
発行年 号数 タイトル 著者 概要

呼び径600mmPⅡ形ダクタイル管
におけるパイプインパイプ工事に
ついて

福岡市水道局

給水部
　　　　　　　　施設課長　松村　晋
　　　　　　　　技術吏員　大原　賢一

　福岡市は地理的に水に恵まれず、水源を市外に求めなければならない
ハンディを背負っている。昭和40年に第1次管整備事業を策定して以
来、61年度末までに総延長2,888kmに及ぶ管網を形成するに至った。第7
次では、その事業のひとつである老朽管更新工事として、PⅡ形ダクタ
イル管を使用してのパイプ・イン・パイプ工事をおこなった。このパイ
プ・イン・パイプ工法を採用した理由としては、市街地であり交通量が
多い、地下埋設物が輻輳している、付近住民への工事公害を少なくする
等々、また、管種については曲がりに順応でき離脱がない、耐震管路に
も十分対応できる、施工性に優れている、作業の安全性が高い、などの
理由からPⅡ形ダクタイル管が採用された。福岡市では、今回はじめて
この工法を採用したが、すべて順調に完工できたと述べている。

大井川広域水道用水供給事業に
おける送水トンネル内呼び径
1500mmダクタイル管敷設工事に
ついて

静岡県大井川広域水道企業団

　人口急増の著しい藤枝、焼津、島田市など、4市10町、約60万人に1日
最大16万700㎥を供給している大井川広域水道は、県内5番目の広域水道
として昭和53年度にスタートした。地域内の生活用水は、そのほとんど
を地下水に依存しているが､近年水位の低下が著しく、将来の水需要に
対応できない状況にあり、水量的に安定した水源の確保が切望されてい
る。本事業のうち、長大な送水トンネルに呼び径が1500mmのダクタイル
管を敷設した。その選定条件として内圧に対しての安全性、呼び径に対
しての適合性、経済性などが上げられダクタイル管を採用した理由とし
ては、継手部に可とう性があり、トンネル内での施工性がよい、工期が
短い、耐食性がよく、施工後の安全性に優れている、などであった。さ
て、本事業はトラブルもなく、騒音を出すこともなく無事完成したが、
ダクタイル管を採用したことは正しい選択であった、と述べている。
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1987年 No.43
吉野川北岸農業水利事業パイプ
イントンネル工事設計と施工につ
いて

中国四国農政局

建設部　水利課長
　　　　　　　　　　　　　　　武田　明寅
計画部補助土地改良係長
　　　　　　　　　　　　　　　金光　譲二

　本誌No.39にて既報された吉野川北岸の農業水利事業の第2段として報
告されたものである。事業のうち、4トンネル区間をパイプ・イン・ト
ンネル工法とし、ダクタイル鉄管を内挿管として採用されたが、本論で
は4トンネル区間の中でも最長の平山トンネルの設計と施工について述
べている。なお、内挿管としては作業性・安全性・充てん材との適合
性・経済性などの点からT形管が採用された。また、トンネル掘削時に
多量の湧水があったが、最小掘削断面であったため、予定工期内に無事
貫通し、狭いトンネル空間での安全作業に留意して施工したので、支障
なく順調に完成できたと結んでいる。
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技術

呼ひ、径600mmPn形ダクタイル管による

パイプ・イン・パイプ工事について

1 .はじめに

福岡市の水道は、大正12年に施設能力 1万

5，000m3

/ 日、給水人口3万5句 000人に対し給水

をはじめてからすでに60有余年を経過した。

その間水の需要は、人口の増加、市勢の発展、

生活様式の近代化などにより急増の一途をた

どってきた。地理的に水に恵まれない本市と

しては、給水を開始したときから水源を市外

に求めなければならないハンディを背負い、

急増する水需要に対応するため18回に及ぶ拡

張事業を実施し、現在では62万8司 400m3
/ 日の

施設能力を備え、 116万人の市民に対して給水

するまでになった口

一方、管整備事業については、昭和40年に

第 1次管整備事業を策定して以来、都市の発

展とともに地域的給水量の増加や給水区域の

郊外への膨張などにより配水系統が変化して

いることから、積極的な配水強化への取り組

みが望まれ、昭和61年度末までに配水管の総

延長2司 888kmに及ぶ管網を形成するに至った。

第 6次までの管整備事業では、給水装置新

福岡市水道局給水部

施設課長 松村

技術吏員 大原賢

ヨE
日

設に対応した配水管の新設、増径工事および

赤水や折損事故など、安定給水のIj章害となる

老朽管の改良工事を基本に行ってきたが、第

7次の管整備事業では、第 6次以降に残る老

朽管の完全解消をはかる敷設替工事190.4km、

大口径を含む配水管の新設工事を 118km施工

し、より健全な配水体制の確立をめざしてい

る。

今回、老朽管更新工事の一環として30イン

チ(内径750mm)普通鋳鉄管の中に呼び径600mm

Pll形ダクタイル管を挿入するパイプ・イン

・パイプ工事を施工したので、ここにその概

要を報告するものである口

2. 64歳の配水管改良工事について

昭和53年の福岡市水道史上、希れに見る大

渇水を契機に、配水ブロック計画による配水

本管の整備および配水コントロールシステム

の導入などで、他の配水系統または他の配水

ブロックからの配水が可能になったことによ
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図 1 施工場所位置図

り、改良工事についても今まで障害となって

いた断水、出水不良、赤水などの問題が解消

できるようになった口

本配水管路線は大正12年、福岡市本道創設

以来の管で、敷設されて60有余年を経過して

おり、近年とみに漏水事故が一部の地区で発

生したのを期としてとらえ、昭和60年度、管

の基礎調査を行い、その結果総合的に判断し

て今回の改良工事に至ったものである。

3.パイプ・イン・パイプ工法の採用に

あたって

① 本ルートは市街地であり、道路幅員が

狭く、交通量が多いので開削工法が採り

にくしミ口

② 本ルートは幹線道路であり、地下埋設

物が輯棲しているため、敷設替えのスペ

ースがない。

③ 既設管をさや管とするため、立坑を除

く部分は他の理設物に影響を与えること

カfまったくなしユ。

④ 道路交通、付近住民への工事公害が少

なくてすむ。

⑤ 開削工法より工期が短縮でき、経済性

もイ憂れている。

⑥ 既設管がある程度直線的に埋設されて

いる。
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以上の点から施工性、安全性、経済性に優

れている本工法を採用するに至った口

4.管種選定について

管積の選定については、

(1) 既設管路は僅かながらだ行してわり、

その曲がりに順応でき、しかも離脱する

ことがないもの。

(2) 電気防食対策が必要ないもの。

(3) 耐震的であるもの。

(4) 方包工性にイ憂れているもの。

(5) 接合部の防食が不要なもの口

(6) 作業の安全性がより高いもの。

以上のことから鋼管、ダクタイル管 (P1 

形、 PII形)で比較検討し、 PII形ダクタイル

管を採用することにした。

図 2 呼び径600mmPll形ダクタイル管
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5.工事概要

(1) 工事名・・…・配水管整備事業 中央区浄

水通~薬院地内配水管敷設

工事

(2) 工事場所・・・福岡市中央区浄水通~薬院

士也内

(3) 工 期・・…・白 62年 3月12日

至 62年 8月 8日

(4) 施工延長

No.l立坑:呼び径 600mmK形夕、、クタイ

ル管 12.6m 

l工区:呼び径 600mmP II形ダクタ

イル管 123m 

No.2立坑:呼び径 600mmK形夕、、クタイ

ル管 5.9m 

2工区:呼び径 600mmP II形夕、、クタ

イル管 292.9m 

No.3立坑:呼び径 600mmK形夕、、クタイ

jレ管 6.7m 

3工区:呼び径 600mmP II形夕、、クタ

イル管 429.5m 

No.4立坑:呼び佳 600mmK形夕、、クタイ

ル管 7.0m 

立坑部:呼び径 600mmK形ダクタイ

ル管 32.2m 

挿入部:呼び径 600mmP II形ダクタ

イル管 845.4m 

言十 877.6m 

6.施 工

(1) 管内調査

本管路は大正12年に施工された管路で、

非常に古く、施工時の配管資料はほとんど

ない。

そのため、施工の万全を期すべく 60年度

より管諮の現況調査を実施した口(ただし、

3工区の56mについては工事と同時に調査)

調査の手順および項目は、次の要領によ

り実施した。

-・・・・ウインチによる

スクレーパー工

法を採用

・・・人力による

①異形管の有無

②胴付寸法測定

③継手段差の測定

④管内径測定

⑤管長さの測定

⑥錆の発生状況

①管路縦断測量

②管路位置測量

・・・・管内調査の結果

挿入管の有効長

は 4mで可能と

判断されたが、

石在言忍のため 4m

の鋼製模擬管を

挿入した。
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以上の調査の結果、途中に220~曲管 1 カ

所、横型制水弁(数パーセントの開)1基、

10インチの分岐管 1カ所と泥吐管が確認で

きた。

継手の状況はパイプO. イン・パイプ工法

に支障をきたすような異状な継手はなかっ

た。また、模擬管挿入もスムーズに施工で

きた。(曲管、制水弁を除く)

(2) 立坑位置と立坑レイアウト

立坑位置は道路の地形的な状況のほか、

次のような管路の環境、工事上の理由から

決定したo

図 3 施工場所略図
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① No.l立坑・・・本工事の工事起点であり 管への連絡と分岐連絡が

既設管への連絡部であっ あった口

た。 したがって、挿入方向と挿入長さは、

② No.2立坑…曲管 (22
0 ~)使用部であ No.1立坑→No.2立坑(1工区) 123m 

った口 No. 2立坑→No.3立坑(2工区) 292.9m 

③ No. 3立坑・・・制水弁の撤去の必要があ No. 3立坑→No.4立坑(3工区) 429.5m 

った。 に決定し施工した。(図 3参照)

④ No.4立坑・・・工事の終点であり、既設

写真 1 スクレーパーおよびプ口ンジャー 写真 2 模擬管

写真 3 No.2立坑内部
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発進・到達立坑レイアウト図 4

挿入管o600P II形
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今回の工事に使用したジャッキは、挿入

力、ジャッキストロークならびにラムスピ

ードから 100tf油圧ジャッキ 1台を使用し

(3) 管挿入工事

① 挿入力

挿入力の検討は次式で計算した。

p=μxWxL 

=0.5 x 0.165 x 429.5 

7，750 

た。工事中に記録した最大挿入力は19.7tf

( 3工区最後管)で非常に少ない挿入力で施

工できた。

② 挿入先導ソリの取り付け

挿入先導管へのソリの取り付命けは、管

のローリングを考慮して管全周に取り付

け施工した。

一35.43tf

p 挿入力(tf) 

μ:既設管と新管の摩擦係数 (0.5)

W:管の単位長さ重量 (0.165tf!m) 

L:挿入長さ (m)
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挿入管の先頭管には、次図のような鋼

製のソリを取り付けた。

図 5 先導ソリ

誌で ※ -2 130 

190 

昭和62.10 第43号

写真 4 先導ソリ

写真 5 先導ソリの取り付け

※ -1 20mm~管内調査の結果、継手部分の段差
は10mm以下で、あった。

※ -2 130mm~継輪部分の通過を考慮した。

③ 挿入結果

管挿入工事の施工量は表 1の通りで、

立坑付近の交通環境、天候、作業時間の

長短によりバラツキがあるが、本工事の

平均挿入数量は10本/日程度であった。

表 1 挿入工事施工結果表

1工区 2工区
施工日

本数(本) 延長(m) 本数(本) 延長 (m)

1 5 20 12 48 

2 14 56 15 60 

3 12 48 15 60 

4 15 60 

5 15 60 

6 2 12 

7 

8 

9 

10 

11 

計 31 124 74 300 

平均 10.3本/日 41. 3m/日 12.2本/日 50m/日

3工区

本数(本) 延長 (m) I 

4 
41一06一一→1 

10 

10 40 

10 40 

15 60 

13 52 

7 28 

15 60 

10 40 

7 28 

7 28 

108 432 

9.8本/日 39.2m/日

※上表は直管のみであり、延長は立坑部内に出ている長さも含まれる。
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(4) 水圧試験工

管挿入工事完了後、各工区ごとに水圧試

験を実施した口管挿入到達口にメカ栓を取

り付け、抜け出し防護を行い、充水し、加

圧ポンプで 5kgf/cmまで加圧し漏水の有無

を確認したが、各工区とも異状は発見され

なかった。

(5) エアモルタルの注入

既設管 (30")と新管(再 600)との空隙にエ

アモルタルを注入した。管の水圧試験完

了後、挿入口、到達口に閉塞コンクリート

を打設、グラウトポンプにて注入した。 1、

2工区は比較的距離も短かく、片方からの

注入で施工できたが、 3工区は管路の長さ

こう配から考えて両立坑から注入を行い、

設計量の注入を行うことができた。

(6) その他の工事

① 断水区間の短縮

本市にとって当工事区間 (877.6m)を断

水することは、制水弁の位置から実断水

延長は2，335mとなり、この間には天神地

区、警園地区および薬院地区と、市内で

も有数の大使用量地区であること。また、

第 4立坑の位置に薬院地区の注入点があ

り、夏季の大需要時期を迎えるにあたり、

断水区域を極力狭くするため断水区間を

区切りながら施工した。

② 既設配水本管との連絡工事について

本工区の始点側については、既設は呼

び径 700mmの配水本管から呼び径 500mm

を分岐し、 30インチに連絡されていたが

今回呼び径 700mmより不断水穿孔で呼び

径 600酬を取り出し連絡工事を行った口

また、終点、側については既設管が30イ

ンチのため併 600x 1> 800のK形挿し受片

落管と異口径継ぎ輪持800x 1> 30"を使用

し連絡工事を行った。

写真 6 栓止め工

ワ.おわりに

本市では、前述したように大正12年に敷設

された配水管で、しかも福岡市の都心に給水

している管の改良工事は大きな課題であった。

既設管の基礎調査をもとに種々検討したが、

地理的に厳しい条件の中、既設管を利用し、

内挿する工法はあらゆる面でメリットがある

と考えられる。このような背景にあって、今

回はじめてパイプ・イン・パイプ工法を採用

したが、決定にあたっては、他工法をも含め

て慎重に検討し、施工性・安全性・経済性な

どから挿入工法を採用、管種については挿入

工法用に開発された PlI形ダクタイル管を採

用することにした。

施工の結果は大きな問題もなく、順調に完

工できたことを報告するとともに、同様な計

画の参考になれば幸いである。
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技術

大井J(I広域水道

用水供給事業における

送水トンネル内呼び径1500醐

ダクタイル管敷設工事について

1圃まえが、き

静岡県大井川広域水道企業団は、昭和52年

度に大井川下流地域約60万人に生活用水を供

給するため、静岡県と 14市町によって設立さ

れた。

もともと、地域内の生活用水は、各市町ご

とに上水道、簡易水道により供給されてきた

が、水源は島田市などごく一部で表流水を利

用しているほかは、総べて地下水に依存して

きた。

しかし、近年地下水の過剰揚水により、水位

低下や水質悪化が著しく、加えて人口や産業

の大きな進展もみられ、将来の水需要に対応

することが困要佐なj犬況にある。このため、水

量的に安定した水源を確保し、広域水道によ

る供給が、地域で切望されてきた。

大井川広域水道の水源は、南アルプスを源

とし、駿河湾に注ぐ 1級河川大井川に、建設

される建設省の多目的ダム「長島ダム」に求

め、新設の相賀浄水場から人口増加の著しい

藤枝、焼津、島田市をはじめ、従来から水:事

情に恵まれない掛川、小笠わよび榛南地域の

4市10町に、 1日最大16万700m'を供給する計

静岡県大井川広域水道企業団

画となっている。

現在、ほぼ創設工事も完成に近づき、昭和

63年度の一部通水を目指して、鋭意送水管敷

設等残工事を実施しているが、創設工事のな

かでも、特に重要で、施工上苦心した、送水

トンネル内呼び、径1500mmダクタイル管敷設工

事について、その概要を報告する。

2.事業の概要

水源を 1級河川大井川水系、本川根町梅地

地先の長島ダム(多目的ダム)に求め、下流部

島田市川口にある中部電力川口発電所の下流

で、上水6.0rn'/秒、農水3.045rn'/秒、計9.045

rn'/秒を共同取水口で取水する。上水の取水量

は当面 1期分2.Orn' /秒であり、川口取水口か

ら島田市相賀地区の浄水場までの聞は、導水

トンネルによる自然流下で、導水する。相賀浄

水場で薬品沈でん、急速ろ過、塩素消毒など

の浄水プロセスを経た水道水は、送水トンネ

ル内の送水本管を通り、途中 2ヵ所でポンプ

アップし、以降は自然流下で、14市町の受水池

へ送水する。
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給水量(第 1期) 単位 nf/日

f小i.L口〉 量

給水区域 給水人口
自己水源

大井川
計

広域水道

藤枝市 132， 700 73，000 50，100 22，900 

島田市 74，500 44，400 29，900 14，500 

焼津市 126，600 101，500 66，200 35，300 

大井川町 25，300 10，000 9，000 1，000 

岡部町 12，000 6，600 5，100 1，500 

掛川市 76，000 45，000 10，300 34， 700 

小笠町 13，900 7，700 1，900 5，800 

菊川町 29，400 20，600 6，800 13，800 

大東町 21，300 13，600 4，500 9，100 

大須賀町 12，900 6，800 1，000 5，800 

浜岡町 23，100 14， 700 3，000 11，700 

榛原町 17，700 10， 700 9， 700 1，000 

相良町 27，500 14，300 11，700 2，600 

御前崎町 10，900 8，400 7，400 1，000 

l口b、 計 603，800 377，300 216，600 160， 700 

2rrf/秒 172，800rrf /日

。計画の基本諸元

1.取水量

2.給水量

3. 行政区域内人口

1日最大 160， 700m3 /日(取水量XO.93)

70年推計 621，900人

4. 給水人口 70年推計 603，800人

5. 計画1人1日当たり最大給水量 625.e/人/日

6. 工 期 昭和52年度から昭和62年度

7. 給水 開 始 予 定 昭和63年 4月

図 2 取水口
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ンボ掘削機を採用した。地質は非常に複雑で、

頁岩、蛇紋岩、砂岩の互層となっており、極

端な場所では、 20mごとに地質が変化した所

もあった。

送水トンネル内には、呼び、径1500mmダクタ

イル管を敷設し、幅約70cmの点検用歩廊を設

ける点検通路方式を採用した。

相賀浄水場

3.送水トンネルの概要

図 3

相賀浄水場から島田市伊太地先に至る送水

トンネルは、延長約2.6kmの長大トンネルであ

る口トンネル断面は、幅2.7mX高さ 2.65mの

馬蹄形である。

その掘削には、苦労を重ねたが、特に硬い

岩質のため、日本に数台しかないというジャ

県
道
五
和
岡
部
線
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写真 1 送水トンネル

写真 2 敷設完成状況

4.送水トンネル内配管敷設械要

1 .設計条件

送水管路の設計条件は次の通りである。

(1) 呼び径 1500mm 

(2) 静水圧 3.4kgf/cni' 

(3) 水撃圧 3.4kgf/cni' 

(4) トンネル施工内径 直径2.7m

(5) 立坑 径 直径6.8m

2 .管種選定

本送水管の管種比較条件としては、次の事

項を原則とした。

(1) 内圧に対しての安全性

(2) 呼び径に対しての適合性

(3) 環境に適合した施工性

(4) 水質に対する安全性

(5) 経済性

これらの事項を考慮し、あらゆる角度から

比較検討した結果、いろいろな管種の中から

ダクタイル管が、

(1) 継手部に可換性があるので、 トンネル

内での施工性がよい。

(2) 周辺環境の影響を受けにくく、作業環

境がよい口

(3) 工期が大幅に短縮できる。

(4) 耐食性がよく、施工後の安全性に優れ

ている。

(5) 耐用年数、維持管理費などを総合的に

比較すると、経済性に優れている。

以上のことから送水管の使用管種はダクタ

イル管を採用することとした。

5.配管設計

上管および管受台の仕様

管は狭いトンネル内での施工性を考慮し、

U形ダクタイル管とし、内面はモルタルライ

ニング (JIS A 5314)、タト面はタールエポキ

シ樹脂塗装とした口

管受台は H形鋼を使用し、管と H形鋼の聞

には、ゴム板(厚さ 3mm) を敷いて管外面に

損傷を与えないようにした。管固定バンドと

管との聞にも、同様の配慮をした。管受台は

直管 1本 6mにつき受口側 1ヵ所で支承する、

ことにし、管固定完了後、コンクリート巻き

立てとした口

2 .管厚計算

静水圧=3.4kgf/cni'(Ps) 

衝水圧=3.4kgf/cぱ(Pd) 

許容引張応力 =2，100kgf/cni' (σA 

より、必要管厚(t)を計算する。

(1.25Ps +Pd) (1.25X3.4+3.4) 

2σa 2 X2， 100 

=0.273(cm) 
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図 4 標準断面図

eDl 

670 H-300X300XI0/15 

1350 

~ 

これに腐食代、鋳造公差を見込み、

T=2. 73+2.0+1.0=5. 73 (mm) 

よって、規格管厚より 4種管 (T=16.5mm)

をイ吏用する。

3.受台で支承された管の安全性

直管 1本当たり、管受台を 1ヵ所設けた場

合の管の安全性を検討する。

(1) 荷重 (w)

管体重量+管内水量

=4，697 +10，603 

=15，300kgf 

一一主h

O.4m 

t 
「下
1 

5.6m 

6.0m 

15ス00
w=ー」一一一=25.5kgf/cm

600 

W=25.5kgf/cm 

よ!!ilJ! 1よ

16伽 l
' 

①『①失調図

。
目
的
同

FB9tX125 

(2) 曲げモーメント (Mmax)

Mmax= Wプ{!，2max=一一一士一一一一

25.5 X (600) 2 

8 

=1，147，500kgf-cm 

(3) 発生曲げ応力 (σb)

Mmax 
σb=一一一一一一

Z 

1147.500 

24.044.8 

=47.7kgf/crrlくσba=3，OOOkgf /cnf 

σba:ダクタイル鋳鉄の許容曲げ応力

Z :断面係数

z=πD24-D14 

一一・
32 D2 

π ，， {(155.4)4ー (155.4-2 X1. 3)斗
32' . 155.4 

=24.044.8crrl 

D1:管内径

D2 :管外径

したがって、 4種管で安全である 0

4鑑管の温度変化による伸縮量

(1) 温度変化
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温度変化は、 -20
0C~ +20

oCの範囲とす

る。

(2) 管の伸縮量(ムs)

管 1本当たり(1!=6.0m)

ム1!=α ・ムt. 1! 

α=1.0 X10回5

ムt=(十20)-(ー20)=40
o

C 

ム1!=1.0 X10-5 X40 X600 =0. 24cm 

呼び、径1500mm、U形継手の許容伸縮量は4.0

cmであり、安全である。

6.施工

本工事は、 トンネル内の狭い場所での工事

であるので、第 1日目は管運搬、管据付け、

接合および管受台施工、第 2日目は水圧テス

ト、型枠組み立ておよびコンクリート打設と、

1サイクル2日間の工程で、 U形直管 L=6m、

4本、敷設長さ 24m、管受台 4ヵ所をトンネル

中央の工区境より各坑口に向かつて施工した。

また、延長2，667mという長大トンネルであ

ることから、換気には十分注意するとともに、

管運搬、接合などに使用する機器は排気ガス

などを排出するものは使用せず、電動式など

をイ吏用した。

1 . トンネル内自己管材料運搬

配管材料は、坑口近くの材料ストックヤー

写真 3 立坑よりの管用りおろし状況

ドに一時仮置きし、そこからトンネル内に運

搬する。坑口よりトラッククレーンを使用し

て、管をナイロンスリングによる 2点吊りで

吊り上げ、 トンネル入口のバッテリーロコに

けん引された管運搬台車に吊りわろす口積み

込みを完了した台車は2km/時程度の安全な速

度て¥配管据付け場所まで管を搬送する口

写真 4 立坑よりの管吊りおろし状況

(U汗3が1500X 6000mm) 

写真 5 台車への管吊りおろし状況

写真 6 管運搬状況
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2 .管据付け、接合

管据付けの前に、管の伸びを考慮して測量

を行い、管据付け位置の芯出し、管受台の墨

出しを行い、管受台固定用のアンカーボルト

の穿孔、取り付けをしておく。管受台は ss
41、H形鋼 (300X300 X10 X15)製で、あらか

ピめ工場で加工されたものを使用し、現場で

はアンカーボルトによるトンネルスラプへの

取り付けのみとした。

台車に乗せられた管は、据付け場所ですで

に据付けられた管の受口(または挿し口)に

台車にセットされた 4本のジャッキで微調整

しながら静かに挿入される。次に台車を引き

抜くため、仮受台をセットし、台車引き抜き

用ジャッキにて管を持ち上げ、台車を引き抜

く。そして、管受台(あらかじめ芯出しされ

た位置にライナー調整しである)をセットし、

管を下げて仮受台を撤去する。

正しい位置にセットされ、芯出しを行い、

完了すればただちに接合作業に入る。接合作

業は、日本ダクタイル鉄管協会編IU形ダクタ

イル管接合要領書Jに基づき行った。

写真 7 管受台セット状況

写真 8 管芯出し状況

3耐水圧テスト

接合完了後、継手ごとに管内面テストバン

ドにより水圧テストを行い、接合の良否の確

認を行った。参考までに、そのサイクルタイ

ムは 1口当たりおよそ次の通りであった。

ゴムリングセット 5分

押え板セット 10分

ボルト締め付け 15分

テスト準備

充水

10分

5分

水圧テスト (5.0kgf/cnf)一一一 5分

片付け 10分

計60分

4圃管受台工事

管の接合が完了すれば、管固定バンドにて

管を固定する。その際、管の外面に傷をつけ

ないよう、管と固定バンドとの聞にゴム板(厚

さ3mm)をはさんだ。管受台巻き立てコンクリ

ート用型枠は、打設効率を上げるため、あら

かビめ鋼板製でつくっておき、現場では組み

立て、パラシのみとし、転用した。コンクリ

ートは生コンを使用し、仮設軌条上のプレス

クリートに積み替え、 トンネル内の運搬打設

は 6トンノfッテリーロコと 2.0m'プレスグリー

トを使用した口(コンクリート圧縮強度引く=

180 kg f/ cnf) 

写真 9 管受台用型枠組み立て状況

7.あとがき

幸い特にトラブルもなく、所定の工期内に

送水トンネルおよびトンネル内の送水管敷設

工事を完成することができたことは、施工に

当たりご協力いただいた関係各位のご努力の
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賜物と深く感謝するものである口

近時、市街地ならびにその周辺の住宅の密

集、交通事情、そして工事に対する住民の公

害意識の高まりなど、工事環境がますます多

様化してきている。本工事においても例外で

はなく、送水トンネルの立坑工事では騒音と

か震動の対策に非常に頭を悩ました。

その意味からも、施工工期が短く、施工時

に騒音の少ないダクタイル管を採用したこと

は正しい選択であったと考えている。

本稿が同りようなトンネル内配管敷設工事

をされる各位の参考になれば幸いである。

昭和62.10 第43号

写真10 敷設完了状況
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技術

吉野JII北岸農業水利事業

パイプ@イン@トンネル工事
設計と施工について

1 .はじめに

本報文は、本誌「ダクタイル鉄管JNo.39に

て報告した吉野川北岸農業水利事業幹線末端

区間パイプライン工事(13.6km)のうち、 トン

ネル工事となった区間に関するものである。

4トンネル区間(計 2km)は、一般的なコンク

リート覆工タイプのトンネルではなく、パイフ0

・イン・トンネル(トンネル内挿式圧力管路)工

法として内挿管にダクタイル鉄管を採用した

工事であり、中でも最長となった平山トンネ

ル(890m)を例にとり、ここにその設計および

施工実績について紹介するものである。

よって、事業の全体概要などについては、

前述のNo.39の報文をご参照願いたい。

2.幹線水路末端区間の設計について

幹線水路末端区間は、幹線水路全延長 Eニ

68.5kmのうち、 Q= 13. 6km(19. 9%)を占める。

設計流量は上流区間 (MAXQ = 14. 8rn' /秒)

中国四国農政局

建設部水利課長武田明寅

計画部補助土地改良係長 金光譲二

から漸次減少し、本区間ではQ=1. 493~O.102 

m'/秒と上流に比べて相当小さくなり、水路形

式は管水路としている。

1 .管水路形式

管水路形式については、下記に述べる諸条

イ牛よりクローズドタイフ。とした口

① 幹線水路末端部で需要に即応した供給

システムとする必要がある。

② 無効放流がなく節水型である。

③応答性がよく、調整池との一体利用、

有効利用がはかれる口

2 .路線の決定

主として道路下埋設としたが、計画動水位

(エネルギーライン)より高位となる区間は周

辺の地形状況、水理・維持管理・施工性およ

び経済的条件などを総合的に比較検討し、耕

地下・河川下、ならびにトンネル区間とした。

図 1にトンネル区間を図示する。
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図 1 幹線末端区間・トンネル位置図

3.パイプ・イン・トンネル(トンネル内挿式圧力管路)の設計

表 1 トンネルの通水方式比較表

|濯で|欄 トンネル内自由水面 (b案)圧力トンネル (c案) トンネル内挿式圧力管路

構造 百一日 自
民出

内空充てん工(エアーモルタル)

約締ノ内挿管
/1:;:;(フ悦市 (ダクタイル鋳鉄管)

Iz.oc寸ベースコンクリート

@トンネル施工断面は、コンクリ-1-設計内圧が平山、犬伏(1)、犬伏 1-トンネル掘削断面は施工できる

ト覆工ができる最小断面とする。 I (2)トンネルで4.4kgf/cnf、5.2kgfI 最小断面とし、トンネル内には、

トンネルこう配はトンネル内 /cnf、4.7kgf/cnfとなるため、円 i 前後のパイプライシと同口径の

平均流速が、 0.7m/秒以上とな| 形鉄筋コンクリー卜とする。施| パイプを内挿する。トンネルと

るようにする。 I 工性から内径1.80m、 トンネル| 管との空隙は充てん材にで充て

@トンネル前後はクローズドパイ l内幅2.30m、コンクリート巻厚| んする。
水理 _0_ ， _ :':':"，.. ，_ ~'~:-'-，-='"， • ~'. 1 

プラインであるため、 トンネル O.25mとする。 1-管内流速も設計流速の範囲にあ

入口で水位調節を行う必要があ 1 ・通水量が少ないため管内流速が| り、前後の管路同様クローズド

る。 1 極端に小さくなり、土砂の堆積| パイプラインとなる。この場合

また、 トンネル出口に非常用| などが生ピる恐れが大である。 1 末端での圧力変動、あるいは流

余水吐を必要とする。 量変動はただちに上流に伝達さ

れるため、上流側での庄力の流

量制御か容易となる。

@トンネルのみでも内挿管より高 1-工費的にはいちばん高価である。 I-工費的には、 3タイプのうちも

経済性| 価である。非常用余水吐などを っとも安価である。

加えると、さらに高価となる。

評価| ② ③ ①採用
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図 2 トンネル断面に占める各種機械

(1)ロッカショベル (0. 18m' ) 

!.96' 

1 • トンネル型式の選定

表 1に示すように、クローズドタイプの管

水路区間内におけるトンネル形式としては、

C案の内挿式圧力管路がもっとも優れている

ので、これを採用した。(表 1参照)

(2)ズリ鋼車 (2.0m')

き96'

。∞
C
D
H

2 . トンネル掘削断面の決定

トンネル掘削断面は通水量が小さく (0.353

m
3
/ 秒:平山トンネル)、水理条件のみを満足

する断面(内挿管径 700mm)とすると、作業環

境が劣悪となり、保安対策に問題を生じる。

このため、本区間のトンネル掘削断面は労

湖安全衛生規則第 205条を遵守し、掘削を機

械施工できる最小断面としたo (図 2参照)

土地改良事業標準設計第 3編トンネル(解

説書)によると、 トンネルの側壁内面間隔の

最づイ直は2.0mとなる。

3闘 トンネル内挿管の管種選定(表 2参照)

表 2に示す通り、作業性・安全性・充て

ん材との適合性・経済性を総合的に検討し、

ダクタイル鋳鉄管(T形)を採用した。

2，100 

内挿管種比較表(管径 700mmの場合)

瓦註そ? 夕、、クタイル鋳鉄管 強化プラスPチMッ管ク)複合管 PC管(FR 

管重量はPC管に比べ軽く、 管重量はいちばん軽く、搬入 管重量は謹く、搬入に手聞が

作業性
搬入には問題ない。 は便利である。 かかり、破損の危険性が大き

敷設作業性に優れる。 敷設作業性に優れる。 (.， )0  。 。敷設作業性に劣る。 ム

ジョイントのイ言束頁十生はNo.1。 ジョイントの信頼は特に問題 ダ、フワレスピコゃットタイフ。ずPあ

安全性 耐内圧も非常に高い。 ない。 り、特に問題ない。。 。 。
エアモルタル・砕石のどちら 管の常用温度は 45

0
以下とさ エアモルタル・砕石のどちら

充てん材 も使用可能。 れており、エアモルタル充て も使用可能。

との適合性
ん時の温度上昇 (60~700C)に

悪影響がある。砕石充てんが。適している。 ム 。
経済性

管本体はやや高いが、敷設費 管本体はやや安いが充てん工 管本体はやや安いが、トンネ

が安く、トータルでは若干安 が高くなり、 トータルではや ル内の敷設費が高く、トータル

{固である。 や高価である。 では若干高価となる。

評価 ①採用 ③ ② 

表 2
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4 .内挿管の管体構造計算

① 設計条件

a) 内挿管はダクタイル鋳鉄管とする。

b) トンネル支保工の荷重受け持ちは無

視する。

②鉛直土庄

鉛直土圧は、 a)トンネル支保工にかか

る緩み高さと、 b)テルツアギーのアーチ

アクションの緩み高さを比較し、大きい

方の値をとり計算する。

a) 支保工にかかる緩み高さ

タイフ。C H 。ー1.0・De

タイフ。D H 。ー 2.0・De

b) テルツアギーのアーチアクションの

緩み高さ

H勺 :n持 (1-e-kiw)

以上より、 トンネル支保工にかかる緩

み高さは H=6.63m、テルツアギーのア

ーチアクションの車愛み高さは H=6.06m

であり、大きい方の値として H=6.63今

6.70mを土かぶりとして採用する。

③ 受鋤抵抗係数 e' 

トンネル内はエアモルタルで充てんさ

れる。この場合の受働抵抗係数イは次式

による。

Es 
e' = 

2 (1 -γ2) 

3000 

2(1-0.52
) 

=2，000kgf/crrf 

Es : (300~500) F 

昭和62.10 第43号

B = B 0+ h . tan (4ト i)
ただし、

H:土かぶり

Ho:緩み高さ

B:土圧影響幅

K:係数 (K=1.0)

再:内部摩擦角伸一30
0

)

e 自然対数

F:圧縮強度 (10kgf/crrf)

y:ポアソン比 (0.5)

故に、モルタルの場合

ピー 2，000kgf/crrfとする。

④ 管体構造計算

管体の構造計算は前記の条件により電

算機で行い、表 3の結果を得た。

⑤ 使用管種の決定

以上の検討計算の結果、得られた使用

管種は下記の通りである。

夕、、クタイル鋳鉄管 DCIP 5種管

(再 700) T形

設計たわみ率:0.099く3.0 (%) 

...OK 

許容内圧:21. 3kgf/crrf >4. 4kgf/crrf 

...OK 
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表 3 管体構造計算結果

設計条件 28=180. H=670cm HE=0.327 Cc出 9.125 Cd=1.882 Ccx=1.672 Cdw=0.941 WT=0.500 Wv出 0.941 Ww再 '0.000

管種 DD1 DD2 DDX MM1 MM2 MM3 MM4 MMX TX TTX HH 

1. OcL 1稔

1.5cL 

2.0cL 

2.5cL 

3.0cL 

3.5cL 

0.071 

0.071 

0.071 

0.071 

0.072 

0.072 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.098 307.594 10.397 

0.098 307.935 10.415 

0.098 308.360 10.436 
0.099 308.786 10.458 
0.099 309.213 10.480 

0.099 309.639 10.501 

4.068 

3.908 

3.707 

3.506 

3.304 

-271.805 50.254 

-272.811 49.445 

-273.994 48.509 

-275.097 47.654 

276.12246.874 

0.990 

0.950 

0.900 

0.850 

0.800 

3.102 -277.07546.1670.750 

0.398 43.993 

0.395 41.776 

0.392 38.982 

0.389 36.160 

0.387 33.303 

0.384 30.403 

4.0cL 0.072 0.000 0.099 310.066 10.523 2.899 -277.959 45.530 0.700 0.382 27.450 

4.5cL 0.072 0.0000.099310.49410.5452.696 -278.77644.9570.6500.38024.431 

5.0cL 5若宮 0.072 0.0000.099310.921 10.567 2.492 -279.53644.4440.6000.378 21.329 

注)HX:管頂までの深さ (cm)、HE::等沈下面から管項までの深さ (cm)、Cc:突出形の土庄係数、 Cd:溝形の土圧係数、

Ccw:突出形の鉛直土圧強度 (kgf/cnf)、Cdw:溝形の鉛直土圧強度(kgf/cnf)、WT:垂直土庄公式による鉛直土圧強度(kgf/

cnf)、Wv:計算で使用する鉛直土庄強度(kgf/cnf)、Ww:路面荷重強度(kgf/cnf)、DD1:鉛直土圧強度によるたわみ量(c凋)、

DD2 :路面荷重強度によるたわみ量(cm)、DDX:計算によるたわみ率(%)、 MM1:鉛直等分布荷重による曲げモーメ

ント (kgf・cm/cm)、MM2:管内水量による曲げモーメント (kgf'cm/cm)、MM3:管自逗による曲げモーメント (kgf・cm/cm)、

MM4 :側面水平荷重による曲げモーメント (kgf・cm/cm)、MMX::最大曲げモーメント (kgf・cm/cm)、TX:規格管厚 (cm)、

TTX:内外圧による必要管厚 (cm)、HH:設計条件による許容設計内圧(kgf/cnf)、

5. トンネル内空充てん工の検討

トンネル掘削断面と管路の聞の空隙は充て

んしなければならない。ところで、その充て

ん材としては、①トンネルズリ、②砂、③ク

ラッシャーラン、④エアモルタル、⑤コンク

リートが考えられるが、①は品質が不均一、

②は湧水による流失、③は主として施工性が

悪く、トータルコストの上昇が見込まれ、⑤

は長スパンの圧送やコストに問題があること

から、施工性・安全性・経済性などを比較検

討の結果、④のエアモルタルを採用した。

エアモルタルの利点、は、

@作業性がよく、矢板背面への充てん度

カfもっとも共月f寺で、きる。

@坑外プラントより圧送が可能で、ある。

@偏圧に反応し、管体への衝撃を緩和す

るため安全性一もよい。

@トータルコストも安価である。

などである。

6 .その他の検討事項

上記以外の検討事項を下記に示す。

@ベースコンクリートナ丁設王里由

@管敷設サイクルおよび敷設労務の検討

@管・土のう材料運搬工法の検討

@管浮上防止策の検討

・充てん工法・労務などの検討

@エアモルタル種類および工法の検討

・エアモルタル圧送の検討

以上を総合検討の上、「パイプ・イン・トン

ネル設計積算基準」を作成した。

4.工事の施工

平山トンネル工事は、第 I期 L=890mト

ンネル掘削とベースコンクリート打設。第 E

期呼び径700mmダクタイル鋳鉄管敷設とエア

モルタル充てん工。に分けられるが、以下に

は、工種別に概要を述べることにする。

工事の施工については、当事業所にて「ト

ンネル内挿管工事施工管理要領」を作成し、

管理を行った。

1 .掘削工

本トンネル部の地質は砂岩・泥岩互層をな

す白亜系和泉層群で¥東西に中央構造線に伴

う断層群の活動によって著しく破砕されて暗

灰ないし灰色を呈し、また、地表より風化を

受けた部分は褐色を呈している。実際に 5カ

所の破砕断層部では多量の出水をみて、切羽

が自立せず、鏡張りを行い進行スピードが落

ちた口このほか、松矢板のほかにレールを補

強材として打ち込んだり、支保工を狭めたり

して掘り進めた。また、想定の1012/秒/kmを

超えた湧水のために、 ドレーンのみでは排水

できず、別途ポンプにて排水を行ったりして、

ベースコンクリート打設に影響しないよう処

王里した。

2且ベースコンクリートの打設

管や土のうなどの運搬は、バッテリカーと
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図 3 平山トンネル工事平面図

これに連結した運搬台車で行うため、 I期工

:告でベースコンクリートをナ丁設した。また、

このとき管の浮力防止の金具(バンド)の固定

用のアンカーボルトを、内挿管 1本 (6m定

尺)当たり 2組入れ、厚さ 15cmで、打設した。

3.内挿管敷設工

内挿管の運搬は、小型のバッテリカーに連

結した運搬台車を使用した。採用の理由とし

ては、④無騒音、⑥無排気、②トンネル内走

行性能良、③稼働・充電時間と作業サイクル

の一致などが挙げられる。

次に作業手順を示す。

① 坑外にて運搬台車にダクタイル鋳鉄管

をトラッククレーンを使用して積み込む。

② トンネル内を走行して配管位置まで運

搬する。

③ トンネル支保工に取り付けたチェーン

ブロックにて管を吊り上げ、台車を撤去

する。

④ 管を吊るした状態のまま、芯出しを行

つ。

⑤ 受口・挿し口の清掃、 T形ゴム輪のセ

ット、滑材の塗布を行う D

⑥既設管にスリングチェーン、敷設管に

フックをかけ、レバーブロック 2基で管

を受口に引き込む。(この間も敷設管は天

井より.チェーンブロックで吊るしたまま

とする)

⑦ 敷設管の受口下に土のうを敷設し、高

さを調整しながら吊り下ろす。

③ ジョイント間隔、 T形ゴム輪位置など

のチェックを行ーう口

⑨ 1本 2カ所の浮上防止金具(バンド)を

設置する。

⑩ この問、運搬台車は次の管の運搬や土

のうの運搬に用いる。

管敷設能力は、内挿管敷設総本数155本 (K

形曲管・切管を含む。図 3参照)を実作業日

数(エアモルタル充てんによる休止日を除き)

32日で敷設し、平均4.84本一27.8m/日で敷設

完了した。 2カ所の曲管部分もスムーズに敷

設することができた。

写真 1 管積み込み状況
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4 .エアモルタル充てん工

次にエアモルタル充てん工を図 4に示す。

管敷設工と充てん工とは交互作業とし、充

てん工は上下 2段階施工とする口

敷設工・充てん工の交互作業について、管

敷設のみ先行させるとエアモルタル充てんゾ

ーンに設置する隔壁(土のう積)の搬入が困難

となり、また、敷設する管自体を坑内の通気

吉野川北岸農業水利事業パイプ・イン・トンネル工事設計と施工について

トンネル内挿管充てん工標準工程図図 4

③エアーモルタル 1次充てん

_=①ゾーン

臨幽附l布団ぷノ

②土のう設置(1次)

一⑤213itrn516 1718 

①管敷 設

II下2l3l4一日 ]6庁181
2ゾーン管数設免許 2.0day 

壬凡
日又

一ー主要一一一
以唱;~:;.:;;j::JJiilj.;:Ji.~;:塁打記TITTIZl

②ゾーン ①ゾーン

¥_ 3ゾーント12管敷設 ノ

1. Oday 

害虫

l. Oday 

⑥管

土のうは隔壁工として設置する

⑤エアーモルタル充てん

ー+ 長芯g;~:.::~L{~~:~.~言
ま誌rü't'.・7為弘吉..í:~.!;E21:九~iIf，E喜

①ゾーン ②ゾーン

心 山 設置
④(  2次わよび2ゾーン 1次)

乞___(]) /'払

E'::Z fii;Y.'ff";(~お沼 [ [ [にきノ

①ゾーン ②ゾーン

1ゾーン上部および2ゾーン下部注入ノ

Y 

1.0day 

¥ 

エアモルタル圧送距離別配合表図 5

900mまで、

摘要

中継ポンプなし

中継ポンプなし

中継ポンプ設置

C:S 

1 : 4 

1 : 2 

1 : 2 

ム
ロ
ム
ロ
ム
ロ

守

H
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吋

H
し

寸

「

U

Z
円

同

高

円

同

高

問

問

圧送距離

300mまで

300~500m まで

500~900m まで

下部充てん状況写真 3エアモルタルプラント状況写真2
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-換気管として利用しているため、管の先行

によりエアモルタル充てん場所付近の酸素が

不足する恐れもあり、両者ノてランスをとりな

がら進行させた口

エアモルタル充てんは、坑外にエアモルタ

ルプラント(写真2参照)を設置し、圧送した。

また、最大圧送距離が約900mあるので、約

500m地点のチェリーピッカ拡幅部を利用し、

中継プラントを設置した D

各ゾーン隔壁工には砂中詰の土のうを使用、

最上部に注入パイプとエア抜きパイプを設置

した。

エアモルタル圧送の場合、圧送距離によっ

てモルタル配合の変化、消泡率の変化をきた

し、また、中継ポンプの設置を効率的に行わ

なければならず、想定ケースにつき、比較検

討のうえ経済的・適切な配合を決定しているD

① エアモルタル品質管理

エアモルタル圧送では特に消泡率が O

~10% と長距離ほど大きく、フロー値は

消泡率にイ半い小さくなっている。管理面

では、各ゾーン実績値を確認した。

② 吐土圧

長距離は29kgf/cnf、短距離は19k9f/cnf

にて圧送を行い、上部充てん後のエアモ

ルタル吐土庄は 3kgf/ cnf以上とすること

で管理を行った。

③ 吐土量

500mを超えた中継ポンプ区間では平均

150Q/分、 500m未満の近距離で、は平均250

Q/分で設計値とほとんど差異を生りなが

った。

④ エアモルタルの充てん量

1ゾーン当たりの充てん量は設計値に

比べ108~134%( トータルでは116%) と

なったが、この原因としては、 トンネル

掘削時の余掘や任意の待避所、拡幅部へ

の充てんなどであって、これについては

不可抗力による数量増ではないため、設

計数量の変更は行っていない。

また、この実績より概ね良好な空気充

てん状況にあると判断をしている。

5. おわりにi

以上、パイフ0 ・イン・トンネル(内挿式圧

力管路)工法の設計・施工例として、平山ト

ンネル工事について述べてきたが、 トンネル

掘削時においては多量の湧水を伴ったにもか

かわらず、最小掘削断面であったことが幸い

し、排水強化、全面鏡張りなどの実施により

予定工期内に無事貫通することができ、また、

内挿管・充てん工については、施工性のよい

T形ダクタイル管を採用したことに加え、狭

いトンネル空間での安全作業に特に留意して

施工したことても、支障なく順調に完成させる

ことができた口

これにより通水したかんがい用水を合理的

かっ有効に活用して、生産性に優れた活気あ

ふれる農業が、本事業の受益地に展開される

ことを願う次第である。

最後に、本報文が当地区と同様の工法を計

画している事業担当者に対して、いささかな

りとも参考になれば幸いである。

。 。
注:本報文は「農業土木学会誌JNo.54(10)に掲

哉されたものを、改訂・追補したものであ

る。
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東播用水農業水利事業中央幹線
水路における長距離推進工事概
要について

近畿農政局

東播用水農業水利事業所
　　　　　　 西神支所長　藤田　利雄
　　　　　　 工事係長　　 林地　章好
          　　工事係員　   西川　泰史

　東播用水農業水利事業は、豊かな農業基盤をめざす国営総合かんがい
事業であり、また人口増大に対応する水道用水の確保、供給する共同事
業である。工法としては推進工法、シールド工法などの非開削工法と開
削工法がある。社会性では長短所があり一概にはいえないが、諸工事な
どで周辺住民に与える影響が開削工法では大きく、非開削工法ではその
影響が少ないと考えられた。本事業で推進工法が採用されたのは、この
工法の採用が多く、技術的にも進歩し、施工が確実で経済的である、と
の理由からである。本論では、ダクタイル鋳鉄管による推進工法を採用
したことは施工状況、地元対応、各種テスト結果からみて適切な選定で
あった、と述べている。

呼び径300mm管による長距離パ
イプインパイプ工事について

長浜水道企業団

                工務課長　中川　辰夫
                技師       　前浜　直樹

　長浜市の中心的地域が市域の東部に移りつつあり、配水本管の多くが
南北に敷設されているため、東西の配水本管の敷設が必要となってき
た｡このような環境の中、農業用水管の旧管路が廃止されることになっ
たため、この管路（呼び径1000mmヒューム管）を利用し、パイプ・イ
ン・パイプ工法を採用することにした。ただ、PIP工法を採用したの
は、開削工法が採りにくい、工事公害が少なくてすむ、維持管理面の効
果があり、経済的、などの理由からである。また、管種については、伸
縮・可撓性、離脱防止機構を備え、耐震管路を構成し、維持管理が容易
で水密性能が高く、施工性もよく短工期で施工ができ、管路更新工法と
して実績も多く、信頼性が高い、などの理由でPⅡ形ダクタイル管が採
用された。本論では、工事はすべて順調に進捗し、完工できたと結んで
いる。

1987年 No.42



発行年 号数 タイトル 著者 概要

十和田湖の水とヒメマスを守る下
水道建設

青森県十和田土木事務所

           　下水道係長　毛内　浩次
         　　技師         　米田　勝浩

　わが国の代表的な自然景勝地になっている十和田湖も、観光開発に
よって湖水の汚濁が進み、特に夏・秋期の観光シーズンの汚れがきわめ
て大きい。そこで、青森・秋田両県では、神秘な湖水を守るための下水
道事業が、昭和65年度を目標に工事が鋭意進められている。
本論では、青森県側で実施されている管きょ工事でのT形ダクタイル鋳
鉄管採用の経緯を述べているもので、内外圧に対する安全性、防食性
能、施工性そして経済性等、あらゆる角度から検討し、汚泥圧送管路と
して多くの実績があり、優れた管であると結んでいる。

太閤が夢を馳せた台地でダクタイ
ル管による簡易水道事業

佐賀県鎮西町

水道課
                  課長     　世戸　靖治
           　  　技術技監　中園　六人

　鎮西町の地盤は「上場台地」と呼ばれる玄武岩台地であり、雨量も少
ないことから河川はあまり発達していない。今回事業を実施した打上地
域は未給水区域で、夏期には水が底をつくことが多く、水道施設の建設
が急がれていた。住民の生活安定をはかる上で重要なパイプラインにつ
いては、振動や荷重に十分に耐え継手性能がよく、施工性にも優れ、維
持管理が容易で高水圧に耐え、そして耐震性を有していること、などの
条件からK形、T形ダクタイル管が採用された。本論では、長年の悲願で
あった町民皆水道の夢が達成され、また、鎮西町全体の活性化と発展に
大きく寄与するものと期待しでいると結んでいる。

1987年 No.42
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6 ダクタイル鉄管 昭和62.5 第42号

東播用水農業本朝事業

中央幹線水路における

長距離推進工事概要について

1 .まえがき

東播用水農業水利事業は、かんがい排水お

よび農地開発を一体的に実施し、農業従事者

の確保、農地の流動化による経営規模の拡大

生産の組織化を可能にする豊かな農業基盤を

めざす国営総合かんがい事業であり、また、

事業地域内および周辺における都市化による

人口増大に対応する水道用水を確保、供給す

る共同事業でもある。

本事業地区は、昭和36年に兵庫県により予

備調査がはじまり、昭和38年から国営による

地区調査、全体実施設計を経て昭和45年着工

以来、事業の実施は農林水産省近畿農政局が

直轄で行っており、その事業量はわが国有数

の規模を有するものである。

2. 地域の概要

本地域は、兵庫県南部に広がりを持つ沖積

平野および洪積台地で形成された播磨平野東

部と、裏六甲の緩傾斜丘陵の沢沿いに発達し

た棚田を主体とする北神戸地域からなる都市

近畿農政局東播用水農業水利事業所

西神支所長 藤田利雄

工事係長林地章好

工事係員 西川泰史

近郊と、これに連なる農業地帯である。

この地域の気象条件は概して温暖(年平均

気温15
0

C)であるが、瀬戸内式気候に属するわ

が国でも有数の寡雨地帯(年平均降水量1，300

mm)である。そのため、古く中世から築造さ

れはりめたため池は、平地部のみならず中山

間地に至るまで大小数千カ所が現存し、また

明治中期には淡河川、山田川を水源とする大

疎水事業が行われるなど独特の利水開発、慣

行が採られ、零細で、はあるが意欲的な農業が

営まれてきている地域である。

3. 事業の概要

本事業は、既成田畑約 7，200haへの用水補

給により用水不足を解消し、未利用の山林約

440haの農地造成とその用水確保わよび水道

用水27万7，000m'(日量最大)を供給するため

に加古川支流篠山川に川代夕、、ム、同東条川に

大川瀬ダム、問美のJlI(志染J11)に呑吐ダムと

これらを直列に結ぶ導水路を基幹水源施設と

して建設し、これらのダム群から用水を配水
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8 ダクタイル鉄管 昭和62.5 第42号

する施設として、幹線および支線水路ならび

に河川放流を取水する頭首工を設けて、受益

地域の農地および水道用水の原水供給地点に

f共車合するものである。

4. 工事概要

本工事は、呑吐ダムから末端まで、の約12km

の中央幹線水路工事の一部である口 (図 1参

照)

推進工事の概要は、下記の通りである。(図

2参照)

1工区…・・・延長 225m (うち推進延長

187m) 中押し 2段

2工区…・・・延長 250m (うち推進延長

237m) 中押し 3手交

管種:推進工法用ダクタイル鋳鉄管

呼び、径1350mm(U形)L=6m/本

土かぶり 8~5m

5. 設 計 図 2

縦断図

1 .地質、概要

本計画地区においては、国道 175号線横断

部 (BrNo.1)と大鳥喰池上流 (BrNo.2)でボ

ーリング調査を実施している。その結果を地

質柱状図として次に示す口調査結果より、 Br

No.1 では GL-7.0~-7.9m 聞に磯混り砂質

シルトを実在しているが、そのほかはシルト

質砂磯であり、 BrNo.2 ではGL-7.0~-8.4

m にシルトが実在し、そのほかはシルト質砂

磯である。したがって、このシルト層は連続

していると思われる。

また、現場透水試験は BrNo.3 (大鳥喰池

内)、 BrNo.4 (大鳥喰池下流)でシルト質砂

磯部で実施しており、その結果は、

Br No. 3 GL-5.0~-5.5m 

k = 7.47 X 10-4cm/ s 

BrNo.4 GL-3.15~-3.65m 

k = 8. 94 X 10-5cm/ s 

である口

大鳥喰池
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10 ダクタイル鉄管 昭和62.5 第42号

2 .埋設工法の決定

工法として推進工法、シールド工法などの

非開削工法 (Case1 )と開削工法 (Case2 )を

比車交、 中食言すした。

計画区間内には、国道 175号線横断があり

開削工法 (Case2 )の場合、仮回し道路が必

要である。また、配管ルート付近に民家があ

り、開削工法の場合路線を修正し水田側に移

動させなければならず、用地補償(地上権設

定)が必要となる。

社会性では、それぞれ長・短所があり一概

にはいえないが、開削工法 (Case2 )の場合

土留工設置、土工事、コンクリート工事など

重機の出入りが頻繁となり、周辺住民に与え

る影響は大きい。

非開削工法の場合、立坑工事と管材搬入、

掘削土処理程度でCase2と比較すれば周辺

住民に与える影響は少ない。

施工性は、開削工法の場合、土留工内の工

事であり施工性が悪い反面、明り施工である

ことからより確実な施工が可能で、ある。

推進工法も現在の社会情勢より採用が多く

なり、技術的にも進歩しており確実な施工が

可能となっている。計画地区の地質は土質に

よる補助工法(地下水低下、地盤改良、その

他)の採用は必要ないと思われ、施工的には

問題がないと考えられる。

経済性では、

Case 1 .....・推進工法の場合 384千円1m

Case 2・・…・鉄筋コンクリート巻立工法

449千円1m

となり、 Case1が経済的に有利である口

以上より、本計画区間の埋設工法は推進工

法とする。

3.非開削工法の比較および選定

路線の状況、施工区間の延長、土質条件と

地下水の状況、工期、必要な補助工法の計画

も含め、安全・確実で、かっ経済的に有利な工

工法比較表

道旨辺空 刃口推進工法 セミシールド工法 シ ー ル ド 工 法

最小口佳 呼び径 800mm 。呼び径 1200mm 。日子びf圭 1500mm × 

元押し 方包工性より

最大延長
50~100m 。 150~500m 。延長に制限なし 。

中押し工法

200~250m 

曲線設定 設定困難 。単純な場合のみ可能 。設定可能 。
蛇行修正

推進中の刃口の操作 。推進中のシールドジ 。1次覆工および2次 。
による。 ヤツキ操作による。 覆工で可能。

やや不良

刃口に方向修正用の

操行性
ジャッキを装備する 。やや良好 。良好 。
ことにより、セミシ

ールドの機能を具備

することができる。

施工精度 やや不良 。やや良好 。良好 。
推進完了と同時に通 推進完了と同時に通 2次覆工のため

工 真月 水可能。 。水可能。 。 。
短期間 短期間 長期間

設備規模 小規模 。中規模 。大規模 i込

経済性 安価 。上七車交的 。高価 ム
安価

計画区間に合った工 設備規模による経済 計画管径が最小管径

総合比較 法である口 。性が刃口推進より劣 。よりづ、さしヨ。 × 
る。 経 済 性 高 価
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法を選定するための比較表を前頁に示す口

以上より刃口推進工法を採用することとし

施工延長が長いごとから中押し工法を補助工

2去としてf采用する。

4.設備計画 (2工区推進延長237.0mの例)

a.推定推進抵抗値

F=189+7.57.L 

(下水道協会式より推定)

ここで、 F:理論上の推力(t) 

L:推進延長

b.管材の許容耐荷力

管材:推進工法用ダクタイル鋳鉄管

呼び径1350mm (U形)

許容耐荷力 5種管…760t

1 ~4.5種管・・・920t

(JDPA G 1029推進工法用ダクタイル鋳

鉄管の解説による)

C.最大設備能力

元押し、中押しともにジャッキの配置計

画より次の組み合わせについて検討する口

なお、元押しジャッキは理論上の40%増

中押しジャッキは20%増しとする。

工法・補助工法決定フロー

計画ルート 土かぶり こう配管径推進延長

地形・地質調査

土質調査

地下埋設および近接構造物調査

公害安全対策調査

Hhle 
ヤ進発

長

と

延

物

坑

径

進

害

立

管

推

障

1
i

ワ
u

n
，

a
A也

計
件
〉
定

設
条
。
決

地盤11.地下水位の土層構成

条件12.工学的性質

1.推力の設計

2.立坑の設計

3.掘削方法ずり運搬設備
の決定

4.湧水対策(止水または地
下水低下工法)の検討

5.裏込み注入工法と注入材
の選定

6.周辺構造物の影響および
防護工
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(i) 元押し設備

① 100tf X 8台 =800tf

(理論上 570tf以下)

② 150tf X 6台=900tf

(理論上 640tf以下)

(ii) 中押し言受{蒲

① 50tf X 12台=600tf

(理論上 500tf以下)

② 50tf X 14台=700tf

ダクタイル量失管 昭和62.5 第42号

第 1段目 (500-189) -:--7.57'君 =41.1m

(6 @6.00十4.00=40.00m)

第 2段目以降 500-:--7.57=66.1m 

(10@6.00十2.572=62.572) 

② 50tf X 14台(理論上 580tf)

第 1手交目 (580-189) -:--7.57=51. 7m 

(8 @6.00=48.0m) 

(理論上 580tf以下)

d.設備別推進延長

第 2段目以降 580.-;-7.57=76.6m 

(12@6.00+2.572=74.572m) 

e.推進延長、管割り、中押し段数の決定

① 推進延長

(i) 元押し設備

① 100tf X 8台(理論上 570tf)

570-:--7.57 =75. 3m 

(12@6.00m+2. 572 =74. 572) 

② 150tf X 6台(理論上 640tf)

640-:--7.57 =84. 5m 

(13@6.00m十2.572ニ 80.572)

( ii) 中押し設備

① 50tf X 12台(理論上 500tf)

路線線形、立坑配置より推進延長~=

237.0mとし、設備力は次の通りとする。

元押しジャッキ 100tfX 8台

中押しジャッキ 50tf X 12台 X3段設置

②管割り

40.0+62.572X 2手交十74.527=239.716m

U-K 4.0m 1本

U-U 6.0m 38本

中間スリーブ管 3本 (2.572m/本)

参考(設備力の組み合わせによる最大推進長)

ケース 1 元押し 100tfX 8台十中押し 50tfX 14台 X3段

74.527+48.00+74.572X 2段ー271.581m

ケース 2 元押し 100tfX 8台+中押し 50tfX 12台 X3段

74.527 +40.00十62.572X2段=239.671m

ケース 3 元押し 100tfX 14台十中押し 50tfX 14台 x3段

80.572+48.00 X74. 572 X 2段ー277.716m

ケース 4 元押し 100tfX 14台+中押し 50tfX 12台 X3段

80.572十40.00十62.572X 2段一245.716m

以上よりケース 2の組み合わせとする。

元押しジャッキ配置計画 (sh1350) 

lOOtfX 8台 (O230) 

中押しジャッキ配置計画作1350)

50tf x 12台(再175)
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6.施 エ
本工事の施工順序は、次のフローチャート

に示す通りであり、施工状況を写真により示

す。なお、施工管理図に示すように非常に精

度よく工事は完了した。

ワ.あとがき

以上、埋設深さの深い本工事については、夕、、

クタイル鋳鉄管による推進工法を採用したこ

とは施工状況、地元対応、各種テスト結果か

らみて適切な選定であったといえる。

国営東播用水農業水利事業も、呑吐ダムが

試験たん水を開始し、昭和62年度には試験通

水を行い、昭和63年度供用開始に向け待望の

水を播磨平野に送るべく努力しているところ

である。

最後に、本工事を無事故で施工された工事

関係者および本工事設計に貴重なる助言をい

ただいた方々に敬意を表す次第である。

写真 1 立坑工(アースオーガ併用圧入工法)

写真 2 管推進工(刃口推進工法)
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写真 3 滑剤注入工

写真 4 中押工

写真 5 切羽の状況

ダクタイル鉄管 昭和62.5 第42号

写真 6 轟込め注入エ

写真 7 継手水圧試験

写真 8 立坑撤去
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押7c 540 520 500 480 480 460 600 580 560 540 560 560 540 540 520 500 580 560 560 540 540 520 600 560 560 530 520 540 540 540 560 540 520 480 400 370 360 320 290 320 305 260 
推進力の管理基準値

元押し、中押し共にジャッキの

将中I 

自己鐙言十函は、次の組合せとする。

推 320 320 320 320 320 320 320 330 340 340 330 330 330 330 340 330 320 330 330 320 320 320 尚元押しジャッキは、理論上の

40%増、中押しジャッキは20%
増しとする。

力 押中2 480 480 480 490 490 480 470 480 480 470 480 480 500 480 480 460 
1)元押し設僚

150tX 6台=卯Ot
(理言者上640t以下)

(tf) 
押中3 

2)中押し設倣

480 480 480 500 480 480 50tX12台=600t
(理蓄量上回以以下)

No.35 N口30 No.25 No.20 Nα15 No.lO No.5 No.2 

嘩混り皐
5雲 告 e ~正すL之:g士一s点三-J:三tE区-干h 害 害ち土 質

シルト

シルト

質砂レ ミ二三ダ

湧 水
無 有

少少 パ，ノ、 ，バノ、 少少 少少 少少 :t、 1ノ、 パJノ、 Jパノ、 ノ9;、バ，ノ、 少 少 ノ'J、ノd.、 少 少 1ノ、 ，パノ、 1;、 Jバ/、 /パ、:t、 パ'y、 ，パノ、 ノA、 ノパ、 少少 :t、:t、 少 少 ノ，j、 rノj、 少

酸素濃度(%) 21.0 20.8 20.8 20.6 20.6 20.7 20.6 20.4 20.5 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.1 19.8 20.2 20.0 19.9 19.8 19.9 19.3 19.4 19.8 19.4 19.9 19.9 19.8 19.4 19.6 19.4 19.2 19.8 19.6 19.4 19.4 19.6 19.8 19.4 19.6 19.4 
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技術~ートι三二

呼び径300鵬髄管による
長距離パイプ@イン@パイプ工事

について

1 .はじめに

当長浜水道企業団水道事業は、昭和36年度

に長浜市水道事業として、計画給水人口 6万

人、 1日最大給水量 1万5，000m" /目、目標年

次昭和55年度として計岡された。しかし、工

事着手前になって、近隣の近江、虎姫両町と

の共同事業案が成立、計画給水人口7万6，000

人、 1日最大給水量 1万9，000m3
/ 目、目標年

次昭和55年度に計画変更し、昭和38年度に長

浜、近江、虎姫上水道組合を設立、同年春業

に着手した。

事業は順調に進展し、昭和39年10月一部給

水開始、昭和42年 4月法改正により長浜水道

企業団と改称、昭和44年 1月、名越、布勢両

簡易水道を吸収し、昭和45年 3月創設事業の

完成をみた。

その後、昭和47、48年頃より水需要が増加

しはりめたために当初計画の拡張事業を早め

昭和50年度に計画給水人口 7万8，000人、 1日

最大給水量 2万8，080m" /日、計画目標年次昭

和56年度とし、琵琶湖総合開発計画に基づく

長浜水道企業団

工務課長 中川辰夫

技師前浜直樹

水源対策工事をも併せて第 1期拡張事業計画

を立案、昭和52年度より事業に着手、昭和56

年 3月完成、続いて 1日最大給水量4万4，100

m"/日、計画目標年次昭和65年度とした第 2期

拡張工事を施工中である D

今回、平方幹線において併 300X608mのパ

イプ・イン・パイプ工事を施工したので、こ

こに報告する口

2.配水幹線整備計画について

長浜水道企業団の配水管網は、約309km(昭

和60年度現在)であるが、最近の長浜市街地

の中心的地域が市域の東部に移行しつつある

中で、配水本管の多くは南北に敷設されてお
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り、東西の配水本管の敷設が必要となってき

Tこ一口

このような環境の中でルート選定中であっ

たが、水資源開発公団の琵琶湖総合開発に伴

い、湖水面が最大 2m現在より低下するため

に、長浜南部土地改良区の管理する農業用水

管では取水できなくなった。そして、新しく

取水地点を設け、新管が敷設され、旧管路は

モルタル充てんし廃止されることとなった。

旧管路(HPo 1000) 

この農業用水管は、呼び、径1000mmのヒュー

ム管で、昭和25~26年に敷設されたもので、

国鉄北陸本線、国道 8号線および同バイパス

などを横断している口この呼び、径1000mmヒュ

ーム管を利用できれば、軌道や国道下横断工

事の負担がなくなることに着目し、長浜南部

土地改良区と話を進め、無償で利用させてい

ただくこととなった。

3.パイプ・イン・パイプ工法採用に

ついて

前項の背景のもとに、次のような理由で本

工法を採用することとした。

(1) 本ルートは道路幅が狭く、市街地を通

過するため開削工法が採りにくい。

(2) 国鉄軌道横断、国道下横断部が管路途

中にあり、新たに推進工事を施工すれば

工事規模が大きくなり経済的負担も嵩む。

(3) 道路交通、付近住民への工事公害(騒

音、振動など)が少ない。

(4) 配水本管が既設ヒューム管で保護され

るため、維持管理面での効果がある。

(5) 非開削工法であり、短工期の施工がで

き、安全性、経済性に優れている口

(6) 付近の既設埋設物、構造物などに影響

を与える心配がまったくない。

このような点から、既設農業用水管を再利

用することにより施工性、安全性、経済性の

いずれの面からも、大きな効果が期待できる。

したがって、呼び、径1000mmヒューム管の中に

配水本管呼び径300、250mmを挿入するパイプ

.イン・パイプ工法を採用することとした。

4. 管種選定について

使用管種については、鋼管、ダクタイル管

について検討を加えたが、下記の理由でPII

形ダクタイル管を採用することとした。

(1) 鋼管は、溶接継手であるため、溶接部

の内面塗装に問題があり、将来腐食の心

配が残る口

(2) 長年月経過した既設管路は蛇行が予想

され、新管挿入時に追従できる継手待造

でなければならない D

(3) P II形ダクタイル管は、伸縮・可携性

および離脱防止機構を備えてわり、耐震

管路を構成し、将来の地盤変動対策とし

ても優れた性能を期待でき、維持管理が

容易である。

(4) P II形ダクタイル管は、 T形管と同様

の継手構造であり、水密性能が高く、接

合時間も短く、パイプ・イン・パイプ工

法用として開発された継手であるため、

施工性もよく短工期で施工ができる。

(5) 電気防食対策が不要で、ある口

(6) 管路更新工法としての実績も多く、信

頼性が高い。

などで、ある。

図 1 PlI形継手の構造図

セ、'Jトボルト ゴム輪 ノ受口

ヰー均一ーゴ~

PII形継手の性能

伸縮余裕量:50mm (再 300の場合)

許容曲げ余裕量:40 (再 300の場合)

離脱阻止力:45tf以上(再300の場合)

水密機構 :T形継手と同一機構

イ呆言正オ'()王:100kgf/crrf 

(管体、継手とも)
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5. 工事概要 開削部呼び径75~300mm A形

(1) 工 事名 呼び径1000mm既設管 (HP) 1種管

内呼び径300、250mmダクタ (5) 施工延長

イル管挿入工事 挿入部呼び径 300mm 609.3m 

(2) 工事場所長浜市平方町地先 。 。 57.3m 

(3) 工 期 自 昭和61年 8月5日 ~ 呼び径 250mm 24.8m 

至昭和62年 5月25日 開削部呼び径 300mm 68.1m 

(4) 使用管種 。 呼び径 250mm 36.0m 

挿入部 呼び径300mm P II形 b 呼び径 200mm 0.8m 

1種管 4m管 今 呼び径 150mm 31.5m 

挿入部 呼び径250mm T形 。 呼び径 75mm 1l.3m 

1種管 5m管 総延長 839.1m 

図 2 施工場所概略図

A </>300 Pllが300 PIP 

L =609.3m 

6.施 工

1 .管内調査

既設管は敷設されて40年近く経過してわり

当時の敷設環境からみでほぼ直線的に敷設さ

れているものと思われるが、経年変化により

不同沈下、あるいは管内面が劣化しているこ

とも考えられる D または、予期しない曲がり

部などが存在することもあり、管内調査を実

方包した。

調査の結果、新管の挿入に支障のあるよう

な変位、継手の段差、曲がり部などはなく、

当初設計の通り施工できることが確認された0

2 .管内清掃

既設管は、農業用水路のため琵琶湖の原水

A併300

PIP PIP 
A</> 300 P II再300M3∞AO250T</>250 A</>250 

.l.L 

国L主</>150L=8.9m 

8 J.L JL 

号
線

イ

ス

写真 1 管吊り込み状況
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を送水していたため、管底部に深さ 10cm程度

のヘドロが堆積しており、管内残留水も多い

戸斤で、j架さ 30cmほどあった。

ヘドロは、管挿入時に先端に溜ると挿入抵

抗となり、また、新管内に入り込むことも考

えられるので、これを除去するため管内を清

掃した。清掃の方法は、土のうにロープを取

り付け人力で数回引き出し、新管挿入に支障

を来たさない程度までヘドロを立坑内ヘ取り

出し、立坑よりパキュームカーで処分した。

3 .立坑の寸法、発進立坑のレイアウト

①発進立坑、中間立坑および到達立坑の

寸法を図 3に示す。

② 発進立坑のレイアウトは、図4に示す。

図 3 1L坑寸法

到達立坑 中間立坑

油圧ユニット

図4 発進立坑レイアウト

新管o300 P II形
油圧ジャッキ

4.新管の挿入

① 挿入力の検討

挿入力は、次式で計算される。

p=μxWxL 

= 0.5 x 0.0706 x 608 = 21. 7tf 

ここに、

μ:既設管と新管の摩擦係数

W:管の単位長さ重量

L:挿入長

したがって、余裕をみて 100tf油圧ジャッ

キを 1台使用することにした。

7，600 (幅2，500)

挿入結果は、最大挿入力 16.1tf、換算摩擦

係数0.37であった D

② 挿入本数台よび作業時間

挿入本数、延長は表 1、 1日当たり作業

サイクルは表 2の通りであった。

表 1 挿入施工結果

施工日 本数 延長 m

1 13 52 

2 19 76 

3 20 80 

4 20 80 

5 22 88 

6 20 80 

7 21 84 

8 17 68 

計 152 608 

平均 19 76 
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表 2 1日当たり作業サイクル

工種 時間帯 所要時間

作業準備工 8: 30~ 9: 00 30分

新管挿入工 9: 00~12: 00 180分

昼休憩 12: 00~13: 00 60分

新管挿入工 13: 00~18: 00 300分

後片付け 18 : OO~ 18: 15 15分

8: 30~18: 15 585分

したがって、新管挿入所要時間は

1日当たり挿入作業時間 480分

1本当たり挿入所要時間 25.3分

であった。

ただし、ロックリングは事前にセットした

ため挿入時間には含まない口

写真 2 管挿入状況

5.管の浮き上がり防止

新管と既設管の間隙には、土地改良区でエ

アモルタルの充てんをするので、新管が浮き上

がったり、蛇行したりするのを防止するため

に、木材(パタ角、桟木、キャンパーなど)で

図 6、写真 3に示すような要領で、管 1本当

たり 1カ所防止材をセットした。

なお、この防止材の搬入は、挿入新管に番

線で取り付けて挿入時に持ち込んだ D

図 5 浮き上がり防止材の搬入方法

既設管(H.P)

図 6 浮き上がり防止材の取り付け状況

既設管(H.P)

写真 3 浮き上がり防止材の取り付け状況

6園水圧試験

挿入完了した新管の水圧試験は、充水方式

による管路水圧試験を行った。

水圧試験要領の概要を、図 7に示す。

試験水圧はl1kgf/crrfで 5分間保持したが、

圧力降下などの異常は認められず、確実な施

工ができたものと判断された。

写真 4 水圧試験状況
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図 7 水圧試験要領の概要

継ぎ輪

7 .分岐

今回のパイプ・イン・パイプ工事の特徴は

長距離の挿入であったことと、途中に配水管

の分岐が呼び径150mm、100mmの 2カ所あった

ことで、ある口

分岐箇所を発進、あるいは到達坑とした場

え』
口、

(1) 交差点に大きな立坑を設置しなければ

継ぎ輪

ならない。

(2) 挿入設備箇所が増えるため、工事費が

割高となり、かっ工期が長くなる。

などから、予め小さな分岐坑を設置し、挿入

管が通過できるようにH鋼で架台を組んで、

新管を608m挿入した後、当該箇所の新管を切

断し、分岐管を取り出す工法を採用した。図

8にその方法を示す。

図 8 分蝶管の取り出し方法

① 立坑の設置および架台の設置

到達立坑 分岐坑 分岐坑 発進立坑

一 凶 l H 仁

② 新管挿入

到達立坑 分岐坑 分岐坑 発進立坑

正」 lム τ
③ 分岐管の取り出し

到達立坑 分岐坑 分岐坑

介-=>-6日

べ¥A継ぎ翰

A二受T字管

発進立坑
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8 .その他の挿入工事について

① 持300x 56m区間

住宅密集部についても、道路状況などか

ら同様に、 Pll形ダクタイル管によるパイ

フ.0イン・パイプ工事を施工した。

この区間は、 2日間で挿入を完了し、特

に問題はなかった。また、水圧試験は、立

坑前後および分岐管をも含めて充水、加圧

して実施したが、圧力降下などの異常もな

く施工できた。

② 1> 250 x 30m区間

この区間は、国道 8号線のバイパス横断

部であり、開削工法が採れないため既設管

をさや管として利用できることは大きなメリ

ットがあり、口千歪は/J、さいがノfイフ0 ・イン

.パイプ工法で施工した。

なわ、使用したダクタイル管は、 Pll形

管には呼び径 250mmがなく距離も30mと短

いのでT形管を挿入した。

この区間は、 1日間で挿入を完了し、特

に問題はなかった。また、水圧試験は立坑

前後わよび分岐管をも含めて充水、加圧し

て実施したが、圧力降下などの異常もなく

施工できた。

9.既設配水本管との連絡工法について

本工区の上流側は、呼び径 450mmの既設配

水本管と連絡したが、既設配水本管は断水す

ることができないため、再 450X併300の不断水

穿孔工法で施工した。

平方幹線の通水は昭和62年度となるため、

不断水連絡部の仕切弁は全閉にしている口

7. おわりに

長浜水道企業団では、前述したように配水

本管の東西幹線の整備が大きな課題であった

中で、長浜南部土地改良区の農業用水管の廃

止管を無償で利用できることは、あらゆる面

でメリットが大きく、配水本管を内掃する工

法、管種について種々検討してきた。

このような背景の中で、今回はじめてパイ

プ・イン・パイプ工法を採用し、なわかっ、

口径は小さいが608mという長距離であること

から、採用に当たっては他工法をも含めて慎

重に検討を加え、施工性、安全性、経済性、

将来の維持管理面などから、挿入工法用に開

発された Pll形ダクタイル管を採用すること

とした。

施工の結果は、大きな問題もなく順調に完

工できたことを報告するとともに、同様な計

画の参考になれば幸いである。

本工事に、多大なご協力をいただいた長浜

南部土地改良区の方々には、紙面を借りてお

礼申し上げる。
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灘の本とヒメマスを守る

下水道建設

はじめに

歌人九条武子に「王良好(ろうかん)の玉をと

かしていまだ足らず なに秘めたるや この

湖のいろ」と歌われた十和田湖は、その清j登

な湖水、湖周と唯一の自然流出である奥入瀬

渓流の景観が「十和田湖八幡平国立公園」な

らびに「特別名勝および天然記念物十和田湖

および、奥入瀬渓流J に指定されるなど、東北

はもとよりわが国の代表的な自然の景勝地に

なっている。

しかし、近年この地域の観光開発に起因し

て流入する汚水の増加などにより、湖の汚濁

が進み、自然保護および水質保全の観点から

1 .事業計画概要

1 .事業概要

青森県十和田土木事務所

下水道係長 毛内浩次

技 師米国勝浩

具体的な施策の実施が望まれていた。

このような状況をふまえ青森・秋田岡県は

昭和55年度から十和田湖特定環境保全公共下

水道事業を実施してきたところ、昭和61年度

に建設省から事業の緊急性を認められ、「神秘

な湖水とヒメマスを守る下水道」と銘打つた

モデル下水道事業が採択された。こうした中

で第 1期計画は昭和65年度を目標に現在工事

が進められている。

この報告書は、モデル下水道事業の計画概

要と青森県側で実施されている管きょ工事の

一部について報告するものである。

事業主体・………...・ H ・-青森県、秋田県(関係町:十和田湖町・小坂町)

計岡面積・・・・…...・ H ・....236ha(青森県134ha、秋田県102ha)

計画人口・……・・・・……'65，000人(青森県58，000人、秋田県7，000人)

計画汚水量...・ H ・..……9，500m'/日(日最大) (青森県7，400ぱ/目、秋田県2，100m'/臼)

幹線管きょ延長………約20.4km (①100~①700) 
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中継ポンプ場・……・….11カ所

浄化センター・・….......1カ所(青森県十和田湖町大字奥瀬字十和田地内)

浄化センタ一面積・・・・・・4.98ha

処理方法................・・標準活性汚泥法

事業費…・・・・・・・………・・全体計画 約 100億円

認 可 計 画 約70億円(第 1期 計 画 約65億円)

計画年次・・・・…・・・……・・全体計画 昭和70年度

認可計画昭和67年度(第 1期計画昭和65年度)

昭和62.5 第42号

2.計画汚濁負荷量および水質

観 光 客 定住者およ
項 目

び従業員 市*~ メ口b、 備 考
野営場 宿泊客 日帰り客

日最大人口 1，950人 12，360人 47，690人 2，700人 64，700人

1人1日当たり 日平均 100 350 22 300 

汚水量 日最大 130 470 30 400 

(Rj人・日) 時間最大 390 1，410 90 1，200 

BOD 58 58.9 19.2 69 

1人1日当たり COD 29 23.3 7.0 34.5 

汚濁負荷量 ss 52 31. 7 9.8 62.1 

(g/人・日) T-N 12.4 11.1 3.1 13 

T-P 1.9 1.4 0.28 2.2 

BOD 580 168 873 230 ※ 268 
地下水水質は 0

COD 290 67 318 115 ※ 107 とする。※は平火
質

期最大(最悪水ss 520 91 445 207 ※ 156 
(mg/ R) 

T-N 124 32 141 43 ※ 48 質)汚水量7，239

T-P 19 4 13 7 ※ 6 
ぱ/日

汚 水量 254m'/日 5，810m'/日 1，431m'/日 1，080m'/日 ※9，433ぱ/日
※地下水量

BOD 1l3kg/日 728kg/日 916kg/日 186kg/日 1，943kg/日 858m'/日
日最大発生 COD 57kg/日 288kg/日 334kg/日 93kg/日 772kg/日

負 荷 量 ss 101kg/日 392kg/日 467kg/日 168kg/日 1，128kg/日

T-N 24kg/日 137kg/日 148kg/日 35kg/日 344kg/日

」工了P I 4kg/日 17kg/日 13kg/日 6kg/日 40kg/日
1-

3園施設計画

(1)幹線管きょ

認可計画
区 間 /エ¥ 体 計 画 備 考

青森県 秋田 県

休 屋~宇樽部幹線 ①300~①700mm 高句L=4.6km L= 4.6km L =4.6km 共同施設

子ノ 口~ 宇樽部幹線 ①110~①400mm 約L=6.0km L= 5.7km 

計 市句L= 10.6km L = 10. 3km Lニ 4.6km

大川岱~休 平幹線 ①150~①300mm 高句L=9.8km L=4.2km 

計 高句L=9.8km L= 4.2km 

メ口〉、 計 約L=20.4km L = 10. 3km L=8.8km 
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(2) ポンプ場

施 設 名 fエ¥ 体 計 画
認可計画

備 考
青森県 秋田県

休屋第 1ポンプ場 揚水量4.50 m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台) 共同施設

休屋第 2 ポンプ場 揚水量4.50m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台) 。
休屋第 3 ポンプ場 揚水量4.50m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台) ク

子 ノ口ポンプ場 揚水量0.8ぱ/minポンプ2台(1台)

宇樗部ポンプ場 揚水量2.2m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台)

大川岱第 1ポンプ場 揚水量0.9rrf/minポンプ2台(1台)

大川岱第 2ポンプ場 揚水量0.45m"/minポンプ3台(1台)

鉛山第 1ポン プ場 揚水量0.9m"/minポンプ2台(1台)

鉛山第 2ポン プ場 揚水量0.45ぱ/minポンプ3台(1台)

発 荷 ポ ン プ場 揚水量0.9m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台)

中ノ平ポンプ場 揚水量0.9m"/minポンプ2台(1台) 2台(1台)

( )は予備

(3) i争化センター

施 言受 名 fエ¥ 体 計 画 認可計画 備 考

管 E里 本 健 1 キ東 1 干東 共同施設

建築施設 目見 オく 機 ネ東 1 棟 1 棟
ー

ケ ーキヤード 1 棟 1棟(瞥定分棟) /_， 

水 処理上屋 1 式 1 式 。
最初沈でん池 4~也 矩形射流式 2 j出 ク

エアレーションタンク 8池 旋回流式 4 池 イシ

水 処理施設 最終沈でん池 4 ~.也 矩形射流式 2 池 今

消 ~邑手 方首 舌ロ凡リι 定量ダイヤブラムポンプ3台 3 i口二、 /_， 

砂 ろ過設備 4 基 2 基 ク

汚 水 貯 留 槽 2 槽 1 槽 イシ

汚泥濃縮槽 1 槽 1 槽 イシ

汚泥貯留槽 4 槽 1 槽 /_， 

汚泥処理施設
脱水設備 2台 遠d 1 ぷ口二、 か

目覚 臭 言受 備 1 式 1 式 今

放流施設 放流きょ
浄化センター~相坂川十和田橋

/_， 

①300~①500mm L=約18.6krn L=高句18.6km

2.管きょ工事

1 .施工範囲

本報告書は、認可計画(第 1期計画)にある

汚泥圧送管 (L= 20.4km)、浄化センターから

の処理水放流管 (L= 18. 6km)のうち、子ノ口

および宇樽部ポンプ場からの汚泥圧送管 (L=

4.6km)と処理水放流管 (L=5.2km)について、

昭和61年度に施工した管路工事について報告

するものである。

泥圧送管を建設する必要性はない。しかし汚

泥圧送管は小口径管であり、処理水放流管と

同一レベルで敷設が可能なことにより、将来

工事の手戻りがないように今回同時施工とし

第 1期計画における処理区域は休屋地区の

みである。このため子ノ口、宇樽部ルート汚

た。

2.汚泥処理水の輸送方式

この計画処理区域(休屋地区)は、十和田湖

に流入する河川に発達した扇状地にあり、集

落地内の地表面こう配は大きいが各地区間地

盤高さに大差がなく、かっ各地区聞を結ぶ道

路は起伏が大きい。このため汚泥輸送管路は
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各計画処理区域に中継ポンプ場を設けた圧送

管路とした。したがって、中継ポンプ場の数

は11カ所にも及び、管路延長の割合には多く

1カ所当たり 2.55kmの割合になっている D

また、この計画処理区域の地域特性として

夏期、秋期の観光シーズンと冬期の流入汚水

量の変動がきわめて大きい(観光シーズンの

ピーク時9，500rrl/日、冬期1，700rrl /日)。この

ため、処理施設が負荷変動にも強い処理方式

を要求されるのと同時に、管路についても維

持管理が容易で¥かっ、安全な管材の選定が

設計上の重要なポイントであった口

ポンプ場

子ノ口ポンプ場

宇樗部ポンプ場

(ロ)処理水放流管

標高差の小さい処理場から子ノ口橋間約

5.6kmで、自然流下が可能なように呼び径を

決定した。

標高差一(浄化センター放流水位)- (子

ノ口橋下流最高地盤高)

=431.50-406.83キ24.7(m)

損失水頭と標高差のチェック

損失水頭(ムh)ニ 1.L 

1 :動水こう配

(Hazen-Williamsの公式)

1 =10.666・C-1.85.D-4.87・Q1.85

C:流速係数 130 

D:呼び径 (m)

Q:流量 0.1074(rrl/sec) 

L:距離 5，600(m) 

よって放流管の呼び径は 350mmとする。こ

のときの流速 (V)は

0.107 
V =相 =1. 12(m/sec)である。τX O. 352 

処理水放流きょは、宇樽部ポンプ場と休屋

第 1ポンプ場のほぼ中間で、標高のもっとも

高い地域に位置する浄化センターから、子ノ

口を通り奥入瀬渓流に沿って国道102号、 103

号線に埋設し、十和田橋に自然流下にで放流

する。ただし、管敷設高は動水こう配線より

低いため、管は有圧管路となる。

3 .管径の決定

(イ) 汚泥圧送管

固形物の沈でんを防止するため、管内流

速1.00m/sec程度を目標にして呼び径を決

定した。

3. ダクタイル鋳鉄管の採用経緯

1 .各管種の比較

通常圧力管でよく使われる管種は、

(1) 硬質塩化ピニール管(以下VP)

(2) 鋼管 (以上SP)

(3) ダクタイル鋳鉄管 (以下DCIP)

で、ある。

V Pは他の管に比べて管材料費が安く、管

重量が軽いことから施工性に優れているとい

える。一方安全性においては衝撃に弱く、温

度低下によるぜい化があり、他の管種より安

全性に劣る。また、今回敷設場所が国道103号

線であり、道路管理者の埋設許可が取りにく

いこと、放流管路、圧送管路は下水道施設の

メイン施設であり、安全性を重視して VPの

採用は避けた。したがって SP、DCIPにつ

いて下記地域特性を考慮してその特性を比較

した。なお、 DCIPについては日本下水道協

会規格 iJSWAS G-1Jを比較対象とした口

〔考慮すべき地域特性〕

1.山問、寒冷地であり、積雪も多いため

施工期間が限られる。

2. 湖岸、沢筋に沿って配管するため継手

に柔軟性が必要で、ある D

3. 管埋設場所は自然環境が厳しいため事
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故が少なく、維持管理が容易であること。

〔内外庄に対する安全性〕

引張り強度、伸び率、降伏点ともほぼ問 U

値を示し優劣はつけ難い。 DCIPの継手の水

密性についても JSWAS G-1では「管体強度

と同等」とあるので問題はない。

〔防食性能〕

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物を有しており、かっ、

水質が不安定であり、多量の有機物など溶解

質を含んでおり、防食性能には特別の配慮が

必要であると考えた。この点において SPは

小口径管の場合、内面塗装が困難で、ある口夕、、

クタイル鋳鉄管については汚水によるゴムの

老化が懸念されたが、生し尿、汚水、処理場

水などの浸責試験データーを調べたが、 SB

R系ゴムがもっとも優れた性能を示して台り

rJSWAS G-1J規格のゴム輪は問題はないと

思われた。

また、腐食性がもっとも強いといわれてい

る海水の輸送用パイプとして、モルタルライ

ニングを施したダクタイル鋳鉄管が多くの実

弟責を有するところから DCIPのモルタルライ

ニングは長期の耐久性を有するものと考えた。

〔施工性〕

SPは現場溶接のため、熟練した溶接技術

者が必要で、あり、工事は複雑な工程を要する

ため工期がかかる。 DCIPは雨天、湧水など

の悪条件下でも施工は容易であり、接合は簡

単であり、接合後直ちに埋め戻しができる。

このため工期の短縮を要する施工条件下での

工事に適する。

〔経済性〕

DCIPは管材費、工事費とも SPに比し安

{面で、あった。

〔総合判定〕

上記工事条件、管性能を考慮した結果、汚

泥圧送管路として多くの実績があり、施工性

の優れたダクタイル鋳鉄管を採用することと

した。

2圃夕、クタイル鋳鉄管の接合形式

rJSWAS G-1JにはA形、 K形、 T形、 U

形、フランジ形が定められている。下水圧送

管にはK形管が使われることが多いが、今回

は直線配管が多いこと、経済的であること、

施工性がよいことから直管はT形を、異形管

については呼び径250mm以下はT形、 300mm以

上はK形を採用し、異形管の前後の継手には

離脱防止金具を使用した。

3 .管厚決定

1 )計算条件

岩盤地帯では、岩盤に直接支持されること

を想定し、管底支持角度を 0度として、下記

条件にて管厚計算を行った。(以下、径び径350

mmの例をあげる)

日子び、千歪 350mm 

静水圧 2.9kgf/cm

街水圧 2.9kgf/cm (静水圧の100%)

土かぶり 1.2m 

路面荷重 20Tonトラック 2台同時通過

地盤条件 堅固な地盤に管をのせる

2 )管厚計算式

JSWAS G-1の解説のダクタイル管管厚計

算式に準ずる口この計算式は静水圧、水撃圧

土かぶり、路面荷重を同時に考慮し、かっ、

静水圧に対して2.5、水撃庄、土かぶり、路面

荷重に対して 2の安全率を見込んでいる。

また、腐食に対する余裕代 2mm、鋳造上の

余裕代10%(最低 1mm)をも見込んでいる。

1.25Ps+Pd十j(1.25Ps+Pd)2 +8.4 (KfWf+KtWt) S 
XD 

2S 

T=1.1X(t十 2) (t+2孟10mmの場合)

(t+2く 10mmの場合)

m

m

 

m

m

 

厚

厚

管

管

1

味

称

+

正

公

円乙什

t

T

一一

正味管厚に腐食代、鋳造上の余

宇谷を加えたもの

PS 静水圧 kgf/cm 

Pd :水撃圧 kgf/cm 

Kf 土かぶりによる土庄分布によっ

て定まる係数
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Wf:土かぶりによる土圧 kgf/crrf 

Kt .路面荷重による土圧分布によっ

て定まる係数

Wt 路面荷重による土庄 kgf/crrf 

土かぶりによる土庄分布

S:ダクタイル鋳鉄の引張り強さ

kgf/crrf 

D:呼び径 mm 

土圧分布および係数 Kf、Kt

土庄分布を下図のように仮定する口

路面荷重による土圧分布

2() :管底支持角

このとき、係数 Kf、Ktは次のようになる o

Kfの{直

3 )計算結果

(イ) 土かぶりによる土圧 (Wf)

土かぶりが浅い場合は垂直公式を用いる。

垂直公式

Wt=γH 

=1.8 X 10-3 X 120 =0. 216kgf/ crrf 

γ:土の単位体積重量

y = 1.8 X 10-3kgf/ crrl' 

H:土かぷり

H=120cm 

(ロ) 路面荷重による土圧 (Wt)

ブーシネスク式と用いる。

Wt= 1. 5・α.p

=1. 5 X 4.14 X 10-5 X 8000=0. 497kgf/crrl' 

α:管呼び径、土かぶりにより定

まる係数

350mmで土かぷり 1.20mのとき

α=4.14X10-5cm-2 

p: トラック 1台後輪重量 kg 

4 1 
p=一 X = u (u :トラック重量)

5 2 

付管厚

4 1 
=-Xー X20，000=8， OOOkgf 

5 2 

本条件の場合は、管底での計算の方が厚

くなる。

(1. 25 X 2. 9十2.9)十J(1. 25 X 2. 9+2. 9)2+8.9 X(O. 433 X O. 216+0. 011 X 0.497) X 4200 
X350 

2 X 4200 

一2.75mm :.T=2.75+3.00ニ 5.75mm
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したがって、 3種管(T=6.5mm)を用いれ

ば、強度的には安全である。

じ) たわみに対する検討

i )土かぶりによる垂直たわみ (ov) 

Wf.R4 

Ov=K'一一-. -- E・土

0.216 X17 .54 

=0.122 X 句

~ O. 55~ 
1.6X106x一一一一一

12 

ニ O.l11cm=l.11mm 

R:管半径

35 
R=一一一17.5cm

2 

E:ダクタイル鋳鉄の弾性係数

E =1. 6 X 106kgf!cm 

1 :慣性モーメント

1=土1二=主竺3

12 12 

k:土庄分布により定まる係数

前述の土圧分布のとき、次のようになる。

ii )路面荷重によるたわみ (Ov')

Wt.R4 

Ov'=0.03・ー」一一一
E.I 

0.497 X 17.54 

=0.03 X ~ __ _ 
~ 0.55話

1.6x10"X一一一一一
12 

= 0 . 063cm = 0 . 63mm 

合計たわみ

δ=Ovートov'=l.11+0. 63=1. 74mm 

これは管呼び径の0.5%に相当する。モルタ

ルライニングにヘアクラックが入るのは、呼

び径の 3%以上たわんだ場合であり、呼び径

の0.5%のたわみでは問題はない。

管敷設断面

掘削工

したがって、上記計算の結果、 3種管と決

定した。

4.施工

1圃管の基礎

管を敷設する場所は十和田湖、奥入瀬渓流

に沿って築造された国道102号、 103号線であ

り、地質は複雑に変化している。

ダクタイル鋳鉄管は管体強度が優れている

ため、通常地盤では管基礎は設けなかった。

岩盤掘削箇所は、管厚計算の結果では管の支

持角がO度でも 3種管との結果を得ていたが

岩盤凸部が管底に当たり集中荷重を生じ、管

一般部

1/30 

掘削工(粘性土)

FIll+177J 

出
総
豆
轄
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の損傷を起こす危険があるので安全のため10

cmの砂基礎とした。

また、粘性土地盤のN値は 2~3 と低く、

T形管の施工を容易にするため岩盤掘削箇所

と同様の管基礎を設けた。

2 .空気弁室

空気弁は排気、吸気の性能のよい急排気型

の空気弁とした。さらに空気弁がゴミなどで

作動不良になることも考えられるので、スト

レーナ付き空気弁を設置した。また、空気弁

室はストレーナの清掃ができる大きさにし、

空気弁室の鉄蓋内面には凍結対策として発泡

ウレタンフォームを日欠きイ寸けた口

3 .許容曲げ角度

複雑な地形では、継手部で曲げ配管を余儀

なくされた。ダクタイル鋳鉄管の許容曲げ角

度は、

持350 (K形): 4050' 

併300(K形): 3020' 

ct 200 (T形): 5
0
00' 

併100 ( T T) : 50 00' 

とあるが、上記の値の苑以下の曲げ角度で施

工できた。

5. あとがき

T形ダクタイル鋳鉄管の採用ははじめてで

あったが、水圧テストも無事終わりこの管種

選定に自信を深めている。

汚泥輸送方式は基本的にはポンプ圧送であ

るが、起伏の多い特性を利用し一部自由水面

を持つ、自然流下方式の予定地もある。しか

しながらこの方式は土工量が多く、パイプの

呼び径も大きくなり、必ずしも経済的とはい

い難いところもある。また、「閉鎖系水域であ

る十和田湖への汚水流入を許さない」とする

事業の基本方針からみても、安全性について

再検討-を考虚中である。

以上、下水道事業計画の概要とダクタイル

鋳鉄管の採用経緯を中心に、 T形ダクタイル

鋳鉄管の使用例を簡単に紹介した。この下水

道事業の第 1期計画は昭和65年度の運転開始

を目標に事業を実施中であるが、本事業の完

成により国の宝である十和田湖の清澄な湖水

が永遠に守られることを願うものである。
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太関が夢を馳せた台地で

ダクタイル管による簡易水道事業

1圃はじめに

「太閣が呪みし海の霞かな」・・・月斗。文禄・

慶長時代の朝鮮出兵の折、太閤秀吉が前進本

拠地として築城した名護屋城~太閤が抱いた

夢や光定のロマンを秘める古城である。鎮西

町は、この太閤ゆかりの名護屋城跡のほか、

多彩な観光名所が点在する風光明婿な所であ

る。

本町は、佐賀県の北西部、唐津市より西ヘ

16kmの所に位置する。北西面に玄海灘を抱き

人口は約8，500人、総面積は39.17knfで、その

約70%が丘陵地や山で形成されている。

本町の基幹産業は農・水産業であり、特に

本町北部は農業振興計画に基づき、酪農業を

中心とする農村モデル地域を形成している。

また、観光地としても年間約65万人の観光客

が訪れる名護屋城跡および数々の武将陣屋跡

の名所旧跡や美しい海岸線を有する玄海固定

公園がある。同公園内には全国的にも珍しい

海中展望塔もあり、海中散歩が楽しめ、夏に

はキャンプ地・海水浴場としてにぎわう町で

佐賀県鎮西町水道課

ある。

課長

技術技監

世戸靖治

中園六人

この地方は、「上場(うわば)台地」と呼ばれ

る玄武岩台地を地盤に持ってわり、雨量も少

ないことから河川|はあまり発達していない口

今回事業を実施した打上地域は、この上場台

地開発地域の小集落が点在する所である。こ

の地域は未給水区域で、住民は今まで浅井戸

や谷間水を飲用水などに利用していたのであ

る。しかし、夏期にはこれらの水は底をっき

渇水に悩まされることも多く、水道施設の建

設が急がれていた。

以下に、本事業の概要と管種選定などにつ

いて紹介し、みなさまのご参考に供する次第

である。

2.事業概要

これまで本町の水道施設は、昭和30年度に

名護屋簡易水道が設置され、その後昭和42年

度に離島地域にも施設が完成した。しかしな

がら、打上地域は前述の通り、未給水地域で

夏期には渇水に悩まされていた。今回の打上
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簡易水道事業は、この区域に簡易水道を建設

することにより、豊富な飲料水の供給を行い

環境衛生の改善、生活文化の向上に寄与し、

さらに防火施設の完備により住民の生活安定

をはかるものである。また、同事業の完成に

より、本町の水道普及率はほぼ100%に達し、

121世紀に向かいさらに大きく羽ばたく鎮西

岡JJをめざしている口

事 業 名:鎮西町打上簡易水道施

設整備事業

総事業費:約四億円

事業年度:昭和58年度~60年度

給水 区 域 : 鎮西町行政区域のうち

14区域(町総面積の約

60%を占める)

計画給水人口:3，860人

1日最大給水量:1，274m'/日

3.施設の概要

各施設はいずれも自動制御による無人運転

ができるシステムを構成しており、役場水道

課のデーターロガー装置と直結している。

(1) 取水施設

@湯川表流水 1，400ぱ/日

(2) i争水施設

@原水貯水槽 4，200ぱ 1池

図 1 夕、クタイル管配管ルートおよび給水区域
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@活性炭反応槽 19.6m' 3 ~-lli 

@急速ろ過池 9.15:rn 2i也

.i争 オく i也 94rrf 1 i也
@薬 j主 室 1 キ東

@そのイ也;争オ℃言受備: 1式

(3) 送水施設

@送水ポンプ 3台

横型多段渦巻ポンプ

0.442rrf/min X 180m X 30kw 

写真 2 配水池容量:339m 

ダクタイル鉄管

(4) 配水方笹設

@配水池 3 ~也

@調整池 8池

昭和62.5 第42号

(5) 集中管理センタ- 1棟

(6) 管路施設(ダクタイル管)

@導水管持 200X522m

@送水管持 150X1， 960m 

@配水管併 200~ 併 75 X 2， 252m 

@消火栓 99基

写真 1 浄水場全景

写真 3 調整池容量:25m 
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写真 4 水賞計

(7) そのイ也

当給水区域は丘陵地であるため高低差が

大きく、その差は約 170mにも及ぶが、減

圧弁を用いず配水池、調整池を合計11池設

けることにより自然流下方式で給水する。

写真 5 中央監視室

写真 6 データーロガー装置

図 2 水位系統
ロ1
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(凡例)

Eヨ:配水池

I !Ef5e I :調整 j也

君---長 :ポンプ圧送

一一一一~自然流下
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タイル管のK形呼び径 150mm及び、75mmとし4.管種選定条件

パイプラインは生命線でもあるので、その

選定には特に留意し、次のような条件のもと

に管種の選定を行った。

①町内に採石場があり、その搬出入で

多くの大型トラックが往来する道路に

敷設されるため、その振動や荷重に十

分耐えられる強度を持っていること。

② 山間部での配管では屈曲個所が多く

なるため継手性能がよく、施工性にも

イ憂れていること。

③管路が広範囲にわたるため事故が少

なく、維持管理が容易であること。

④ 高水圧 (lSkgf/cni)に管体、継子部と

もに十分に耐えられること口

⑤耐久性に優れていること口

⑥地盤の変化に柔軟に追従できること。

⑦埋め戻しに在来土の使用が可能で、あ

ること。

⑧耐震性をも有していること。

5鋼管の仕様

諸条件を勘案のうえ、それぞれについて技

術検討を行い、以下のような仕様とした。

(1) 導水管

「耐久性」にもっとも重点を置いてダク

タイル管のK形呼び径200mmとした。

(2) 送水管

「高水圧J にもっとも重点を置いてダク

た。

(3) 配水管

国道、県道にはダクタイル管のK形呼び

径200~100mm及びT形の呼び、径75mm を使用

した。

ダクタイル直管はJIS G 5526の 1鍾管

内面モルタルライニングとし、夕、、クタイル

異形管はJIS G 5527、内面はエポキシ樹

脂粉体塗装とした。

(4) 異形管防護

送水管路はコンクリートブロックによる

ものとし、導水管路および配水管路は特殊

押輸を用いることとした。

6.管の敷設

管を敷設する場所は国道、県道、町道およ

び農道にわたるが、管の標準土かぶりは次の

ようにした口

国道、 県道・・…・・・・120cm

町道、農道...・H ・ ..60~100cm

なお町道、農道に限り埋め戻しに在来土を

用いた。図 3にその一例を示す。

施工技術の向上と安定を目的として実技指

導などの講習会を10凹にわたり実施し、関係

者全員でその技術の習得を行った。

なお山間部における施工では、当初の予想

通り岩盤が多く、その破砕を行いながらの難

工事となった口

図3 町道地内配水管敷設例
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写真 7 岩盤掘削

写真 8 呼び径150mm敷設

写真 9 異形管防護のコンクリート打ち

写真10 111/4。ベンド

7.むすび

このたびの打上地域での簡易水道事業の完

成により、全町民の長年の悲願であった町民

皆水道の夢が達成された。このことは住民の

生活環境の向上だけでなく、鎮西町全体の活

性化と発展に大きく寄与するものと期待され

る。

今後はさらに水道ライフラインの充実のた

めに、離島を含め町内に散在する施設問に連

絡管を敷設することおよび原水貯水量のアッ

プなどについての検討が必要と考えている口

最後になったが、本事業が予定通り竣工で

きたのは構想計画の段階から設計、施工へと

すべての面において関係各位の多大のご協力

とご指導の賜物であり、本誌をわ借りして厚

くわ礼申し上げる。
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