受口溝にセット

ロックリングを受口溝に預け入れ、分割部拡大

継ぎ輪B側とさし口へ滑剤塗布

さし口を継ぎ輪近くまで運搬

さし口を芯出して継ぎ輪へ挿入

管内部よりロックリング分割部間隔(az)を測定

ゴム輪、割輪、押輪をセット

押輪ボルトのネジ出し(継ぎ棒の取付けを含む)

長尺継ぎ輸の両方のピニルチューブ.へモルタル充填

モルタル充填準備(モルタルの配合混練)

A側のピニルチュープ内ヘモルタル充填

B側のピニルチュープ内ヘモルタル充填

計

作業者数

(注)押輪と受口底部の聞のモルタル充填は含まない。

(3)まとめ

①直管と直管の接合においてU形とus形

の接合時間を比較してみる。 us形の水

密機構部分はU形とまったく向。である

から、 us形だけに関係ある作業時間を

取り出すと表-6から o1500…・・・16分、

持2000'... ..17分、 持2600・・・・・・23.5分とな

る。すなわち us形はU形に比べこれだ

け余分にかかることになる。

②接合試験とは別に、直管の外周部にピニ

ルチュープを巻き付け、モルタルの充填

具合を確認したが、モルタルは全周にわ

たり十分に充填されていた。

1500 2000 

1 分 0.5分

4 
4 

2.5 

2.5 3 

0.5 0.5 

11. 5 11 

2 1.5 

15 20.5 

36.5 26.5 

3 3.5 

1.5 0.5 

3.5 6 

3 3.5 

2.5 4 

0.5 0.5 

11 15 

2 2 

16.5 29.5 

38 22 

8.5 10.5 

3 3 

3.5 3.5 

2時間49.5分 2時間53.5分

2名

2.抜出し試験

(1)試験方法

3名

2600 

1 分

6.5 

5 

4 

2.5 

13 

3 

29 

30 

7 

8 

5 

4.5 

8.5 

18.5 

2 

27.5 

32 

10.5 

3.5 

2.5 

3時間44.5分

3名

図-8の要領で直管および長尺継ぎ輪の管

軸方向に抜出力を負荷した。目標の負荷抜出

力は、(財)国土開発技術研究センターの「地下

埋設管路耐震継手の技術基準(案)J に規定す

る継手区分のうち、離脱防止性能A級に相当

する値0.3dトン (d:管呼び、径mm)とした。

(2)最終結果

結果を表-8に示す。発生応力を見ると、

いずれの口径についても小さく、まだ応力的

には十分余裕があり、実際には負荷抜出力よ

りかなり大きな力に耐えられると考えられる。
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@直管の場合

@長尺継ぎ輸の場合

写真一 2 抜出し試験

ダクタイル鉄管 昭和55.5 第28号

図-8 抜出し試験

us形継手 油圧ラム

us形長尺継ぎ翰

~ I ，_ 
油圧ラム

us形直管

(3)抜出力一一一抜出量、応力の関係

抜出力一継手抜出量の関係の一例(持2000)

および抜出力一主要部の発生応、力の関係の一

例(~2000) を図-9 、図-10に示す。

(4)まとめ

①直管、長尺継ぎ輪とも目標の0.3dトン

(d:管の呼び、径mm)の抜出力を負荷した

が、いずれの場合も継手に異常はなかっ

た。また応力的にはまだ十分な余裕があ

る。

②抜出力一継手抜出量の関係から、いずれ

の場合も小さな抜出力で設計伸長量だけ

表-8 抜出し試験最終結果

管呼び径 負荷抜出力 平均継手 発生応力 継手部 抜(参考)
管種

抜出(mm量) 
(kg/m 出しT開o始n)時抜出力(mm) (Ton) ※ 

の;[:f(i兄
(※※  

直管 450 76.0 18.4 異常なし 12.6 
1500 

長尺
市陸ぎ車命

450 302.3 18.9 異常なし 15.4 

直管 600 61.1 16.5 異常なし 15.4 
2000 

長尺
高l主ぎ車命 600 304.9 17.8 異常なし 12.6 

直管 780 77.2 11.1 異常なし 17 
2600 

長尺
継ぎ輪

780 261.0 11. 7 異常なし 25 

※上記応力はいずれも受口溝部で発生しており、曲げ応力である。夕、、クタイル鋳鉄の

曲げ強度はJIS G 5526に規定する材質のもので、57kg/mm2以上。

※※管と管台の摩擦力を含む。
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図-9 抜出力一継手抜出量の関係

(が2000直管)

品抜出n) 

600ト 管頂。
500ト 。.
400ト

A 

管底

300ト

200ト

30 40 50 60 70 

継手抜出量(mm)

※抜出し開始時抜出力15.4Ton 
であるが、本図では抜出力100Ton
以下の測定値は省略した。

図-10目 1 抜出力一発生応力の関係

抜出力(Ton) 

(併2∞0直管)

六1~4(軸方向)
l¥1 

図-10-2

子、
-2 0 5 10 12 

発生応力 (kg/mm2
)
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-15 -10 p
h
u
 

(百)-⑫(

; て12(ぷ向)ア)¥
抜
出
力(Ton)

-5 o 5 

発生応力(kg/mm2
)

10 

j/.)l. 

出
力(Ton)

5 15 17 10 

抜出した後、抜出しが止まっている。こ

れを他の継手と比較すると図-11のよう

になる。

図ー11 抜出力一抜出量の関係比較

抜
出
力 us形継手

手一の
継
一
司

附
一
間

目
見
一

仏
肱
比
戸
一

由
同
一

U、K形継手

。 継手抜出量

③図-9を見ると、管項、管底、管側で抜

出量にバラツキがあるが、これは抜出力

負荷前の管の状態が完全にまっすぐにな

っていなかったためである。

また、ロックリングとさし口突部が接

触した後、数mmの抜出しが生じているが

これはロックリングの変形などによるも

のと考えられる。

3.圧縮試験

(1)試験方法

図-12の要領で、直管の管軸方向に圧縮力

を負荷した。目標の負荷圧縮力は、抜出し試

験の時の抜出力と問ピとした。
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図-12 圧縮試験

油圧ラム

写真一 3 圧縮試験

(2)最終結果

結果を表-9に示す。

表-9 圧縮試験最終結果

管呼び径
庄負(T縮on荷力) 

平均継手入 発生応力

(参考)み(T開on始)※時※ り込み量 (kg/mm 継手部の状況 入り込
(mm) (mm) ※ 圧縮力 | 

押輪、受口底部聞のそル

1500 450 11.1 36.8 タルのごく一部の表面に 1l. 7 
浮常きを生じたが、他は異

なし

2000 600 5.0 -53.6 向 上 17.5 

2600 780 6.8 -25.5 向 上 17.5 

※上記応力はいずれも継ぎ棒で発生しており、圧縮応力である。ダクタイル鋳鉄の

圧縮強度はJIS G 5526に規定する材質のもので、80kg/mm2以上。(ただし規格には

決:められていない。)

※液管と管台の摩擦力を含む。

37 
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(3)圧縮力一入り込み量、応力の関係

ダクタイル鉄管

圧
縮

昭和55. 5 第28号

図-13 圧縮力一継手入り込み彊の関係

(併200ω圧縮力一継手入り込み量の関係の一例(同

2000) および圧縮力一主要部の発生応力の関

係の一例(~ 2000)を図-13、図-14に示す。

力(Ton)

600 

500 

400 

300 

200 

100 

;巴L寸/宵目、
。

暴
力(Ton)

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 

発生応力(kg/mm2
)

管項

日
4 6 8 10 

継手入り込み量(mm)

※入り込み開始時圧縮力17.5Ton
であったが、本図では100Ton
以下の測定値は省略した。

10 14 

管底

(~τネ/軍帯、昨14-2 …生応力の鵬(併2000)

-20 -15 -5 
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(4) まとめ

① 0.3dトン (d:管呼び、径mm)に相当する

圧縮力を継手に負荷したが、継手は圧縮

力に面すえた。

②圧縮力一継手入り込み量の関係を見る

と、継手は比較的小さな圧縮力で、数mm入

り込んだ後、さし口端面と押輪が接触し

大きな圧縮力に耐えている。さし口端面

と押輪が接触した後も、圧縮力の増加に

伴ない、僅かにさし口が入り込んでいる

が、これは押車命、ボルト、継ぎf奉の{韮か

な変形によるものである。

③ 最大応力は継ぎ棒に発生している。継

ぎ棒の応力は場所によってかなりバラツ

キが見られるが、それらの平均値をとる

と、押輪一受口底部聞の充填モルタルが

ないとした場合の継ぎ棒の応力の理論計

算値よりかなり小さい。

したがって充填モルタルの補強効果が

かなりあることがわかる。

4.曲げ試験

(1)試験方法

図 15の要領で、直管に曲げモーメントを

負千苛した口

図-15 曲げ、試験

曲 げ荷重

継手曲げ用ラム

写真-4 曲げ試験

(2)最終結果

結果を表-10に示す。

(3)曲げモーメントー屈曲角、応力の関係

曲げモーメントー継手屈曲角の関係の一例

(再 2000)および曲げモーメントー主要部の発

生応力の関係の一例 (ct2000)を図-16、図-

17に示す。

図ー16 曲げモーメントー継手屈曲角の関係
(が2000)

曲げモーメント (Ton-m)

2001-

150 

100 

50 

os r 1.5" 2。

継手屈曲角

表-10 曲げ試験最終結果

管呼び径 載荷荷重 負荷曲げモ 継手部の 発生応力 継手部の

(mm) (Ton) 
ーメント

屈曲角 (kg/mm2 )※ 状況(Ton-m) 

1500 110 137.5 3024' -31.9 異常なし

2000 140 193 2004' -29.9 異常なし

2600 210 310 1059' -38.7 異常なし

※上記応力はいずれも受口外面の円周方向の曲げ応、力である。ダクタイル鋳鉄の

曲げ強度は JIS G 5526に規定する材質のもので57kg/mm2以上。
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図-17-1 曲げ宅ーメント一発生応力の関係(が200ω

ー/①~④(軸方向)

i 時二~ ト¥寸
) ¥1-4(軸方向)

曲げモーメント (Ton-m)

x$ 

-15 -10 -5 0 

発生応力 (kg/mm2
)

5 10 15 20 

図-17-2

x色@

-30 -25 -20 -15 -10 F
h
u
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⑬~⑩(軸方向)

l)に )14¥
曲げモーメント (Ton-m)

-10 p
h
υ
 10 15 18 

発生応力 (kg/mm')

図ー17-4 曲げモーメント一発生応力の関係作 2000)
17~20(円周方ロ)~

fじここ/l7¥
曲げモーメント (Toト m)

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 

発生応力 (kg/mm2
)

(4)まとめ

①曲げモーメントー継手屈曲角の関係を見

ると、限界屈曲角近くまでは比較的小さ

な曲げモーメントで屈曲する D そしてそ

れ以上曲げモーメントを加えると、曲げ

10 15 20 23 

の凹側管側部の入り込みと曲げの凸側管

側部の抜出しが止まり、この状態でかな

りの曲げモーメントに耐えている口この

関係をほかの継手と比較すると図-18の

ようになる。
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図一18 曲げ‘モーメントー継手屈曲角の関係比較

曲
げ

モ

メ
ン

。
②本試験での最大発生応力は表-10に示す

通りで、受口外面の円周方向に発生して

いる口夕、、クタイル管の曲げ強さは57kg/mm2

以上であるから応力的にはまだ余裕があ

る。

5.動的伸縮試験

(1)試験方法

図-19の要領で継手を管軸方向に繰返し伸

縮させた。伸縮速度は装置が可能な限り大き

くとり、 20回伸縮させ、その後水密性を確認

するため、継手に水圧を負荷した。

写真一 5 動的伸縮試験

図-19 動的伸縮試験

(2)試験結果

結果を表-11に示す。また伸縮量、加速度

伸縮フレーム

岡山
のオシログラムの一例(s62000)を写真一 6に

示す。

表一11 動的伸縮試験結果

管11ヂび径
平均

伸縮
伸縮 最大 伸縮に

継手の
伸縮後の水密性試験

伸縮量
回数

速度 加速度 要した力
状況

(水kg/c圧nf) 保持(分時)間(mm) (mm) (m/sec) (ga.e)※ (Ton) 結果

1500 65 20 24.5 60 15 異常なし 25 5 漏洩なし

2000 54 20 25.8 150 16 異常なし 25 5 漏洩なし

2600 70 20 21.0 153 35 異常なし 25 5 漏洩なし

※加速度ほ特に設定したわけでなく成行きにまかせた。

(この加速度は油圧ラムの切替操作により発生したもので、伸縮量とは無関係で、ある。)
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写真-6 動的伸縮試験(件2000)伸縮輩、加速度のオシログラム

6 .動的曲げ試験

(1)試験方法

図-20の要領で継手を管軸直角方向に繰返

し屈曲させた。屈曲速度は装置が可能な限り

大きくとり、 20回屈曲させ、その後継手が曲

った状態で継手の水密性を確認した。

(2)試験結果

結果を表-12に示す。また屈曲角、加速度

のオシログラムの一例(s62000)を写真一 8に

示す。 図-20 動的曲げ試験

、、
〆， ~戸、、、、

/ノ/ '......、、、与

/う/ uS形直管、 ¥こごご¥¥
/ 、、

¥ -ー一ーートー

表-12 動的曲げ試験結果

管呼
平均 屈曲 屈曲速度

最大 屈曲に要
継手の

び径
屈曲角 回数 (sec/回)

加速度 した力
状 況(mm) (ga.e)※ (Ton) 

1500 士1030' 20 7.0 580 28 異常なし

2000 土 l。 20 4.8 230 31 異常なし

2600 士1
0

20 8.5 363 35 異常なし

※加速度は特に設定したわけでなく成行きにまかせた。

写真一 7 動的曲げ試験

屈曲後の水密性試験

屈曲角 水(kg/c圧rrf) 保間持(分時) 結果

3016' 25 5 漏洩なし

1056' 25 5 漏洩なし

1041' 25 5 漏洩なし

(この加速度は油圧ラムの切替操作により発生したもので¥屈曲角とは無関係である。)

43 
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写真一 8 動的曲げ試験(併2000)屈曲角、加速度のオシログラム

U 継手接合要領

1 .管の運搬

トンネル内に配管する場合は、 U形管用運

搬芯出し兼用特殊台車を使用する。(バッテリ

ーカーやウインチを動力とする。)

管運搬時には、管の中にゴム輪、割輪、押

輸などの付属品を入れて台けば楽である口特

にロックリングは変形しないように(例えば

受口溝内に納めて)運搬する D

2 .ロックリングの預け入れ

(1) さし口外面(さし口端面から約60cmの間

ただし長尺継ぎ輪用さし口は端面から約90

cmの間)および受口内面に付-着している油、

砂、わらくず、その他の異物をきれいに取

り除く。

(2) ロックリングをさし口外面の規定の位置

(図-21)に預け、ロックリング全周がさし

図-21

さし口突部

口に抱きついた状態でロックリング分割部

の間隔(al)を測定する。

この時、図-22のようにロックリングが

管軸に対し斜めにならないように注意し、

ロックリング分割部は管底にくるようにす

る口

測定が終ればロックリングをさし口から

はずす。

口(mm径); 

700 

800 

関 O

1000 

1100 

1200 

1350 

1500 

δ(mm) 口(mm径) 

55 1600 

。 1650 

。 1800 

60 2000 

// 2100 

。 2200 

70 2400 

75 2600 

図-22

ロックリング

このように管軸に対して斜めに

ならないように注意する。

δ(mm) 

55 

// 

."， 

60 

65 

70 

80 

。
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図-23

この部分が折れてはいけない

一円「。
¥ 

X /////Iゥ匂
セグメント内面から番線などで吊るなど

チューブが折れない策をかならずとる。

(3) 受口の位置決めはビニルチューブ取出口

がかならず管頂付近にくるようにする。(2 

次覆工用パイプに当らないように少し避け

る。)

(なわ、曲管はチュープ取出口が円周 4

カ所にあるので、そのうち管項付近のひと

つを使えばよく、受口の位置決めは不要。)

(4) 受口j蒋にピニルチューブをねじれないよ

うに挿入する。チュープの端部は、溝部の

チュープ取出口から管外へ出す。その際、

取出口付近でチューフが折れないよう注意

する。(図-23)そして溝内のチュープが垂

れてこないように半占著テープなどで{反りに

止めておく。

(5) ロックリング分割部をコイル状に重ね合

せ、受口j幕内に預け入れるo (口径が小さい

時は図-24のようにターンパックルを使う

と便利である。口径が大きい時は人力で可

能。)この際、ロックリングの分割部がの‘な

らず正確に管底にくるようにする口また、

ビニルチューブが受口溝の側面とロックリ

ングの側面の聞に以さまらないように注意

する。

ピニルチュープ仮止め用の粘着テープな

どをこの時はずす。

図-24

ターンノfックル

ロックリング、

(6) ロックリングの分割部にロックリング拡

大器具 (UF形用より強度の大きいもの)を

入れ、ロックリングが全周にわたり、受口

溝内にほぼ納まるまで分割部を拡大する。

;0'クリンー

3 .管の芯出し、挿入

(1) トンネル内配管の場合、管の芯出しはU

形管用運搬芯出し兼用特殊台車を使用し、

4本の油圧ジャッキを遠隔操作することに

より行う口

受口溝

ピニルチューブ

(2) 受口内面奥に規定胴付間隔 (Y)に相当す

る幅のディスタンスピース(木製または金

属製)を置く。曲げ配管の場合はもっとも

胴付間隔が狭くなる位置にディスタンスピ

ースを自己する。
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図-26

表-13

ディスタンスピース

口径 (mm)

700~1500 

1600~2400 

2600 

規定胴付間隔 (Y)

105mm 

115mm 

130mm 

(特別な理由で規定胴付間隔を変える場合
は、その寸?去のディスタンスピースを用
いる。)

(3) さし口外面(さし口端からさし口突部ま

での範囲)および受口内面(ゴム輪がセッ

トされる所)にド口ド口の濃い石験水を塗

布する。

(4) 管を挿入する。

要領は次の通り。

さし口先端がロックリングの部分を越え

る時、ロックリング拡大器具を管内ヘ撤去

する。そして管をさらに深く挿入する。こ

の時、ロックリングとさし口突部がつかえ

ることが考えられるので、勢いょくさし口

先端がディスタンスピースに当るまで挿入

する。

(5) ロックリングがさし口に十分抱きついて

いることを石寵認、する。

その方法は図-27のような鋼板製すき間

測定器具を使い、図-28の要領でロックリ

ング分割部の間隔(az)を測定する。

図-27 鋼板製すき間測定器具

ぉ工二

[ 直一。ー用約800

l t 戸

γ繊

同ー+守
τ
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図-28
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受口

①はじめに測定器具の先端を

ロックリング本体に当てで

きし口端面の住置を測定器

具上に印す。

②次にロックリング分割部に

測定器具がロックリング分

割部の両端に当るまで挿入

し、さし口端面の位置を器

具上に印す。

③その差をtとする。

(参考) 鋼板製すき間測定器具は、図-27に

示すもの以外に図-29のようなものも

使える。ただし、これは長尺継ぎ輪用

には適切でない D

この器具を使ってロックリング分割

部の間隔の測定する方法は図-30に示

す通り。

④tから a2を決める。

図-29 鋼板製すき間測定器具(変形例)

目豆
4 トッι

|~~ 

J 

口径(mm) R (mm) 口径(mm) R (mm) 

700~ 900 280 2000 340 

1000~1200 300 2100 350 

1350 320 2200 360 

1500 340 2400 380 

1600~1800 320 2600 400 
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さし口突部

そして、先に測ったh 寸法と az寸法を比べ

て、 a2 ;;玉a1+3mmであれば、ロックリングは

正常に抱きついていると判断できる。

上記条件を満足しない場合は、ロックリン

グが受口溝から十分出ていない可能性がある

から、受口、さし口をスライドさせ、さし口

突部とロックリングを衝突させるなどのショ

ックを与え、ロックリングをj轟から出させ、

もう一度az寸法を測り、上記条件を満足する

ことを確認する。

4.水密機構部の接合

U形継手とまったく同様である。簡単に手

順を述べる。

(1) ゴム輪にドロドロの濃い石鹸水を塗り、

これをさし口に預け、指先で軽く入るとこ

ろまで押し入れる。

(2) 割輪(3つ割引を下から順次挿入する。

長尺継ぎ輸の場合は、割輪を受口片側に

つき 3~6 枚(口径により異なる)入れる。

この時、隣り合う割輪の分割部は図-31の

ように少しずらせるのがよい。また長尺継

ぎ輸の場合、継手性能上、割輪が受口内面

にきっちり5長りつくまでディスタンスピー

スを管底の割輪分割部に入れる口

図-30

ロックリング分割部

さし口端面に正確に測定器具のストッ

パーを当てた状態で器具を左右に動か

せば、その移動量でロックリング分割

部の間隔をはかれる。

/;-下ト¥

ディスタンスピース

(3) ボルトをネジ込んである押輪(4つ割り)

を下から順次挿入し、管T頁側のピースが下

に落ちないように留め金具で固定する口

(4) 押輸のボルトの一部(3本に 1本程度の

割合)をスパナで逆回転させて35~40mm程

度押輪からネジ出し、ゴム輪を奥に押す。

(5) まだネジ出ししていないボルトの頭部の
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血に継ぎ棒を取付ける。継ぎ棒を取付けた

ボルトを少しネジ出しして、はピめのボル

トを一旦ネジ込み、この頭部に継ぎ棒を取

{寸ける。

(6) ネジ出し間隔が上下左右均等になるよう

に注意しながら、押輪が所定の位置(受口

底部と押輪の間隔を aとすると、1>700~ 持

1500 a = 60mm、持 1600~ 持 2400 a =70mm、

持2600a = 80mm)になるまで全ボルトをネ

ジ出す。

ただし、そこまでのネジ出しが困難な場

合(締付けトルクが非常に大きくなる場合)

は、所定のトルク(再700~1> 1500…12kgm、

持 1600~ 再2600" '14kgm)に達したところで

締付け完了。

なわU形管と同様、ゴム輪締付け時のゴム

輸の摩擦による管の抜出しを防止するため、

その対策をとる必要がある口対策例を上げる

と次の通り。

① セグメントに角材を渡し、油圧ジヤツ

キなどで管端を止める方法口

② チェーンブロックとワイヤロープ、角

材で接合する管の両端を固定する方法。

(管内で)

③ 運搬芯出し兼用特殊台車に管を J載せた

まま接合する場合は、台車にブレーキを

かける方法。

5. ピニルチューブへの充填

管端からピニルチュープにモルタルを充填

する D

(1) モルタルの配合

次の配合とする。

水:セメント:砂一重量比 1 2: 0.7 

(容積比 1: 1. 7 : 0.5) 

砂の粒度は20メッシュ (J1S Z 8801 (標

準ふるい)の呼び寸法840に相当〉のふるい

を通過したものを使うこと。(それ以上の大

きな粒度のものは、ピニルチュープ内で詰

まる可能性がある。)

継手 1カ所当り必要なモルタルの量は表

-14の通り。

配合はできる限り正確に行う。

表-14 ビニルチューブへの充壌に5必要なモルタル量(継手 1カ所当り)

口径: 配合重量 (kg)

(mm) オt セメント

700 5.2 10.4 

800 5.2 10.4 

900 5.2 10.4 

1000 5.4 10.8 

1100 5.5 11 

1200 5.5 11 

1350 5.6 11.2 

1500 5.6 11. 2 

1600 7.4 14.8 

1650 7.4 14.8 

1800 7.5 15 

2000 7.8 15.6 

2100 7.9 15.8 

2200 8 16 

2400 8.1 16.2 

2600 8.5 17 

会三十近寄
※推定容積(R)一一一一一

1. 81 

砂

3.6 

3.6 

3.6 

3.7 

3.8 

3.8 

3.9 

3.9 

5.1 

5.1 

5.2 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.9 

合計:逗量 配合容積 (R) ※ 

(kg) オ℃ セメント 砂
推f毘定キ廉(.e容後):積の

19.2 5.2 8.8 2.6 10.6 

19.2 5.2 8.8 2.6 10.6 

19.2 5.2 8.8 2.6 10.6 

19.9 5.4 9.2 2.7 11 

20.3 5.5 9.4 2.7 11.2 

20.3 5.5 9.4 2.7 11. 2 

20.7 5.6 9.5 2.8 11.4 

20.7 5.6 9.5 2.8 11.4 

27.3 7.4 12 6 3.7 15.1 

27.3 7.4 12.6 3.7 15.1 

27.7 7.5 12.7 3.7 15.3 

28.8 7.8 13.3 3.9 15.9 

29.2 7.9 13.4 3.9 16.1 

29.6 8 13.6 4 16.4 

30 8.1 13.8 4 16.6 

31.4 8.5 14.4 4.2 17.3 
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例えば、バケツに必要容積の目盛を付け

ておくのも一方法である。また配合後、で

きるだけ十分に混練すること。セメントは

風化していないものを使用すること。

これらが守られていないと塊ができ、チ

ュープ内で詰まる恐れがある。充填用ポン

プにモルタルを入れる時に金網でこしなが

ら入れるのがよい。

(2) 充填用ポンプ

一例を上げれば次のものがある。その他

上記配合のモルタルを充填できれば、どん

なポンプでもよい口

表一15

名 称 ポータプルモルタルポンプ

形 式 SDA-27型、手動

吐出庄 3 kg/crrf 

吐 出量 7 f!_/分

戸1二、I 高 800mm 

ハンドル高 1000mm 

メーカー 日本産業機械KK

(3) 留意点

① モルタル注入前に、まずコップ一杯程

度の水を先にチュープに注ぐo (モルタル

のi荒れをスムースにするため)

②充填中、ビニルチューブに圧力をかけ

てはならない。 したがって、ピニルチュ

ープの一端は絶えず開放しておき、エア

が抜けるようにしておく口

図-32

エア支 管項付近 モルタル古

きι~.I.f 冗

③ エア抜きの方のピニルチュープからモ

ルタルがチューブ断面一杯に出てきて、

チュープ内のエアが完全に抜けた時点で

充填を完了する。充填完了後チュープの

両端を閉ピる。(チュープを折り曲げピニ

ルテープ、針金などを巻く)

④ かならず、水密機構部の接合が終った

後(すなわち、芯出しができた後)充壊す

ること。

⑤ ポンプでモルタルを充填中、ポンプと

ピニルチュープの継ぎ、目が抜け、モルタ

ルが噴き出たりすることも考えられるの

で目艮鏡;をかけること口

6.モルタル充填(押輪と受口底部の間)

U形継手とまったく同様で、あるので、簡単

に手}I慣を述べる。ただし耐震性能上、庄縮強

度が必要なため慎重に行う必要がある。

(1)押輪と受口底部全面に C/S孟2/1、W/C

キO.35~O. 4のモルタルを手または刷毛で円

周の適当な範囲(モルタルペーストが乾き

切ってしまわない範囲)に塗布する。

(2) 次にC/Sキ1/1、W/Cニ 0.2のモルタ

ル(手で握り締めて形がやっと保たれる程

度の硬練りモルタル)を団子状にして、こ

の隙聞に手で押し込む。

(3) ハンマーでモルタル面を叩き、十分っき

固め、さらに表面をコテで仕上げる。

7.曲げ、配管の場合

曲げ配管する場合の継手の許容曲げ角度は

表-16の通り。 (U形継手と同ピ)

表ー16 許容屈曲角
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口径i許容曲
E隔(同Xイの寸皿差間) 

許容t 管 1本当りに

(mm) げ角度 (mm) 
許容される偏
位 (cm)

700 20 30〆 32 137 
管長 4m 17 

6 26 

800 2
0

10' '1 。 4 15 
6 22 

900 2。
" h 

4 14 
6 21 

1000 1
0

50' 33 138 
4 13 
6 19 

1100 1
0

40' " '" 
4 11 
6 17 

1200 1 0 30' " 。 4 10 
6 15 

1350 " 36 141 
4 10 
6 15 

1500 " 40 145 
4 10 
6 15 

1600 10 10' 33 148 4 8 

1650 1 0 05' 1/ 。 1/ 7 

1800 1。 。 イシ 11 

" 
2000 。 36 151 1/ 

" 
2100 11 38 153 " " 
2200 。 40 155 " 11 

2400 。 43 158 " " 
2600 。 47 177 " " 

表一17 直管による曲げ配管時の許容曲率半径

口径(mm) 管長 (m) 許容曲率半径 (m)

700 4 92 
6 138 

800 4 106 
6 159 

900 4 115 
6 173 

1000 4 128 5 
6 18 

1100 4 138 
6 207 

1200 4 153 
6 229 

1350 4 153 
6 229 

1500 4 153 
6 229 

1600 4 196 

1650 " 313 

1800 " 230 

2000 " 。

2100 " 。

2200 " 。

2400 " 。

2600 " 1..-

直管(定尺)を許容曲げ角度で連続曲げ配管

した場合の管路の曲率半径は表-17のように

なる。

すなわち、表-17の半径より大きい路線は

直管(定尺)だけで配管できる。

表-17より小さい曲率半径の場合は切管、

短管、継ぎ輪、曲管を使う必要がある。

8.切管の場合

US形管の場合、切管するとさし口突部の

成形が必要になる。その手}I慎は次の通り。

(1) まず指定の切用管を切管する口

切管の要領はK形、 U形管と同じである。

(2) 切管のさし口に溝を切削する。 溝の寸法、

位置は凶-33に示す通り。また溝切機はUF

形管で使うものでよい。

図-33

+3 
G'-0 

1- +2 門

I x'ゴo ;; 
「↓判

副
ー
ー
ー

J
I
l
-
-「

G'=直管のG寸法+4mm 

X'=切管用リングのmす法+4mm 

Vぺ…持700~s61500 3 mm 

持 1600~ 併 2400 4mm 

持2600 6 mm 

(3) さし口溝に切管用リングを入れ溶接する。

溶接棒は鉄ーニッケル系溶接棒を用い、溶

接形状、範囲は図-34の通り。

図-34

切管用リング

溶接
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出

.
0
判
ぷ

。
|
似

の+

戸「
単位mm

口径 h 町1 R 口径 h ロ1 R 

700 9 25 372.5 1600 12 32 833.0 

800 " " 424.0 1650 。 // 858.5 

900 // " 475.5 1800 か // 932.0 

1000 " " 526.5 2000 。38 1，038.5 

1100 " " 578.0 2100 ク 今 1，090.0 

1200 " // 629.0 2200 ~ か 1，148.0 

1350 " " 706.0 2400 ~ か 1，237.0 

1500 " 32 783.0 2600 16 -'/ 1，352.0 

切管用リングの寸法表-18

ールド内用のものをそのままイ吏うこともでき

以下にそれらについて構造と接合要領を述

べる。

1 .推進工法用us形管

(1) 構造

図-35に示す通り。

る。

V.推進工法用および狭開削溝内用

us形管

us形管は、シールド内耐震管路を対象と

して開発したものであるが、これを少し変形

することにより耐震・推進工法用管、狭間削

溝内用耐震管として使用することができる。

もちろん狭間削溝内用については、前述のシ

までの範囲)わよび受口内面(ゴム輪が

セットされる所)にドロドロの濃い石鹸

水を塗布する。

付チェーンプロックなどで微調整しなが

ら管の芯出しを行い、受口に植込んだボ

ルトにさし口フランジ穴を合せながらさ

し口を受口に挿入する。(フランジにある

ロックリングすき間確認用穴とロックリ

ングの分割部が合うように位置決めする)

帥植込みボルトにナットを入れ締付ける。

フランジ面と植込みボルト用ナットの

すき聞を表-19のごとくあける。

表-19

接合要領

シールド内配管用と異なるところのみ述

(2) 

口径 (mm) すき間 (mm)

700~ 900 2 

1000~1350 5 

1500~1800 7 

2000~2400 10 

2600 12 

べる。

① ロックリングの預け入れ

(イ) ロックリングをさし口に抱かせ、分割

部の間関(a1)を測定する。

(ロ)セットボルトを受口溝の内面までねじ

込む。

り ロックリングを受口溝内に預け入れる。

その際、ロックリングの分割部はセット

ボルト用タップ穴の間隔のもっとも狭い

ところの中間になるようにする。

Lニ) ロックリング拡大器具を用いて、ロッ

クリング分割部を拡大し、ロックリング

が受口j葬にほぼ納まるようにする。

② 管の芯出し、挿入

(イ)受口タップ穴に植込みボルトをねピ込

む口

(ロ) さし口外面(さし口端からさし口突部
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③水 密 機 構 部 の 接合

U形継手と同様の手}I闘で行う。

④ ロックリングの締付け

(イ) ロックリングをセットボルトで咋南イ寸け

る。

セットボルトを締付ける順序は、ロッ

クリングの分割部と反対側から順次分割

音日に向ってさし口をf白きしめるように車帝

イ寸ける。

セットボルトの締付けは、ロックリン

グの内面が確実にさし口外面に接触する

まで行う。接触後はセットボルトに過大

な力をかけではならない。

(ロ) セットボルトを全部締め終った状態で

ロックリングすき間確認用穴(さし口フ

ランジに 1カ所ついている。)からロック

リング分割部の間隔 (a2)を測定する。そ

して先の測定値(al)との関係がh 話a2で

あればロックリングは全周さし口に十分

f包いていることになる。

⑤モルタル充填(押輪と受口底部の間)

2.狭間削溝内用us形管

(1) 構造

図-36に示す通り D

図-36 狭開削溝内用us形管

(2) 接合要領

シールド内配管用と異なるところのみ述

べる白

① ロックリングの預け入れ

(イ)セットボルトを受口鴻の内面までねり

込む。

(ロ) ロックリングを受口溝内に預け入れる。

その際、ロックリングの分割部はセット

ボルト用タップ穴の間隔のもっとも狭い

ところの中間になるようにする。

り ロックリングをロックリング拡大器具

で拡大する。

図ー37 (まっすぐな配管の場合)

ディスタンスピース

②管の芯出し、挿入

受口内面奥に規定胴付間隔 (Y)に相当する

幅のディスタンスピース(木製または金属製)

を置く。規定胴付間隔はシールド内配管の場

合と異なるので注意を要する。まっすぐな配

管の場合は、図-37に示すように受口内面に

1個置き、曲げ配管の場合は図-38に示すよ

うに胴付間隔が中間の間隔になる位置に、向

かい合わせて 2個置く。そしてきし口外面、

受口内面にドロドロの濃い石鹸水を塗布した

後、管を挿入する。

図-38 (曲げ、配管の場合)

一一一一-

ディスタンスピース
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表-20

口径 (mm) 規定胴付間関(Ymm) 口径 (mm) 規定胴付間隔(Ymm)

700~ 900 125 2100~2200 145 

1000~1200 130 2400 150 

1350~1500 135 2600 165 . 
1600~2000 140 

(きTZTEごT?附間隔を変える場合は、その寸法のディスタンス)

③水密機構部の接合

U形継手と同様の手順で行う

④ ロックリングの締付け

(イ) ロックリングをセットボルトで車帝付け

る。

セットボルトを締付ける順序は、ロッ

クリングの分割部と反対側から順次分割

部に向ってさし口を抱きしめるように締

付ける。セットボルトの締付けは、ロッ

クリングの内面が確実にさし口外面に接

触するまで行う口接触後はセットボルト

に過大な力をかけではならない。

。ゴ) セットボルトを全部締付けた後、ロッ

クリング内面が全周さし口外面に接触し

ていることを石寝言忍する。

(一応の目安としては、ロックリング内

面とさし口外面の隙聞が 1mm 以上あって

はならない。)

⑤ モルタル充填(押輪と受口底部の間)

⑥ 曲げ配管の場合

曲げ配管する場合の継手の許容曲げ角度は

表-21の通り。

口径
(mm) 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1350 

1500 

1600 

1650 

1800 

2000 

2100 

2200 

2400 

2印O

表-21 許容屈曲角

許容曲 胴付間 許容t 管 l本当りに

げ角度 隔(Xのm差m) (mm) 
許容される偏
位 (cm)

2030' 32 141 管長 4m 17 
6 26 

2
0

10' ~ 。 4 
6 

2
0 

h 。 4 14 
6 21 

1050' 33 146 4 13 
6 19 

1040' 。 。 4 11 
6 17 

1030' ~ イシ
4 10 
6 15 

11 36 153 4 10 
6 15 

11 40 155 4 10 
6 15 

1010' 33 156 4 8 

1005' 。 // " 7 

1。 今 'シ 11 11 

11 36 158 11 11 

11 38 164 11 11 

11 40 165 九， 11 

11 43 171 11 11 

11 47 188 11 11 
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