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国道302号東北部共同溝におけ
る呼び径1350mmダクタイル鉄管
入溝工事について

名古屋市水道局

建設部
　建設課エ務係
　　　　　　　　　　　　　　黒田　松司
　建設工事事務所　工事第2係
　　　　　　　　　　　　　　高村　美根男

　最近は、量的にも質的にも「安全でおいしい水」を供給する傾向にあ
る。とりわけ、施設の安全性を一層強化し、老朽化した基幹施設の整備
を図り、施設間の相互連絡のため送配水幹線の整備を進めている。名古
屋市においても、共同溝建設にあわせて共同溝への入溝工事を行った
が、この工事にダクタイル鉄管が採用された。本論では、湿度が常に高
く、結露しているためにポリエチレンスリーブで被覆して腐食防止をし
たが、今回の工事は搬入口ごとの入溝延長も比較的短く、順調に施工で
きたと結んでいる。

沖縄宮古島～来間島を結ぶ来間
農道橋1.7kmに呼び径300mmダク
タイル鉄管を添架

沖縄開発庁沖縄総合事務局

宮古農業水利事業所

　宮古地区は砂糖きびなどの畑作物を栽培しているが、かんがい施設が
皆無に近く、干ばつの被害を被ってきた。本論では、地下ダムを海底送
水管で送水する計画であったが、農道橋が建設されたため、この橋に添
架管を設置するよう計画変更され、施工性、維持管理、経済性、耐用年
数などを考慮してダクタイル鉄管を採用したと述べている。そして、日
本一の農道橋に添架された呼び径300mmのダクタイル鉄管は、施工性の
よさも相まってスムーズに作業が進歩したと結んでいる。

小野市における石綿セメント管の
更新事業について

小野市

水道部　工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　小寺　高光

　昭和35年12月に事業認可を受け、38年4月より給水を開始して以来、
平成5年3月現在、給水区域内人口に対する普及率は99.9％である。しか
し、創設当初から布設された石綿セメント管は老朽化が進み、施設整備
が緊急課題となった。この石綿セメント管更新については、ダクタイル
鉄管が採用されたが、高水圧、耐衝撃性、実績などを考慮して選定した
と述べている。昭和60年度にスタートした更新事業も、平成11年には石
綿セメント管はゼロになる予定である、と結んでいる。

1994年 No.57
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淡路島津名町のダクタイル鉄管
による簡易水道の整備

兵庫県津名郡津名町

水道課
            　  課長      　江原　義雄
          　　　課長補佐  新居　茂夫

　昭和46年度に簡易水道が創設されて以来、南部簡易水道施設は4ヵ所
の深井戸を水源とし、送配水管として石綿セメント管が主であった。し
かし、石綿セメント管は耐久性や強度に問題があり、次世代へよい施設
を残すことを優先して、維持管理が容易で水密性があり、耐用年数が長
く強靭なダクタイル鉄管が採用された。老朽石綿管を更新して、ダクタ
イル鉄管を使用したので、漏水の激減によって有収率も向上し、異常渇
水時でも安定給水が期待でき、平成7年度の竣工をめざして鋭意事業推
進中である、と結んでいる。

臨海部の軟弱土層への耐震用
GSS形ダクタイル推進管の採用
事例（呼び径500mm、700mm）

東京臨海副都心建設株式会社

前建設部建設第2課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　松井　邦恭

　東京都では、現在未来都市として臨海副都心を建設中で、それを基盤
面から支える質の高い下水道施設の建設を進めている。本論では、汚水
の自然流下管路構築に採用された耐震用GSS形ダクタイル推進管の採用
事例を述べている。なお、GSS形ダクタイル推進管が採用された理由と
して土圧に耐え、伸縮・屈曲性があり、長距離推進ができるなどである
が、施工によってこの種のパイプは継手の持つ特性がよく生かされ、有
効であったと結んでいる。
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イル鉄管
名古屋市水道局建設部

建設課工務係黒田松司

建設工事事務所

工事第 2係高村美根男

1.はじめに

本市の水道は、木曽川の清く豊かな流れに恵

まれ、大正3年9月に鍋屋上野浄水場から給水を

開始して以来80年の歴史を築いてきた。

最近では、質的にも高い水準の水道が求めら

れ、量的にも質的にもより一層「安定した給水サ

ービスJを確保するとともに、「安全でおいしい

水」を供給していく必要がある。

とりわけ、安定給水の確保と地震など、災害に

対する施設の安全性を一層強化するため平成4

年度からは「水道基幹施設整備計画jにしたがい

浄水場をはじめ老朽化した基幹施設の整備を図

るとともに、浄水場聞や配水場開の相互連絡の

ため送・配水幹線の整備を進めている。

現在、春日井・黒石・名西の各送・配水幹線の布

設計画を立て工事中であり、鳴海配水場への送

水を目的とした黒石送水幹線は、国道302号東北

部共同溝への入溝を共同溝建設に同調して施工

する工事・である。

この入溝工事は、建設省の共同溝整備計画に

あわせて入溝計画を立て、呼び、径1350mmダクタ

イル鉄管による水道管路を建設するもので、今

回、入溝予定区間の一部を施工したので、その概

要を報告する。(図I参照)

2.入溝計画

黒石送水幹線の共同溝入溝予定区間の基本的

な建設計画は、次の通りである。

(1)共同溝標準断面

東北部共同溝は、水道のほかに電力ケー

ブル・電話ケーブルが入溝を予定している。

(図2参照)

なお、通常共同溝は企業ごとに隔壁を設け

個室となっているが、東北部共同溝では、占

有面接の有効利用のため、電話ケーブルと

水道管路を同じ個室内に入溝することとし



国道302号東北部共同溝における呼ひや径1350mmダクタイル鉄管入溝工事について

図1 黒石送水幹線ルート図

図2 共同溝標準断面図

①猪子石共同溝 ②名東(1 )共同溝
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8 ダクタイル鉄管

た。

(2)標準内空寸法

通常、内空寸法は呼び径・施工性・維持管

理などを考慮、して、次を標準としている。

(図3参照)

(3)材料搬入口

共同溝完成後、入溝工事を行うに当たっ

て、鉄管材料・施工資器材を搬入するために

平成6. 10 第57号

必要な施設である。

設置間隔は、原則として300m程度に1カ

所としている。また、その設置位置について

は、将来の入溝計画とあわせて中央分離帯・

緑地帯などの道路施設位置とし、入溝施工

性・維持管理を考慮するとともに、建設省と

協議して決定している。(図4参照)

鋳鉄管

図3 標準内空寸法〔鋳鉄管(メカニカル継手)) 

(4)平面線形

入溝中心線の折れ角最大値は、平面角

22i。とし、平面線形における折れ角は、

22j0・11j0・5;。の3種類としている。

(5)縦断線形

縦断線形は、入満時の施工性などを考慮、

し、極力水平に近いこう配とする。

地形・埋設物などからやむを得ずこう配

をつける場合も、平面線形と同様の折れ角

としている。

3.工事概要

今回の入溝工事は、東名阪自動車道建設工事

に同調して施工したため、工期・工程などの制約

があった反面、占用作業帯の確保が容易となり、

入溝工事も比較的効率よく施工できた。

材料搬入口

G. L 

L 

縦断方向

工事の概要は次の通りである。

(1)施工場所および期間

①名東区香南一丁目(猪子石共同溝)

平成5年4月 1 日 ~5年8月 31 日

②名東区社台三丁目(名東(1 )共同溝)

平成5年4月 1 日 ~5年8月 31 日

(2)布設内容

・呼び径1350mmU形ダクタイル鉄管(3種

4m管)~290m 

-呼び径1800mmU形ダクタイル鉄管(3種

4m管)~20m

(3)外面塗装仕様

亜鉛系プライマーを約20μm塗装したあ

と，]V¥川町A K 139-92(水道用ダクタイ

ル鋳鉄管合成樹脂塗料)の二液性エポキシ

樹脂塗料(黒色)を200μm以上塗装する。
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(4)使用搬入口

2，650mm X 5，000mm-3カ所

(5)縦断線形

(図5・6参照)
工場雨、

図5 縦断図(①猪子石共同溝)

や 1350~80m

一一

図6 縦断図(②名東(1 )共同溝)

や 1350~210 m 

4.施工

(1)搬入口関口工事

軽量鋼矢板にて土留を行い、搬入口を確

保した。また、掘削箇所の周辺は、単管パイ

プで安全柵を設け、作業終了後は防護ネッ

トで安全養生した。作業員の出入りは、搬入

口に作業路の確保が難しいため、近くの換

気口を利用した。

今回の入溝工事に使用した搬入口は、国

道302号線本線上に位置するため、国道開通

後の入滑には、車両通行制限を伴うなど相

排水ピット

当な工事制約が予想、されたため、共同溝本

体工事完了直後に施工する必要があった。

搬入口の設置位置は、原則として入溝計

画で述べた通りであるが、本体工事箇所の

ように専用自動車道、入溝他企業の構造条

件、占用位置など、さまざまな要因により搬

入口を最適位置に設けることは難しかっ

た。(図7参照)

このように搬入口の設置位置は、今後も入

溝工事における重要な検討項目である。
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横断面図図7

(東名阪自動車道)

(国道302号線本線)

受台工図図8

(断面図)
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(側面図)

アンカーボルト4-M12

2，000 

歩床コンクリー卜

」
※受台設置は2.0mピッチとする。

ただし、取付けバンドは4.0mピッチとする。
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(2)管材料の運搬および据付け工事

ダクタイル鉄管の吊り降ろしは、トラッ

ククレーン (20~25 トン吊り)を常駐させて

行った。

ダクタイル鉄管は、配管台車などを使用

して所定の位置まで運搬し、縦断こう配部

は天井フックにより、また、水平配管部では

手押し門型台車を用いて、管の据え付けを

千子った。

なお、本工事では縦断こう配部の運搬に

はウインチを使用した。

このように、入溝工事では現場条件にあ

わせてダクタイル鉄管をいかに安全で効率

よく運搬できるかを検討することが重要で

ある。

(3)受台工および異形管防護工事

夕、、クタイル鉄管をH形鋼に聞定完了後、

コンクリートを打設して受台とし、同時に

締付けバンドの露出部は 3U 3304を使用

し、耐食性に配慮した。(図8参照)

また、異形管布設完了後、共同溝下床版に

あと施工アンカーを打ち込み、コンクリー

トを打設して管防護を施工した。特に、上弧

曲管部においては、防護コンクリート上部

にH形鋼(3U 3304)を取り付け、反力受け

としている。

ダクタイル鉄管据え付け後のコンクリー

写真1 ダクタイル鉄管の現場仮置状況

卜工事おいて、狭い共同溝内でのコンクリ

ート打設作業は、点在する受台工など打設

箇所ごとに、コンクリートポンプ圧送管の

組み立て・撤去などが必要となり、作業効率

がきわめて低くなっている。

(4)その他

共同溝内は、地下水位などの関係で湿度

が常に高く、場所によっては共同溝の天井・

壁まで結露している。そのため、ダクタイル

鉄管をポリエチレンスリーブで被覆し、管

体上部の局部的な腐食を防止することとし

。
た

また、共同溝の維持管理に必要な付帯設

備として、照明設備・給排水設備・換気設備

などの各種設備工事を伴うので、入溝工事

に際しては、これらの設置位置などの工事

協議が必要で、ある。

5.おわりに

今回の工事は、搬入口ごとの入溝延長も 100~

150mと比較的短く、良好に施工することができ

た。

また、施工に際しては各種の留意点や改善点

が解明された。今後の共同溝工事においてこれ

らの成果を参考にして設計・施工面でよく検討

し、入溝計画に反映していく考えである。

写真2 ダクタイル鉄管の吊り降ろし状況
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写真3 直管の運搬状況

写真5 布設完了(ポリエチレンスリーブ被積)

写真7 名東(1 )共同溝垂直こう配部

平成6. 10 第57号

写真4 手押し門型台車

写真6 猪子右共同溝垂直こう配部

写真8 開通後の国道302号線

(搬入口設置箇所付近)
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レ鉄管を添課
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沖縄開発庁沖縄総合事務局

宮古農業水利事業所

1闘はじめに

国営かんがい排水事業宮古地区は、沖縄本島

の南西約300kmに位置する宮古島および来間島

からなる面積約160km'の農業地帯で、ある(図 1

参照)。

本地区では、珊瑚礁からなる琉球石灰岩に覆

われた平均標高60mの平坦な台地を利用して砂

糖黍などの畑作物が栽培されているが、かんが

p施設が皆無に近い状態であるため、しばしば

干ばつの被害を被ってきた。このため、既設の皆

福地下ダムおよび仲原流域の地下水ならびに農

用地整備公団が新設する砂川地下ダム・福里地

下ダムを水源とした農業用水を確保し、併せて

県営および団体営の関連事業によりかんがい施

設の設置、ほ場整備などを行い、農業経営の安定

と近代化を図ることを目的としている。事業の

進捗率は、平成5年度末時点で4割近くに達し、す

で、に300haの畑地が散水可能となっている。

今回紹介する来間島導水路は、野原2号幹線水

路から分岐して砂川地下ダムの地下水をファー

ムポンド(写真5参照)にポンプアップしたあと、

来間島ヘ送水するためのパイプラインであり、

昭和62年事業着工時点においては全長3，330m

のうち海底送水部1，500mで計画されていたが、

その後、宮古島と来間島を結ぶ来問農道橋(写真

1参照)が採択されたことに伴って路線変更を行

い、送水管を農道橋に添架することとしたもの

である。

パイプラインの添架については橋梁本体と一

体的に施工する案もあったが、橋梁本体施工後、

地覆施工前の時期に添架することが最適となる

ことから分離施工とした。このため添架に当た

っては、橋梁本体を工事用道路として使用する

とともに移動仮設足場を製作し、橋梁工事に支

障を来たすことのないように配慮、した。ただし、

パイプを支えるブラケットの取付用アンカーに
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ついては、橋梁本体に県農林土木事務所の協力

のもとで事前に取り付けておいた。

また、管種の選定については、施工性、維持管

理、経済性、水密性、耐用年数などを考慮、してダ

クタイル鉄管とした。ダクタイル鉄管の場合、土

2淘来間島農道橋梁上部工事概要

中埋設ならば特別な防食を必要としないが、本

管の場合は海上部で露出管となるので特殊な外

面塗装を行った。以下にその概要を紹介し、ご参

考までに報告する。

工 期:平成2年7月19日一平成7年3月15日(橋面工含まず)

工事場所:沖縄県宮古島下地町与那嶺前浜~来間島(全長1，690m)

構造形式:

航路橋部 主橋部

橋 種 プレストレスコンクリート橋

構造形式 3径間連続PC箱桁橋 3径間連結ポストテンション PC T桁橋 中空床版橋

橋 長
160m 

桁 長 3径間 (45+70+45)

(スパン割)

幅員構成

3圃来間島農道橋梁添架管設計施工

1.設計検討事項

①全体検討事項

1)管種は管径、支持間隔長、荷重などの架設条

件を考慮、して、もっとも適切なものを選ぶ

こと。

2)橋梁の可動端の位置に合わせて伸縮継手を

設ける。

3)橋台、橋脚部にはたわみ性の継手を設け、径

問中間においても動荷重によるたわみの大

きい場合は、適当にたわみ性の継子を設け

る。

4)添架管のもっとも高い位置に空気弁を設け

る。

5)洋上配管の場合は特に防食対策を配慮す

る。

②管の添架位置

橋桁の最低線より下に管がはみ出なけれ

ばよい。

1，690m 

1，514m 16m 

3径問 (10X120) 1径問

2径間 (3X80+74)

車道+歩道+地覆z 全幅員

6.25 + 1.50 +1.00 = 8 75m 

③管の添架方法

1)吊ブラケット添架

2)張出しブラケット添架

3)横桁穴貫通添架

④添架ブラケットの間隔

1)管1本に2カ所

2)管1本に1カ所

3)管2本に1カ所

⑤管の継手形式

1)管1本に受台2カ所の場合

K形、 T形、 SII形

2)管1本または2本に1カ所の場合

SII形

⑥管梁の強度計算

ダクタイル水管橋設計方法に準ずる。

⑦ブラケット

1)強度計算:J D P A T30i下水道用ダクタ

イル管路設計と施工」の34ページを参照。

2)形状寸法:WSP水管橋設計基準の42ペー
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鹿児島

大島)?

o._徳之島

宮古島

東京より南西2000km
那覇より南西300km
石垣島より東北130km

N 

1 
dう中縄島

位置図

来間島導水路

(中300ダクタイル鉄管)

図1

N
4
T
 

10km 5km 

来間農道橋側面図図2

AX2漣 DX1連BX3連CX1連

1690m 

120 m X 7 =840 m 

Bxn彊AX2連

市川刊 1111111111111τ行177illi|lililii→来間島

T桁橋

T桁橋

A:2径間連結ポストテンション PC

B :3径間連結ポストテンション PC

C :3径間連続PC箱桁橋

D :1径間中空床版桁橋

A1~ A2:橋台番号

P1~P41:橋脚番号
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ジを参照。

3)材質および塗装

③ブラケットの橋体への取付け

1)アンカーボルト打ち込み

2)インサートアンカー埋め込み

3)ケミカルアンカー

⑨添架による橋体への影響

1)管取り付け部分での部材への影響

2)橋桁の軸方向の応力およびたわみの影響

3)橋台、橋脚の反力の影響

⑩橋台の貫通

1)さや管埋め込みの場合

隙間の充てん材の選定(アスフアルト、ウ

レタン、エポキシモルタルなど)

2)鉄筋コンクリート巻き立て

⑪塗覆装

1)内面

①モルタルライニング

②液状エポキシ樹脂塗装

③エポキシ樹脂粉体塗装

2)外面

]DPA， Z 2009により検討を行う。

⑫鋼管との比較

強度、耐久性、施工性、経済性

⑬添架工事仮設

1)移動踊場式

2)パイプ足場式

⑭準拠する基準

1)土地改良事業標準設計第4編ノfイプライン

解説書(農林水産省構造改善局)

2)道路橋設計製作示方書(日本道路協会)

3)水道施設設計指針・解説(日本水道協会)

4)ダクタイル管による水管橋の設計と施工

(日本ダクタイル鉄管協会)

2.設計

①管種:ダクタイル鉄管

②呼び径:300mm

③継手:一般部…T形 曲がり部および

橋台、橋脚部…sn形

④管厚:T形…5.0mm(B種管) s n形…6.5

mm(3種管)

⑤空気弁:呼び、径75mm急速空気弁(補修弁付)

".3カ戸斤

⑥添架橋桁の形式:プレストレスコンクリー

ト橋の箱桁、 T桁、中空床版桁

⑦管の添架位置

床版上面から管中心まで~1 ， 140mm

⑧管の添架方法

T桁、箱桁は張出しブラケット添架。中空

床版桁は吊りブラケット添架。

⑨添架ブラケットの間隔

管1本に2カ所(2-3.5mピッチ)

⑩管梁の強度計算

ダクタイル水管橋設計方法に準ずる。

⑪ブラケット

材質:S U S 304 

数量:595個

AタイプT桁最低面部・・・3801岡

Bタイプ箱桁…56個

CタイプT桁変化部・ー28個

DタイプT桁変化部・..48個

EタイプT桁変化部"，28個

FタイプT村7ジョイント音F…481固

Gタイプ吊式床版部…7個

強度計算:J D P A T30i下水道用ダク

タイル管路設計と施工Jの34

ページを参照。

形状寸法:WSP水管橋設計基準の42

ページを参照。

⑫ブラケットの橋体への取り付け

インサートアンカーの埋め込み(M16セ

ラミックス製1個当たりの引き抜き耐力5.33

トン)

⑬添架による橋体への影響

橋桁、橋台、橋脚への影響はほとんどな

p。

⑬橋台の貫通

さや管(VP)埋め込みダクタイル鉄管貫

通後、隙間の充てん材はエポキシモルタル。

⑮塗覆装

1)内面

直管…モルタルライニング

異形管・・・合成樹脂(ー液性エポキシ樹脂)
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2)外面

工場…1次塗装;ジンクリッチペイント

2次塗装;エポキシ樹脂塗料50μm

3次塗装;エポキシM.1.0塗料50

μm  

現地…ポリウレタン樹脂塗料 中塗30μ

m(白色)上塗+25μm(淡青色)

⑬鋼管との比較

強 度・・・ヲ!張強さは鋼の410N/mm'

(41ぬf/mm')に対してダクタ

イル鋳鉄は420N/m  ぱ (42Kgf

/mm')あり、同程度である。

耐久性…電気抵抗値で鋼の15μ0一 cmに

対してダクタイル鋳鉄は60μ0

一 cmあり、ダクタイルはさびに

く~'0 
施工性・・・鋼管は現地での溶接に時間がか

かるが、ダクタイル鉄管は簡単

に接合できる。

経済性…ダクタイル鉄管の方が安価であ

る。

以上の理由でダクタイル鉄管を選定する。

⑫ゴム輪

一般にはSBRであるが、厳しい環境条

件を考慮、し、 EPDMとした。

3.管架設における作業方法

①準備工

橋梁本体工事に支障を来たさないよう、

添架工事に先き立ってプラケットと移動踊

り場式作業台の製作を行った。

②アンカーの埋め込み

橋梁の施工中にコンクリート製の箱桁

橋、 T桁橋、中空床版橋のブラケット取付け

部にインサートアンカーを埋め込む(M16

セラミックス製)

③添架工事仮設

10トンユニック車に踊り場を付けた移動

踊場式仮設(写真3，4参照)を設置する。

④ブラケットの取り付け

橋にあらかじめ埋め込まれているインサ

ートアンカーにブラケット(写真1，6参照)を

4個の六角ボルトで取り付ける。

⑤管吊り込み

10トンユニック車によってトラックから

管を吊り上げ、移動踊り場式作業台のアン

グルで作ったスロープの上に吊り降ろし、

ワイヤを緩めながらブラケットの方へ管を

ゆっくり転がす。人力で少し持ち上げなが

らブラケットの上に載せる。

⑥管据付け接合

⑦移動踊場式仮設の移動

⑧管外面塗装補修

を提出する。

4.工事工程

表1 来間島農道橋梁添架管添架工事工程表

着工平成5年4月1日

完成平成6年3月28日

下~ごL
平成5年 : 平成6年

4月， 5月 (6月 ;7月: 8月， 9月:10月;11月:12月;1月 ;2月: 3月

アンカー埋め込み

管材料製 作

管材料運 撤

準備工、台車取り付け 園田・属鹿盟国

ブラケット設置工

陸上部導水管布設工

橋梁部添架工
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4圃計画時の間題に対する解決策

1.添架物全重の軽量化

橋梁の設計条件(添架物の単位長さ当たり重

量)が先行決定されており、これに合わすため添

架物の軽量化が必要となった。

①管本体の軽量化

T形直管、 K形直管、 SII形直管の重量を比較

した。

表2 T形、 K形、 SII形直管の重量比較表

(直管1本分)

T形直管
K(3形種直管管) S (E3種形管直)管(B種管)

管 本 体 231.0 301.0 

ライニング 81.9 81.9 80.9 

押 輪 8.9 12.9 

ボルトナット 3.3 3.3 

ロックリング 1.3 

コ ム 車市 0.6 0.8 1.0 

ム口、 計 313.5 395.9 438.4 

比較検討の結果、T形直管を私用する。(ただ

し、曲管部および桁の繋ぎ目はSII形とする)

②ブラケットの軽量化

導水路は桁の種類が変わっても、床版上面

から管の中心までの垂直距離(H=1.14m)

を一定に保ち、水平位置はブラケットの長

さを調整して可能な限り管が水平に曲がら

ないような管路とした。

ブラケットの強度計算を何度か繰り返

し、管受け部を簡素化して図3のようにブラ

ケットの軽量化を果たした。

2.橋体と管の熱伸縮に対する対応

橋体と管との温度差を最大600Cと設定し、管1

本当たりの伸縮量 tを求めた。

g=α ・T・L=lXI0-5X60X6，OOO=3.6mm 

呼び、径300mmのT形管許容胴付間隔は25mmな

ので、据え付け時のクリアランスを十分に確保

できた。

また、呼び、径3.6mmの伸縮に対処するため直管

1本を支える2個のブラケットのうち、片方は国

定とし、他方は可動とした。固定にするためにブ

ラケットと管底との聞にクロロプレンゴムをは

さんで、管バンドで管を締め付けた。

また、可動にするためにブラケットと管底と

の間に摩擦係数の小さいテフロンパットを敷

き、管バンドは管を締め付けないよう取り付け

た(図4参照)。その結果1本の直管は隣接する直

管にせん断力や曲げモーメントを伝達しない独

立した設計構造になっており、継手の伸縮、屈曲

性能が発揮されるので温度差による熱伸縮に対

応するだけでなく、台風時や地震時、あるいは大

図3 ブラケットの構造図

Q---

i75X4DX5 

固定部:ク口口プレンゴ.ム幅50mmX厚3mm
可動部:テフ口ンパット

」
225 

m
h
d
 

づ
J
'

l
 

75 

450 
1
J
 |148 
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型車の通行による橋の振動などによる橋や管体

の波動現象に対しても順応できる構造とした。

また、橋脚部の橋の伸縮(最大100mm)にはSII形

継ぎ輪で対応した。

図4 ブラケットの国定(F )、可動(M)の配置図

T形継手 sn形継ぎ輪 T形継手

wτ¥ 門 パ バ〔 τ ¥
|i lf 11 i i LLJmuLf . -9 11 
白白 ν 白白

F M F M 

3.特殊部分区間の管路構成

①T桁と箱桁との繋ぎ部分

SII形45
0

曲管2個をもとに水平方向に折

り返した一体化管路を構成した。しかし、そ

のままの状態だと不平均力による偶力モー

メントが発生し、ブラケットが破損する恐

ブラケット sn形継ぎ輪 sn形継手

T桁

② Al橋台付近

SII形22030'曲管2個をもとにねじり折

り返した一体化管路を構成した。しかし、そ

のままの状態だと不平均力による偶力モー

Al橋台 T桁

図5

箱桁

橋脚

れがある。その対策として曲管と曲管の間

にある甲切管部分を鉄筋コンクリートブロ

ックで巻き立て橋脚上面に固定した。また、

一体化管路と一般添架部との繋ぎにはSII

形継ぎ輪を使用した。

メントが発生し、ブラケットが破損する恐

れがある。管路の折り返し部分を S宜形(ラ

イナー付)で一体化し、 Al橋台で固定した。
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③ T桁と中空床版桁との繋ぎ部分

SII形11
0

15〆曲管2個をもとに折り返し

た一体化管路を構成した。そのままの状態

でも不平均力による偶力モーメントが発生

し、ブラケットが破損する恐れはない。偶力

モーメントにより生じる管路の回転をブラ

ケットで阻止した。

4.防食対策

洋上の厳しい環境を考慮、し、特別な防食対策

を方包した。

①管外面塗装の選定

ダクタイル鉄管外面特殊塗装(JDPA Z 

(共同溝、水管橋 ) 
処理場屋外、建屋内/

高い

4b 

2009)には6種類の塗装パターンがあり、次

の選定手順にしたがって決定した。

②管外面の現地塗装

通常現地塗装は管を据え付けたあとに2回

各20μ塗布するのが普通で、あるが、それで

はブラケットとの接触面の塗装が不可能と

なる。それで現地陸上部の仮置場で1回目30

μの塗装を行い、管を据え付けたあとに1回

25μの塗装を行った。これにより、工期短縮

ができ、また、海上での塗料の垂れ、漏れな

どの公害防止にも役立つた。

③ブラケットおよび取り付け六角ボルトナッ

トの材質選定

配管の種類は?

低い

(配水池など)

、‘ /補修メンテナンスは¥
なし〔容易である / 

(黒色)
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S S41材に塗装という案も考えたが、補修

工事が難しい条件を考慮、してすべてステン

レス鋼(SU S 304)とした。

④ブラケット用ゴムの材質選定

耐候性の高いクロロプレンゴムを選定し

。
た

5.管の据え付け接合

①添架工事仮設の検討

移動踊り場式とパイプ足場式が考えられる

ので、両案の経済比較を行い、移動踊り場式を選

定した。

表3

混と
移動踊り場式 パイプ足場式

数量 単価 金 額 数量 単価 金額

仮設本体
(基) (千円) (千円) (千円)

製作・損料 1式=1，690m
1 5，830 5，830 15，060 

トラック 15トン吊り (千円/日) 5υ吊り (千円/日)
クレーン
リース料・ 設定150日 44 6，600 150日 36 5，400 

計 12，430 20，460 

リース料 トラックク
備考 積算資料 レーンは

1993.5 パイプ用

②移動踊り場式作業

作業車:10トンユニック車

転倒防止:カウンターウエイト方式

荷台サイズ:幅2.1mX長さ7.5m

踊り場サイズ:1幅3.53mX長さ7.00m

作業者定員 :4名

許容荷重:呼び、径300mm直管1本分(含付属

5圃おわりに

日本一の農道橋に呼ひ、径300mmダクタイル鉄

管が無事添架された。移動踊り場式作業車が効

力を発挿し、ダクタイル鉄管の施工性のよさも

杷まって作業は考えていた以上にスムースに進

行した。添架後の美観もよく、管とブラケットの

軽量化にも成功した。防食対策も完全に施工さ

れており、耐久性が十分に期待できる。

橋梁本体に導水路を添架し、また、湿度の高い
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海上部で露出管となるというこの工事は全国で

もあまり例がなく、工事記録に新たな1頁を書き

力日えた。

最後に、施工に当たって技術協力をいただい

た各位諸氏に誌上を通して感謝申し上げるとと

もに、今後同様の添架工事をてがける上でご参

考になれば幸いである。

写真1 来間島から宮古島を見る

写真2 10トンユニック作業車(踊り場付)

写真3 踊り場での作業
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写真4 T桁部のブラケット

写真5 ファームポンド

写真6 P41橋脚部の11
0

15' S II形曲管

23 
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剛
明

刷
判
ゆ

民主ヨι守山花山町 j/6fOfiitd(-h 泌がぶ似ふ泳三一…一一一一 長沼滋民山議出怠妥恒松 3 
小野
石綿 更新事業について

小野市水道部

工務課長小寺高光

1.はじめに

小野市は播磨平野のほぼ中央の加古川中流に

位置し、東経134
0

56'、北緯34
0

51'の地点にあり、

市域面積は93.84kぱで、東西11.8km、南北11.2km

の広がりを有し、東は東条町に、西は加西市に、

南は加古川市および三木市に、北は社町および

滝野町にそれぞれ隣接しており、市域の西寄り

を兵庫県下最大の流域を持つ加古川が北から南

ヘ貫通している。

加古川の豊かな水と肥沃な平野が広がる本市

では、有史以来、人々の生活が営まれ、市内のあ

ちこちから弥生時代の遺跡や遺物が発見されて

おり、播磨風土記にも「起勢里JI山田里Jなどと

記されているように、きわめて古い文化を持っ

ている。4~7世紀の古墳群、奈良時代から平安時

代にかけて造営された数々の廃寺跡、また、建久

8年 (1197年)に建立された国宝浄土寺浄土堂が、

現在の市内浄谷町にその天竺様式の優美な姿を

留めているように、遺跡、文化財が数多く遺され

ている。また、江戸時代には11の大名領と天領に

分割されたが、産業面では各地で新田の開発が

盛んに行われ、農業が飛躍的に発展、あわせて加

古川の水運が栄えるとともに、そろばん、金物な

ども独自の発展をみ、小野市の名を全国的に広

めた。現在、そろばんは「播州そろばん」として全

国の約8割を生産し、金物は家庭刃物の産地とし

て、特に「カミソリ鎌Jと呼ばれる播州鎌は、その

品質と使い易さとともに好評で、全国生産量の

約6割を生産するに至っている。

昭和29年に6カ町村が合併して、人口約3万

5000人で発足した小野市も、平成5年には約4万

8000人の人口を擁し、東播磨の中核都市として

順調に発展を続けているところであるが、さら

に西暦2001年を目標達成年として、人口6万5000

人の121世紀の文化・技術交流都市一小野jの実

現を図るべく、市の南部地域にハイテクタウン
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「おのJの建設が進められており、すでにその一

部にあたる「小野工業団地」が完成している。

これからもただのハイテク工業都市ではな

く、遊・住空間も充実した、人が住みたいと思う

街「おのJの完成に向けて、着々と計画が進めら

れているところである。

図1 位置図
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図2 土地利用基本構想図

中国縦貫自動車道

国道175号

Q転

写真1 浄土寺・浄土堂 写真2 そろばん
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2闘水道事業の沿革

小野市の水道事業は、昭和35年12月に計画給

水人口2万人、1日最大給水量4，000m3で、事業認可

を受け、昭和38年4月より給水を開始し、以後数

回の事業拡張を経て、平成5年3月現在、給水人口

約4万8000人、1日最大給水量約2万m3、給水区域

内人口に対する普及率は99.9%が現況である。

しかしながらこの問、万勝寺川の汚濁や河床の

低下による取水能力の低下という現象に加え、

市民生活の向上、工業団地の造成、下水道の普及

など、水需要の増大が予測されたので、安定した

水供給を確保するため県の兵庫県水道用水供給

事業からの受水を昭和62年に開始したことは、

本市の水道にとって大きな出来事であり、現在、

給水量の約26%が県水からの受水となってい

る。前述のように水量的な問題は県水からの受

水により、その解決を図ってきたが、創設当初か

ら布設された石綿セメント管は老朽化が進み、

事故件数が急増したため、老朽配水管の布設替

えなど、施設の整備が緊急の課題となったので

ある。

本報告は、昭和60年より着手して、平成5年度

現在で管種構成比率が19.6%(延長約53.5km)に

までなった石綿セメント管の更新事業の経過に

ついて述べるものである。

3聞石綿セメント管の布設状況

本市の水道創設時(昭和35年)には表1のよう

な管種構成であったが、その後の拡張事業に伴

い、石綿セメント管の最延長は昭和56年度の14

万6529m(全管路に占める比率70.9%)であっ

た。その後、布設替えにより平成5年度末では延

長5万3504m(全管路に占める比率19.6%)が石

綿セメント管で、その管種構成は表2のような状

3兄となっている。

表1 創設時の管種構成

(単位 m)

fI綿セメン卜管 鋳鉄管 合 計

送水管 1，130 1，600 2，730 

配水管 85，743 。 85，743 

合計 86，873 1，600 88，473 

比率(%) 98.2 1.8 100 

4.石綿セメント管の布設替えについて

前述のごとく本市においては、昭和35年度よ

り石綿セメント管の布設を行い供用を開始して

きたが、初動時のトラブルを除き、石綿セメント

管に起因する事故が多発するようになったのは

昭和50年ぐらいからで、その状況は次のようで

あった。

①年間100件程度の事故がある。

②呼び径75mm管と呼び径100mm管に多い。

③管体部の事故は折損である。

④継子部の事故はゴム輪の飛び出しである。

⑤重量物が通行する道路に多い。

⑥水圧が高い所に多い。

⑦布設年度はあまり関係がないようである。

⑧事故の発生する地域は比較的集中してい

る。

以上のようなことを把握したが、当時はまだ

石綿セメント管の老朽化のプロセスが十分に解

表2 現在の管種構成(平成5年度末現在)

(単位 m)

ダクタイル鉄管
鋼管 塩化ピニル管 石綿セメント管 合計(鋳鉄管も含む)

延長 176，225 2，659 40，861 53，504 273，249 

比率(%) 64.5 1.0 14.9 19.6 100 
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明されておらず、周辺都市へも石綿セメント管

の状汎を問い合わせたが本市と同様の状況で、

その原因はわからず、対症療法的に事故部分の

補修を実施するのみであり、抜本的な対策はと

られていないのが実情のようであった。

本市でも減圧弁による圧力調整などを試みた

が、万全な対策にはなり得なかった。このような

状況下で、更新の必要性を感じながらも他に優

先する事業の蔭に隠れていた。その後、年を追う

ごとに事故件数は増加の一途をたどり、根本的

に石綿セメント管を更新しなくては水道事業が

成り立たなくなる事態に陥るという危機感が芽

生えたのは昭和60年頃で、その当時の石綿セメ

ント管の年間事故件数は130~140件の多きにの

ぼり、有収率も約85%あったものが、77.2%にま

で低下する惨状を呈していた。

このような事態を解消するため、以下のよう

な経過を経て今日の石綿セメント管更新事業に

至っている。

写真3 継手部分の事故

1. 既設石綿セメン卜管の布設替えを決断した

理由

前述のように、昭和50年頃より石綿セメント

管の事故件数が多発する傾向が見られ、多い年

には年間約140件にも達することもあり、職員は

その対応に追われる毎日であった。また、事故の

増加に伴い、当初約85%であった有収率も約77

%にまで低下した時期もあった。このような事

態を改善するには、石綿セメント管を更新する

以外に方法がないとの水道部全体の意志統一が

図られたのは昭和60年であった。この問、事故防

止策として減圧弁を設置するなど、種々の方策

を検討¥実施したが、いず、れも石綿セメント管の

事故を完全に解消するものとはならないこと

が、関連部門においても理解されることとなり、

石綿セメント管の更新事業がスター卜した。

2.石綿セメント管費新時の使用管種の検討

更新時に使用する管種については、ダクタイ

ル鉄管と塩化ピニノレ管をその検討対象とした

が、以下のような理由によりダクタイル鉄管を

採用することとした。

構給水区域の地盤の高低差が約150mあり、静

水圧も7kgf/cm2 (0.7Mpa)にも達する箇所

があること。

輔減圧弁も故障が皆無とはいえず、これが故

障した場合の水圧にも耐えるものであるこ

と。

轍3階への直結給水に支障のないこと。(平成3

年より実施している)

輪将来、予想される交通事情の激化にも対応

できる、強い管材であること。

種審実績のあること。

等々のことで、ダクタイル鉄管を採用するこ

ととしたが、なによりも本市のような小都市に

おいても、これからの管路は“強い管路"を構築

しておかなくてはならないということに関係者

全員の意見がまとまり、“強度"“実績"を重視す

ることとなった。

3.石綿セメン卜管更新のための事業費について

財源面から考えると、塩化ビニル管がダクタ

イル鉄管に較べてイニシャルコスト面から有利

であることは明白であったが、将来に禍根を残

さないためには、強度と実績のある管種を用い

ることが大切で、あるということを関係部門にお

いてもよく理解を示され、本更新工事の推進に

際しては、側面から多大の援助を惜しまれなか
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った。

更新事業に着手した昭和60年当時は、“起債"

によることとしたが、その後、厚生省、自治省の

国庫補助事業にも採択されて現在に至ってい

る。

輔厚生省(水道管路近代化推進事業)

補助制度は、平成2年度に創設されたもので

あるが、給水人口の解釈に翻舗が生じたた

め、平成5年度よりの採択となった。なお、補

助申請手続きのすべての作業は水道部にて

実施している。(用水単価190円/m3以上で、

1/3の補助金を得ている)

輔自治省(老朽管更新推進事業)

補助制度が創設された平成4年度より採択

されている。

図3 平成5年度更新事業費の構成

他工事

負担金

表3 平成5年度の更新事業費内訳

(単位千円)

更新事業費合計 380，000 

厚生省補助金 18，400 

自治省出資債 10，000 

他工哲負担金 188，000 

起 債 35，000 

自 己 資 ィ豆ヘ 128，600 

※更新延長は10，206mである。

参考までに図3、表3に平成5年度の石綿セメン

ト管更新事業費の内訳を示す。

4圃石綿セメント管更新事業の推移

石綿セメント管の更新事業がスター卜した昭

和60年の残存石綿セメント管の延長は約13万

2000mで、これを13年間で更新する、すなわち、

年間約1万mの更新を実施し、平成11年には更新

を完了する計画であり、現在まではほぼ計画通

り年間約1hmの更新を実施している状況であ

る。 1~4に過去12年間の更新状況を示し、写真4~

6に工事状況を示す。

写真4 A形1種呼び、径300mm送水管

および、配水管

写真5 A形1種呼び径150mm配水管(ポリ工チ

レンスリーブは埋設土壌により使用の

是非を決定している)
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図4 石綿セメン卜管の更新状況
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※平成 4年度:約10.3kmの更新を実施したが、簡水(約10km)

を統合したため残存延長は僅かに減少するに

止まった。

写真6 A形1種呼び、径75mm配水管

5.石綿セメント管更新事業の効果

昭和60年よりスタートとした石綿セメント管

の更新により、平成5年度の有収率は91.0%にま

で上昇するとともに、事故件数も、多発時の約

1/3の51件にまで減少している。しかしながら

事故率(lkm当たり 1年間の事故発生件数)を見る

と、年を追うごとに高くなる傾向にあり、仮りに

関係部門の協力が得られなくて、更新事業に着

手することができずにいた場合を考えると、そ

の事故件数の多さにゾーっとしている昨今であ

る。

図5に有収率・事故件数および石綿セメント管

の占める比率の推移、図6'こ事故率の推移を示

す。

5.おわりに

昭和60年度にスタートした石綿セメント管路

の更新事業も、関連部門の協力を得て水道部一

丸となって鋭意推進しており、平成11年(西暦

1999年)には石綿セメント管はゼロとなる予定

である。

振り返えって思うに、事故多発時の対応に疲

労困懲した職員の姿、市民からの苦情や叱陀の

電話に、ただ「すみませんj、「申し訳けありませ

んJと繰り返えすばかりの職員と、ただただ事故

の対応に連日追い回わされていたのが、更新事

業のスタート時であった。
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90 

図5 有収率・事故件数および石綿セメン卜管の占める比率の推移
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先に述べたように、この更新事業も現在のと

ころはほぼ順調に推移しており、あと一歩のと

ころまできた感じであり、ときには本市の水道

の将来像について“強い管路"の構築に合わせ

て、ハイテクタウン「おの」の名に恥じない水道

のあり方について種々議論を交わす昨今であ

る。今後は、さらに市民のためのレベルの高い水

道をめざして、

①集中管理システムの整備

②マッピングの導入

③内面エポキシ樹脂粉体塗装直管の採用

④災害対策用として耐震貯水槽の設置

⑤うず巻式フランジ付き T字管の設置

等々、課題は山積しているが、来たるべき21世

紀に備えて、慎重かつ大胞にそれぞれの課題の

解決を図るべく考えている。

最後になったが、石綿セメント管の更新工事

の推進に当たり、ご協力をいただいた関係各位

に改めて感謝申し上げる次第である。
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兵庫県津名郡津名町水道課

課 長江原義雄

課長補佐新居茂夫

1.はじめに

津名町は、花と緑の山、碧い海、光輝く瀬戸内

海国立公園淡路島の東海岸中央部に位置してい

る。(図1参照)

南は洲本市と五色町に、西は一宮町に、北は北

淡町と東浦町に接し、東は大阪湾に面しており、

津名港からまっすぐ東に30kmの所に関西新国際

空港がある。

歴史とロマンの国生み神話に彩られた淡路

島、まさに日本人の心のふるさとは今、第2の国

生みのときを迎えている。それは、四国と結ぶ大

鳴門橋が1985年6月に開通したのに続いて、1998

年には明石海峡大橋(写真1参照)が完成し、本州

と陸続きになる。対岸の関西新国際空港は1994

年9月に開港した。この温暖な気候と豊かな自然

の心安らぐ美しい淡路島観光の海の玄関口とし

て津名港は西宮港、深日港、大阪港、神戸港とつ

ながれている。

写真1 明石海峡大橋建設中
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図1 淡路島における津名町の位置

津名町は、総面積53.56胎d、人口1万7700人、給

水人口は上水道で1万3654人、簡易水道で2，796

人、1日平均給水量は5，743m3/ 日、水道普及率は

84.7%である。

源義経との悲恋、舞の名手として有名な静御

前は、津名町志筑で西暦1211年に47歳の生涯を

閉じたとされている。

その静御前ゆかりの地に静の里公園があり、

堀には色鮮やかな約300匹の錦鯉や白鳥が泳ぎ、

数寄屋造りの静偲庵と名付けられた茶室があ

る。資料館には静御前にまつわる史料を始め郷

土の歴史、文化に関する資料と1億円相当62.696

kgの金塊(写真2参照)が展示されている。幕末の

頃、勤王の志士が集まり倒幕の会合を重ねたと

伝えられる東山寺は、津名町の北部にあり、庫裏

の柱には志士たちが付けたという万痕が残って

いる。(図2参照)

水道事業は、昭和33年の上水道創設、昭和46年

の簡易水道創設以来、拡張増設を繰り返してき

+ 

02 4 6 8 IQkm 

深日港

和歌山市

大阪港@

(天保山)

たが平成5，6，7年度の事業として、南部簡易水道

施設整備事業を行う。この施設の導送配水管に

は石綿セメント管が使用されていた。しかし、石

綿セメント管の耐久性や強度には問題があり、

事業の実施に際して使用する管種として経済性

もさることながら、次世代へ可能な限りよい施

設を残すという考え方を優先して検討-した。そ

の結果、維持管理も容易で、、水密性があり、耐周

年数が長い強靭なパイプということからダクタ

イル鉄管を採用することとした。:事業の概要を

以下に紹介し、ご参考までに報告する。

2.水道事業の沿草

津名町の上水道は昭和33年に創設された。昭

和36年の大水害発生後に水道施設の重要性が認

識され給水率が急激に上昇し、昭和47年には年

間給水量が4，800m3に達した。昭和51~2年度に

は、第5次拡張工事によって城山に第2配水池お

よび急速ろ過池を増設し、津名臨海埋立地に配
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図2 津名町における大町地区の位置

水管布設工事を行った。昭和53~4年度には第6

次拡張工事によって志筑浄水場の沈でん池、急

速ろ過池を増設し、志筑、西山、佐野の3カ所のj争

水場の施設能力を1万800m3に拡張した。昭和57

~8年度には第6次拡張(変更)工事によって中田

配水池および名神加圧ポンプを増設し、志筑埋

立地に配水管布設工事を行った。昭和62年度よ

り3カ年継続事業で電気計装施設工事を行った。

平成元年度は王子加圧ポンプ室の新設、大谷地

区配水管布設工事-を行った。平成3年度は佐野地

区埋立地の配水管布設工事を行った。平成4年度

摩耶山

d 359.8m 

は志筑浄水場系統の導水管布設工事を行った。

一方、簡易水道事業は、南部簡易水道が昭和46

年度、北部簡易水道が昭和50年度、興隆寺簡易水

道が昭和54年度から始まった。各簡易水道の給

水状況を表1に示す。

表1 各簡易水道の給水戸数(平成5年3月末現在)

簡易水道名称
給水戸数 年間配水量 1日平均配水量 1日1人平均

(戸)
給水人口(人)

(m3) (m3) 配水量 U)
有収比率(%)

南部 835 2，896 255.3 699.4 250.1 84.2 

北部 232 768 39.8 108.9 141.8 92.1 

興隆寺 47 151 8.2 22.4 148.3 84.9 
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3.平成5.......7年度南部簡易水道施設整備事業

昭和46年度の創設以来、大町地区に設置され

た南部簡易水道施設は4カ所の深井戸を水源と

し、各々の水源地からポンプ圧送により高さ約

100m上方の配水池に送水し、そこから配水管に

よって各戸に給水されている。送配水管として

布設された管種は、主に石綿セメント管であっ

た。

しかし今回は、当事業において深井戸の水源

を1カ所増やして5カ所とし、各々の水源地から

ポンプ圧送により新設の中継ポンプ場に導水

し、そこからポンプにより新設された浄水場に

導水する。次に、浄水された水を送水管によって

ポンプ圧送により高さ約60m上方の配水池に送

水し、そこから自然流下で配水管によって各戸

に給水される。導送配水管路の管材として主に

ダクタイル鉄管を選定して布設替えする。

4.南部簡易水道施設整備工事概要

工 期:平成5年10月30日~

平成8年3月25日

工事場所:兵庫県津名郡津名町大町地区

使用管種:ダクタイル鉄管

(ただし、呼び、径100mm以下の管

路の一部に耐衝撃性硬質塩化ビ

ニル管を使用)

継 手:D C 1 P…T形およびK形

HIVP…RR形およびTS形

呼び径:呼び径75~200mm

防食対策:管外面にポリエチレンスリーブ

を被せた。

工事請負業者:栗本・ツダ特別共同企業体

5.管布設における作業方法

(1) 準備工

①着工にあたっては、監督員、道路管理

者、近隣住民など各関係機関と十分に

協議し、施工方法、施工時期、弁類の位

置などを決定し施工する。

②事前に所轄警察署の道路使用許可を得

る。

③使用資材については、事前に使用資材

承認願いを監督員に提出し、承認を得

たあとに現地資材置き場に搬入し、監

督員の検収を受けたうえで使用する。

(2) 舗装切断工

①既設管など地下埋設物を調査のうえ、

管路芯、弁類、曲管、分岐管などの位置

を決定したあと、所定の幅でアスファ

ノレトある L刈まコンクリートカッターに

て舗装切断を行う。

(3) 掘削工

①掘削は、原則として0.1~0.35m3級油圧

式パックホーを使用するが、道路幅の

施工条件によりミニパックホーあるい

は人力にて行うこともある。

②掘削断面に岩盤あるいは転石が出た場

合は、機械または人力のコンクリート

破砕機を使用する。

③掘削に際しては、既設管などの地下埋

設物や周辺の既設構造物には十分注意

し、1日の掘削延長は、当日内において

配管および埋め戻しが完了できる範囲

内とする。

④機械掘削後、床面と管が均一に接する

ょう、人力にて不陸整正を行う。

(4) 管布設工

①掘削床均し後、所定の土かぶりが確保

できるよう配管工が管を布設する。

②管内に異物が入っていないことを確認

したうえで、管の接合部をきれいに清

掃し、接合する。

③A形継子、フランジ継手の場合は、特に

ボルトの締め付けトルクに注意する。

④布設する管と既設管など地下理設物と

交差する場合は、原則として30cm以上

離すものとする。

(5) 埋め戻し工

①管布設後、所定の厚さで管保護砂巻き

を人力にて行う。

②管の下部、管側部、埋設物の周辺などは

特に注意し、突き固めを入念に行う。
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名称、能力 設備名

表2 工事内容

設備内容 数量

一式
第1水源池

q =0.16m3
/ 分

取水ポンプ設備 水中うず巻きポンプ~ 50mm2.2K W-1台

第2水源池

q =0.20m3
/ 分

式取水ポンプ設備 水中うず巻きポンプ~ 65mm3.7K W-1台

第3水源池

q =0.24m3
/ 分

取水ポンプ設備 水中うず巻きポンプ~ 65mm3.7KW-1台 式

第4水源池

q口 0.29m3/ 分
式電磁流量計設置 チ50mm取り付け

第5水源池

q =0.17m3
/ 分

式
流量計室築造

取水ポンプ設備
水中うず巻きポンプ~ 65mm5.5KW-1台

中継ポンプ場

q =1.06m3
/ 分

ポンプ設備

場内配管

水中うず巻きポンプ~ 100mm22.0 K W -2台

DCIP …~ 150 長さ =2.0m

D C 1 p. ・・~ 100 長さ =49.2m

式

浄水場

q =0.97m3/ 分

前処理ろ過設備

急速ろ過設備

混和槽設備

浄水池築造

薬品注入設備

場内配管

送水ポンプ設備

排水排泥池築造

電気設備

~ 2800 X 6，700 高一2基(鋼板製)

~ 3900 X 5，400 高-2基(鋼板製)

~ 1200 X 6，800 高-1基

RC製 V=39m3 5.2X1.6X2.5高-2池

凝集剤・前塩素・後塩素・薬品貯槽

DCIP、NCP、SG P ~ 40-~ 300 

多段うず巻きポンプ千 100mm30KW-1台

排水排泥池-3池、排水ポンプ等-6台

浄水操作盤、分電盤、蛍光灯

一式

導水管路
導水管 (1)

導水管 (2)

第1-5水源池~中継ポンプ場

D C 1 P ... ~ 150 長さ =439.5m

中継ポンプ場~浄水場

D C 1 P ... ~ 150 長さ =948.8m

式

送水管路 式送水管
浄水場一配水池

DCIP …~ 150 長さ =1，344.2m

配水管路 配水管

D C 1 P…チ 200 長さ =2，874.1m

D C 1 p. ・・~ 150 長さ =7，019.1m

D C 1 P ... ~ 100 長さ =3，263.0m

D C 1 P…世 75 長さ=1， 528.0m 

H 1 V P ... ~ 100 長さ =2，295.0m

H 1 V P ... ~ 75 長さ =4，610.0m

式
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③砂巻き後、パックホーおよび人力にて

埋め戻しを行い、30cmごとにランマー

あるいはダンパーにて十分転圧を行

つ。

④埋め戻しには、設計図書に基づいて切

込砕石あるいは発生土を使用する。

(6) 仮復旧工

①噛め戻し完了後、速やかに路盤整正し

密粒度As1にて仮復旧を行う。

(7) 残土処理

①掘削時に発生したアスフアルトガラ、

コンクリートガラおよび一般発生土

は、指定処理場ヘダンプトラックにて

6圃工事工程計画

運搬し処理する。

(8) 水圧試験工

①一定区間の配管が完了したあと、管内

に充水し、監督員と協議のうえ決定し

た区間に所定の水圧をかけ、監督員立

ち合いのうえ漏水の有無を確認し、そ

の結果を撮影、記録し、報告書に取りま

とめて提出する。

②水圧試験は、10kgf/cm2を所定の区間に

加圧し、24時間タイマーをセットして、

その記録紙を提出する。

③水圧試験は必ず舗装本復旧に先き立つ

て行う。

表3 南部簡易水道施設整備工事 工事工程表

戸¥ごL
準 備 工

取水ポンプ施設工

中継ポンプ場施設工

導水管布設工

浄水場施設工

ろ 過設 備工

電気・薬注設備工

送水管布設工

配水管布設工

橋梁添架工

電 気計装施設工

道路舗装復旧工

門 棚 工 :事

給 水施設工

試運転・調整工

着工:平成5年10月30日

完成:平成8年 3月25日

平成5年: 平成6年 : 平成7年 i平成8年

9・10・11: 12: 1・2・3'4・5・6・7・8・9・10:11 : 12: 1・2・3・4:5: 6: 7・8: 9 : 10: 11・12:1 : 2 : 3 
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7.環境対策

(1) 作業機械の運転や作業車両の通行など

による騒音および振動など、環境対策には

図3

O. 2 O. 4 O. 6 O. 8 

五色町

洲本市

平成6. 10 第57号

十分配慮する。多少の騒音、振動などはやむ

を得ないので、地元住民の協力を得られる

よう努力する。

中田地区 ¥ 
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(2) 作業場内の排水処理については、河川、

水路などの関係機関と排水場所、排水方法

などについて十分協議し、水質汚濁防止に

努める。

(3) 河川内の工事(水管橋および橋梁添架管

など)については、施主、河川管理者などと

施工時期、施工方法などについて十分協議

したあとに施工し、河川の汚濁防止に努め

る。

写真3 直管の接合

写真4 曲管の接合 写真5 ポリエチレンスリーブの被覆
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8.おわりに

今回の事業により水源池が1カ所増えたのに

加え、これまで4カ所の水源池から各々別個に浄

水場にポンプアップしていたものを、5カ所の水

源池の水すべてを中継ポンプ場に集めることで

効率的な導水ができるようになる。また、浄水場

には新たに鋼製の前処理ろ過機および急速ろ過

機が設置され、水質、水量ともに向上をはかるこ

とができた。

管路に関しでも老朽石綿管を更新して、主に

ダクタイル鉄管を使用して布設した。ダクタイ

ル鉄管は、水密性が高く、管体強度も強いので事

故などによる漏水の激減が期待できる。それに

伴って有収比率も向上し、異常渇水時でも安定

給水が行われると思われる。今後とも関係各位

の理解と協力を得て、平成7年度の竣工を目標に

事業を推進する所存である。
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mm段段 怒議機縁議務制|

東京臨海副都心建設株式会社

前建設部建設第2課

課長補佐松井邦恭

1.はじめに

東京都では現在、東京の都市栂造を一極集中

型から多心型へと転換させるとともに、国際化・

情報化という時代の要請に応じ、21世紀に向け

た未来都市として臨海副都心(東京テレポート

タウンと命名)を建設中である。

図1はその概要である。

この臨海副都心を基盤面から支える下水道で

は、未来都市にふさわしい質の高い下水道施設

をf是イ共しようとしてp る。

本稿では、臨海副都心の下水道施設のうち汚

水の自然流下管路構築に採用した耐震用のGS

S形ダクタイル推進管の採用事例について報告

する。

2園事業概要

臨海副都心の下水道は、分流式の排除方式を

採用しており、雨水に対しては1時間当たり75mm

の降雨に対応できる治水安全度の高い施設を整

備する。汚水は、各地域の汚水中継ポンプ場に自

然流下方式で集められ、汚水中継ポンプ場から

処理場までの輸送システムは共同溝を利用した

圧送方式とし、事故や災害に対しても強い施設

となっている。また、この汚水は全量処理場で高

度処理され、周辺の水域環境の保全を図るとと

もに、高度処理水の一部は中水道として省資源

化や地域冷暖房の熱源としても活用される。表1

に下水道施設の概要を示す。

3園 GSS形夕、クタイル推進管の採用理由

この地区のライフラインは共同溝に収容さ

れ、洞道を利用して各街区ヘ供給される。これよ

り自然流下方式の汚水管は、維持管理上問題が

多い伏せ越しの要因となる共同溝などの横断部

分を避けて埋設したり、土地が平坦なことから

管の埋設深度が大きくなり、推進工法を採用す
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図1 東京臨海副都心概要図

10号土也ω

u~ 則m~m0

る箇所が多くなっている。

今回紹介する工事区間は、内径500mmと700mm

の区間であるが、

①土かぶりが約10m~13m あり、この土圧に

耐えられる材質であること。

②この地区は、埋立地であるため不等沈下や

液状化が予想され、地盤の挙動に対し、継子

部分が伸縮し、屈曲できること。

③埋設深度が大きく、管の維持補修が困難な

ため、管の継子部分で離脱防止対策が取ら

れているもの。

④臨海副都心地域では、基盤整備工事、新交通

建設工事、ピル建設工事などが競合してお

り、立坑設置筒所に制約を受けるため、長距

離推進区間が多くなること。

以上の条件から刃口推進工法さや管方式と、

小口径推進工法ダクタイル鉄管方式との比較検

討を行い、本工事区間は、周辺地域の環境条件に

より施工牲に優れた小口径推進工法GSS形ダク

タイル鉄管方式を採用した。

二， .本稿の工事区間

4瞳 GSS形夕、クタイル推進管の概要

(1) 適用範囲:自然流下方式の管路で耐地

盤変動性および耐震性を要する所。

(2) 適用口径:呼び、径300~1000r問。

(3) 適用規格 :]SWASG-2および}DPAG

10360 

(4) 管の構造:図2の通り。

(5) 管の寸法:主な寸法などを図3に示す。

(6) 管の種類:標準管、先頭管、先頭用管、

空伏管の4種類。

(7) 特長

①強じんな管体強度を持っている。

②継手に伸縮性と屈曲性があり、耐地盤

変動性に優れている。

③継子に離脱防止機能があり、耐震性に

優れている。図4にGSS形推進管の伸縮

および離脱防止機能を示す。

④長距離推進が可能である。

⑤耐食性が優れている。

⑤継手の水密性が優れている。

⑦管内面が滑らかで、水理性能がよい。
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表1 下水道施設の概要(始動期)

名称 言者 冗 特 1致

回500X500mm-囚3，000X3，000mm -可とう継手を使用し、 PC鋼棒により延

雨水下管) 
(プレキャストボックスカルパート) 長方向に緊結

(自然流
雨30水，00吐O口m 

-液状化対策として管周囲を砕石埋め戻し

17カ所 -景観上吐口は海面下に水没

①250mm -1，200mm 23，000m 

|汚水管|
硬質塩化ビニル管 し、推進区間は離脱防止機構を持つダ

(自然流下)
強化プラスチック複合管 クタイル鉄管を使用

鉄筋コンクリート管 -鉄筋コンクリート管は管内面をフイーン

|ダクタイル鉄管| ゲ

汚水管 ①350mmX2;':'_900mmX2 9，000m 
-硫化水素対策として管内面をエポキシ粉

(圧送) (ダクタイル鉄管)
体塗装ライニング

-共同溝の躯体継子部には耐震継手を使用

中水道管 ①150mm-600mm 23，000m -安定供給のために管網をループ化
(圧送) (ダクタイル鉄管) -共同溝の駆体継子部には耐震継子を使用

-処理場からの遠方監視制御による無人化
汚水ポンプ場 Q =7.2-12.0m3/ 分 8カ所 -近騒隣施設とのデザイン調和

音対策として自家発電機室を地下化

雨水ポンプ場 創Q =7.5-14.7m3 /秒
設期以降に整備予定

処理水量* 120好，0気00活m性3/汚日泥(日5環最法大)
処理方法嫌気 循

下水処理場 +生物膜ろ過法
-処理水は一部中水道として再利用

(日本下水道事業団施工) 処理水質 B 0 D 8.0mg/ e 
S S 5.0時/e
(T -P 0.5mg/ e ) 

汚泥圧送管
①250叩 2，500m -下水処理場の発生汚泥は東部汚泥処理プ
(ダクタイル鉄管) ラントへ圧送

※下水処理場の処理水量は全体計画量

図2 GSS形夕、クタイル推進管の継手捕造

¥ 
ゴム輪 合成樹脂ライニング
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刃口推進工法

ダクタイル鉄管

人力子掘りシールド式

半機械掘りシールド式

機械掘りシールド式

推進工法ートセミシールド工法ートブラインドシールド式

呼び径 内径D
(mm) (mm) 

300 294 

350 344 

400 394 

450 444 

500 492 

600 592 

700 692 

800 790 

900 891 

1000 991 

小口径推進工法

泥水加圧シールド式

「削土加圧式

ト加泥式

土圧系-→ーセンターオーガ加圧式

ドー土圧ノすランス型加水式

」高濃度泥水加圧式

圧入式 ，-1工程方式

L2工程方式

2工程方式

泥水加圧式一十 1工程方式

L2工程方式

ボーリング式寸-1重ケーシング方式

L2重ケーシング方式

(注)口は今回の推進工法

図3 GSS形ダクタイル推進管の主な寸法

外径Dc
管(m長mL) 参考質g)量

(mm) (kg 

360 260 
2，005 

414 319 

470 470 

526 560 

584 697 

670 767 
2，435 

776 961 

880 1，171 

983 1，340 

1087 1，567 

平成6. 10 第57号
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図4 伸縮および離脱防止機能

や一一→地盤の動喜

二] D U二3一寸CJ[

モーーーラ伸縮(抜けない)

ヨ笠コヂヨむこを長

表 GSS形ダクタイル推進管の継手性能

呼び径 許容耐荷力
許容

許容離脱阻止力
伸縮量

(mm) (kN) (ぜ) (mm) (kN) (ぜ)

300 1，300 130 20.5 450 45.0 

350 1，600 160 20.5 525 52.5 

400 1，900 190 24.5 600 60.0 

450 2，300 230 24.5 675 67.5 

500 2，800 280 24.5 750 75.0 

600 3，600 360 24.5 900 90.0 

700 4，800 480 24.5 1，050 105 

800 4，800 480 24.5 1，200 120 

900 6，200 620 24.5 1，350 135 

1000 7，800 780 24.5 1，500 150 

備考 1.伸縮量(伸び側のみ)は、管長の1%。

2.離脱阻止力(F)は、呼び径(mm)の1.5倍 (kN)。

F =1.5D (kN) 

ここで、 D:呼び径(mm)

5舗検討項自

GSS形推進管の今回の推進工事に当たって、

特に次の項目について検討を行った。

1.地t或の特:1性

東京臨海副都心地域は、臨海部の埋立地で全

体的に軟弱地盤である。平均N値は深度30mま

では5以下で、 N値50以上の基盤層は深度50m以

上となっている。

現在、地盤改良を行い共同溝の工事を進めて

いる。この共同溝よりもさらに深い所に、汚水の

自然流下管路を推進工法により築造する。施工

条件は次の通りである。

①土かぶり:10-13m 

②推進延長:平均46m(最大74m)

③土 質 :N値0-5の軟弱な粘性土

2.特に苦心した事項とその解決策

軟弱地盤で推進工事を行う際の問題点として

推進工事中、工事後の地盤沈下に伴う管路の変

位、不等沈下が発生しやすいことがある。

汚水の自然流下管路として、このようなこと

が起こると、次のような支障が生じる。

①管路の起伏、逆こう配。

②継子部の抜け出し、水密性の低下。

③マンホールと管との接合部に変位が集中

する。

(1) 特に苦心した事項

上記のような問題点を事前に考慮、して、

次の事項の検討を行った。

①不等沈下量の予測。

②適用できる推進管材の検討。

③不等沈下の低減対策の検討。

(2) 解決策

①不等沈下量の予測

東京臨海副都心建設計画の基本資料およ

び港湾局の地盤調査資料を基礎データとし

て土質条件を整理した。これより当地区の

軟弱層の地層図を作成し、推進管路の施工

位置における土質柱状図および土質試験デ

ータを各スパンごとに抽出した。次に必要

筒所における沈下量を計算し、推定した。

②適用できる推進管材の検討

小口径推進工法に適用できる推進管材

は、現在、鉄筋コンクリート管、ダクタイル

鉄管、鋼管、塩化ビニル管などである。

今回の採用条件から、各推進管材を比較

検討・した結果、鉄筋コンクリート管、鋼管、

塩化ピニル管はすべての条件を満足しな

~ "0 
ダクタイル鉄管のGSS形推進管の場合、

継手が伸縮、屈曲し、さらに離脱防止機能を

有しているので採用に踏み切った。
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③不等沈下の低減対策の検討

前述の不等沈下量の予測から、おおむね

GSS形推進管であれば自然流下管路として

の機能を満足することを確認したが、場所

により盛土施工する所があり、推定沈下量

が1m程度になる場合がある。このような場

所については、注入工法などの地盤改良と

の併用を検討し、実施した。超軟弱筒所につ

いてGSS形推進管の特性と経済性を考慮、し

て、周辺作業条件などから図5のように噴射

撹枠杭を推進管2本に1本の割合で施工する

ことも検討した。

図5 不等沈下の低減対策例

ι 盛土 ¥ G.L 
7lE野7

「邸宅部世主唱

1江「戸 トー

基盤庸 (N値50以上)

GSS形推進管は、継手が抜け出さないので、こ

のような支持が可能となる。この場合の不等沈

下量は約5crnと推定され、低減対策として十分効

果があると判断し、一部実施した

6.工事概要

推進工法:小口径推進工法(オーガ一式)

施工位置図:図6の通り。

工事期間:平成5年3月 ~6月

土 質:埋め立て粘性土

曜静推進延長:呼び、径700mm

発進NO.2~到達NO.1 49.8m 

発進No.2~到達NO.3 46.2m 

発進No.3~到達NO.4 22.0m 

発進NO.6~到達NO.5 63.6m 

発進NO.6~到達NO.7 44.0m 

言十 225.6m 

骨推進延長:呼び、径500mm

発進NO.10~到達NO.ll 58.7m 

発進No.10~到達No.9 73.6m 

発進NO.8~到達NO.9 10.8m 

言十 143.1m 

推進工事実績:表2の通り。

図6 施工位置図(汚水系統図)

江東区有明10号地

西国際展示場

〆

東国際

展示場
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表2 推進工事実績

呼び径 700mm 500mm 

汗〈;:;① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ 

発進立坑No. 2 2 3 6 6 10 10 8 

到達立坑No 1 3 4 5 7 11 9 9 

推進延長 (m) 49.8 46.2 22.0 63.6 44.4 58.7 73.6 10.8 

最大推力(ぜ) 150 100 25 65 50 40 65 8 

上 10 20 5 3 5 5 5 5 

最大 下 35 。。 10 5 5 10 。
誤差
(mm) 左 130 10 5 。 3 。。 。

右 10 5 15 5 5 5 15 2 

7.おわりに

1.施工結果について

①実施推力が小さく、許容耐荷力に対して

十分余裕があり、強度上安心して施工でき

。
た

②管の接合は10分程度で完了でき、熟練を

必要としなかった。

③継手が抜けないので、土中残存物に当た

ったときの前進、後退などの調整を安心し

て行うことができた。

2.今後の課題

今回の施工によって、臨海部の軟弱土層への

GSS形推進管の採用は、その継手の持つ特J性を

よく生かして、有効で、あったと考える。

ただし、地震時の地盤液状化に対する評価は、

現時点では地震時の地盤液状化による流動量、

流動力を定量的に評価する方法が確立されてい

ないので未知である。

これに対するGSS形推進管の耐震性評価は、

今後の研究課題として継続したい。

写真1 管の吊り降ろし

写真2 管内面保護脚の状況
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写真3 推進機とのジョイン卜 写真4 推進作業

写真5 ロックリングの取り付け 写真6 パドルリングの管への取り付け状況



発行年 号数 タイトル 著者 概要

臨海副都心共同溝内管路にダク
タイル鉄管を使用して

東京臨海副都心建設株式会社

建設部有明工事事務所
　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　井龍　努

　東京都第二次長期計画において､臨海副都心が7番目の副都心として位
置づけられ､情報化､国際化に対応した未来型の都市建設が行われてい
る。就業人口11万人､居住人口6万人の新都市であるが、ライフラインと
して地下空間を利用して共同溝システムが採り入れられ、上・中・下水
道管路にダクタイル鉄管が採用された。現在、始動期全休の3％が終ろ
うとしたにすぎず､共同企業体と連携をとりながら、平成7年5月末の竣
工をめざしたい、と結んでいる。

パイプ・イン・パイプ工法による工
業用水導水管路の更新工事

神戸市水道局

技術部浄水課
　　　　　　　　　　 課長　楠田　武司
　　　　　　　　     係長　宮根　憲二
                   　 係員　山崎　清志

　神戸市工業用水道事業は､産業界の要請を受けて昭和39年9月に一部給
水を開始し、現在は1日15万㎥の給水能力を有している。建設以来約30
年が経過して安定供給上問題が出、導水管に使用されていたPSコンク
リート管をダクタイル鉄管に管路更新するためのパイプ・イン・パイプ
工法が行われた。PⅡ形・PⅢ形ダクタイル鉄管が採用されたが、工期短
縮､経済的で交通への影響も軽減できたと結んでいる。

軟弱地盤におけるＧＳ形ダクタイ
ル推進管の採用について

福井市

下水道部建設課
                    　課長　児泉　紀幸
                  　　技師　橋本　直樹

　昭和23年に公共下水道事業に着手し、平成4年度末で普及率も54.2％
に達したが､現在も整備を進めている。今回の工事区間は軟弱地盤で､周
辺環境､施工条件などを検討して、GS形ダクタイル推進管が採用され
た。そして、重大なトラブルもなく、高精度の施工ができ、施工後も継
手部からの浸水もなく、推進管の沈下・だ行も認められず､管材の性能
が十分に活かされた、と結んでいる。

北海道古平町における接合器具
を用いた狭掘削溝内配管工事つ
いて

古平町役場

水道課
　　　　　　　課長　　　　岡本　興也
　　　　　　　工務係長　竹内　弘悦

　昭和40年9月に給水を開始し､基幹産業である漁業生産高が年々増加
し､昭和51年6月に1日最大給水量3,000㎥､急速ろ過方式に改良した。さ
て簡易水道事業で、平成5年度の実施工区の一部がスノーシェフド内配
管となっており、種々検討した結果､路側帯への埋設を採用した。狭い
掘削溝であるため、接合器具とゴム輪チェッカーを使用して作業員が立
ち入ることなく施工完了できたが、誰でも簡単に取り扱うことができ、
施工性に優れていることがわかったと、結んでいる。

1994年 No.56



発行年 号数 タイトル 著者 概要

24時間眠らない関西国際空港に
信頼のある水道施設を構築

関西国際空港株式会社

建設事務所機械一課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　菅原　廣記

　世界でも類を見ない完全な海上空港で、平成6年9月に開港する関西国
際空港｡平成5年9月には上・中・下水道施設が完成した。本論では、当
空港の上・中・下水道管路の工事経過について述べている。埋め立てに
よる人工地盤は沈下現象が避けられず､地盤沈下が進行する中で施設の
建設が行われ、特に水道管路は線として広範囲にわたるため沈下管理も
大変であったが、ダクタイル鉄管の施工性が十分に発揮でき、無事完工
できたと結んでいる。

ガス用ダクタイル鉄管の簡易接
合工法の開発

東京ガス株式会社
　導管技術開発センター

株式会社クボタ　鉄管研究部

日本鋳鉄管株式会社　技術開発部

　今回開発された工法は、ガス配管工事の省力化、安全性の確保など、
掘削溝外から容易に施工できることを目的としたものである。本論で
は、ガス用新耐震継手、接合機器および配管試験結果などについて述べ
ているが、ガス配管工事の省力化、安全性の確保などに十分貢献できる
と、結んでいる。

1994年 No.56
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1 .はじめに

東京では、業務機能はじめさまざまな都市機

能が都心部に集中し、一極集中型の都市構造が

形成され、住宅、ごみ、交通混雑などの問題が深

刻化している。一方、東京に住み、集う人々は、

その価値観は多様化し、豊かさとゆとりを持っ

て生活できる地域社会の創造を求めている。す

なわち、住と職のバランスのとれた多心型都市

づくりを求めている。

このようなニーズのうえに立って、 21-1立紀に

向けた東京の都市づくりは、希少な都市空間を

有効に活用し、人々が生々と安心して住み、効

き、憩うことのできる新たな都市空間を創造す

ることが不可欠となってきた。

臨海副都心は、昭和61年11月の東京都第二次

長期計画において、 7番目の副都心として位置

付けられ、多心型都市構造の形成を先導するた

めの重要施設として、情報化、国際化に対応し

た未来型の都市建設が行われている。

この副都心開発については、昭和62年の基本

東京臨海副都心建設株式会社

建設部有明工事事務所

課長補佐井龍務

7 

構想、昭和63年の基本計画に続いて出された;吾

業化計画により具体化が図られてきた。

この21世紀に向けての新しい都市の開発面積

は448ha、就業人口は11万人、居住人口は6万人

を計画している。

一方、この開発地域のライフラインについて

は計画的、体系的に地下空間を利用できる共同

溝システムが採用されている。

今回、この共同溝内の上・中・下水道管路に、

ダクタイル鉄管を採用したので、その工事の概

要を紹介する。

2.共開溝

共同溝は、幹線管路などを収容する供給管共

同溝と供給管共同溝から分岐して各需要先に直

接供給するミニ共同溝に分かれている。

これらの共同溝の構築延長は、供給管共同溝

が12km、ミニ共同溝が13kmで、あり、合計すると

25kmに及ぶことになる。



8 ダクタイル鉄管 平成6. 5 第日号

1.共同溝ルート

共同溝の基本ルートを図1に示した。これに

よると、供給管共同溝は地域内幹線道路と各シ

ンボルプロムナードの下、ミニ共同溝は区画道

路の下を中心に構築されている。

レインボーブリッジ

図1 共同溝の基本ルート

外
受
定
期
総
ふ
頭

10号地ふ頭

2.~又容されるライフライン

共同溝には、上水道、下水道(汚水管、汚泥

管、中水管)、電力ケーブル、ガス管、ごみ収集

管、地域冷暖房用熱供給導管および通信、 CA

TVケーブルが収容される。図2に供給管共同

溝の断面の例を示した。

図2 供給管共同溝の断面例

家皇室

凡例

一一圃割設期ルート

3.構造

共同溝は、基本的には鉄筋コンクリート造り

の箱形構造物であるが、一部、湾岸道路横断部

はシールド工法 (DOT工法)により施工するの

でメガネ型となっている。強度的には関東大震

災級の地震にも耐え得るよう設計されている。

また、この共同溝は30mに1カ所エキスパン

ション部を設けており、地盤変動にも追随でき

る構造となっている。図3にエキスパンション

部の構造を示した。

4.管理システム

共同溝の管理は、情報通信基盤を活用したセ

キュリティシステムの採用を考えており、具体

的には、この共同溝内配管工事(始動期)の終わ

る平成7年5月までに、どのような方法で管理し

たらよいか決定する。
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図3 エキスパンション部詳細

350 _1 

220 
シール材 h 「 i 床盤

カラー

5.建設スケジュール

共同溝の建設は、平成7年度の始動期までに

16kmを整備し、残りの9kmについては、創設期に

建設する予定である。

(注)臨海副都心開発計画では、その開発段階

を始動期(~平成7年度)、創設期(平成8年度一

12年度)、発展期(平成13年度一15年度)、成熟

期(平成16年度~)の4段階に分けている。

3掴上水道施設

水資源が有限かつ貴重で、あるという認識のも

とに、節水型の施設づくりを推進する。

1.整備方針

① 地域内におけるトイレ、洗車、散水など

の雑用水については、下水の高度処理水を

活用するほか、節水型用水機器を数多く取

り入れ、節水型の都市づくりをめざす。

② 上水の最大配水量は、臨海副都心の南側

を含めて1日約9万m3を見込む(開発地域は

約8万m3f日である)。

③ 臨海副都心への送水系統は、木場および

大井方面からの2系統とし、一方の系統の事

故時にも安定した送水ができるようにパッ

クアップ機能を持たせる。図4'こ送水管の

ルートを示した。

木場ルートについては、呼び、径1200mmの

送水管を整備し、江戸川、中川水系の浄水

を送水する。

大井ルートについては、呼び、径1200mmの

送水管を整備し、多摩川、利根川水系の浄

水を送水する。

④ 地域内に新たに給水所を設け、安定した

給水量の確保を図る。

給水所の位置は有明南地区である。

⑤ 地域内の配水管は、安定給水および水質

保持(残留塩素減少対策など)のため、基本

的にはループ化する。

⑥ 地域内の送配水管は、原則として共同溝

に収容する 0

2.共同溝内の配管材料

21世紀の未来型都市へのライフラインとして

飲料水の供給施設は、たとえどんな災害が発生

しても、止まらないような設備でなくてはなら

ない。このような考え方を基礎に管種の選定を

行二った。

その結果、経済性、強度(ヲi張・曲げ)、強じん

性、耐衝撃性および施工性などの点からダクタ

イル鉄管と耐震継子との組み合わせが有利と判

断した。

共同溝は、関東大震災級の地震にも耐えるよ

うに設計されているとはいえ、埋立地での使

用・重要施設等への給水などを考慮、し、その内

部に収容される配水管も耐震構造とする必要が

あった。そこで、水密性・可とう性・伸縮性に富

み、かつ最終的に大きな抜出し力に耐えられる

鎖構造管路を構築できる継子を採用することに

した。

直線部での継手は、呼び、径450mmまでは SII

形、呼び、径500mm以上1200mmまではS形とし、曲

線部は離脱防止継手とコンクリート防護工を併

用した。

ダクタイル鉄管の内面の塗装は、赤水対策、

残留塩素減少対策を考慮、して、 ]IS G 5528に

よるエポキシ樹脂粉体塗装とした(呼び径1000

mm以上で、は生産能力の制約があり、セメントモ

ルタルライニングを採用)。また、管の外面は、

共同溝内で露出管であること、塩分が多いなど

腐食性の強い地域であること、さらに火災など
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図4 11-31 送水管・配水管(幹線)のルート

dク
dク

品川

大井町

良克
設
幹
線

の事故が起こらないようにしなければならない

ことなどから、種々検討-を加えた結果、 JDPA

Z 2009によるダクタイル鋳鉄管外面特殊塗装

とした。

なお、共同溝の特殊部など配管の被雑となる

箇所は、ステンレス鋼管を採用した。

リ州

「有
|明
)蓬

|絡
1)藍
¥路
い台場・有明北連絡道路

4眠配管工事

臨海副都心の共同溝内配管工事は7工区に分

かれている。すなわち台場1、台場2、青海1、青

海2、有明南1、有明南2および有明北工区であ

る。平成6年3月現在、配管工事が完了している

のがモデルケースといわれる台場1である。
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i.配管ルート

今回配管工事が完了した台場1工区の共同満

の長さは500mであり、この中に上水道2条(呼

び、径700mm、350mm)、汚水圧送管2条(呼び径各

400mm)および中水道2条(呼び、径400mm、250mm)

が入っている。図5に共同溝の配管全体平面図

を、図6に配管標準断面を示す。

2園管路特性

上水道は、呼び、径350mmはSII形継子、呼び径

700mmはS形継手を採用し、鎖構造の耐震管路

とした。特に30mに1カ所設けてある共同溝の

エキスパンション部は、この共同溝の挙動に追

随できるようにと、原則的にはエキスパンショ

ン部の前後約1mの所に継手がくるように設計

されている。図7にエキスパンション部の配管

例を示す。

3.架台

架台は、以下の点に留意して、呼ひ、径350mm以

下はレジンコンクリート製のプレキャスト製品

とし、他の呼び径の架台は現場で打ちコンク

リートとした。

① 共同溝内部の湿気による腐食の問題

図5 配管全体平面図

⑪ eL2J⑪⑪⑪⑬⑬ 
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図6 配管標準断面図

4.配管工事

管は、共同溝の投入口からクレーンで共同満

の床部にいったん降ろし、ここで共同溝の中床

版梁に管を運ぶために取り付けたモノレールに

積み替え、接合現場に搬入した。

接合現場では、管が到着する前に架台の取り

付けが先行して行われて、継手の接合工事に支

障の出ないような工程管理を行った。

① 配管工事の人員構成

配管工事の人員構成は、管を共同溝に投

入する作業から継子の接合までとすると、

表の通りとなる。

② 管運搬装置

共同溝の中は18.4度のこう配で縦断的に

アップダウンしている筒所があるので、床

を利用した台車方式では、登りこう配のと

図7 エキスパンション部配管例

や 命
口
口
一
回

ロ
口
旧
日

4900 

特に夏場 (6月一9月)、共同溝の中は湿度

が高く、コンクリート壁が結露するので、

コンクリートに埋め込まれないバンドなど

は、耐食性の優れているステンレス鋼 (S

U S304)を使用することにした。

② 地震、地盤沈下などによる管路の伸縮の

問題

地震、地盤沈下などで共同溝が動いた場

合、鎖構造であるダクタイル管路も、その

動きに追随するように伸縮する。この一連

の伸縮を管の架台が阻止してはならないの

で、管と架台とは摺動性を持つ構造とし

た。

ダクタイル管

③ 経済性

架台には、現場打ちコンクリート、レジ

ンコンクリートプレキャスト、銅製および

鋳物製などが考えられたが、種々検討した

結果、日乎ひ、径350mm以下については、配管延

長が長いため量産化ができるメリットを生

かしたレジンコンクリートプレキャスト製

とした。呼び、径700mm用の架台については、

使用数が呼び、径350mm用に比べて少なく、重

量も重くなるので、鋼と現場打ちコンク

リートの併用とした。

図8'こ呼び径700mm用、図9'こ呼び径350mrn

用の架台を示す。

ダクタイル切管(変位吸収用)

P.E'i戸ヱJ_，、
国 Jι 口

±祇m~ エキス/'¥ンション音日
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1100 

550 550 

550 550 

図8 P乎び、径700mm用管受台

M16Uボルト (SUS304)

目
ト
円

ロ由∞

r、
てT

A部詳細図

呼び、径350mm用管受台
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表配管工事の人員構成

工 種 作業 内 容 人員(名)

作 業 責 任 者 工程管理、安全管理、作業全般の監督 1 

配管 ・材 料責任者 配管材料の確認、手配、接合管理 1 

特 殊 運 転 手 トラッククレーン、モノレールの運転 2~3 

特 殊 作 業 員 玉掛け作業、アンカー設置 3~4 

普 通 作 業 員 架台の取り付け、管の運搬、芯出作業 5-7 

自己 管 工 管の接合 2~3 

A 口 計 14~19 

(注)この人員持成は、並行して作業を進めている汚水圧送管および中水道管の工事分も含んで、いる。

きにウインチのような補助装置が必要にな

り、下りこう配のときにはブレーキを取り

付けなければ作業性、安全性が確保できな

p。

このような欠点を補うために、モノレー

ル方式を開発、採用した。共同溝の中床版

梁に必要な長さのH形鋼を取り付け、これ

にモノレールを抱かせ、このモノレールに

より管の運搬を行った。この方式を採用し

たことにより、ウインチのような補助装置

を取り付ける必要がなくなり作業性は向上

した。また、モノレール方式は空間を利用

した運搬方法のため、床にレールなどの軌

条を必要としないため、作業スペースも広

くなり安全性の確保にも寄与した。図10に

モノレールの構造を示した。

③ 配管工事

台場1の配管工事は平成5年8月に着手し、

終了したのが同年の12月中旬であった。配

管の総延長は上水道、汚水圧送管路および

中水道管路を合わせて3，180mであった。

これを総実施工日で、割った平均的な日進

量は18m/日となり、順調に配管工事が推

移したことが分かる。

5.今後の課題

今回施工した台場1工区は、臨海副都心共同

溝内配管工事のモデル工区であった。しかも、

この共同溝の中に納められる他企業の管、ケー

ブル類の工事は未施工で、後半一部ごみ収集管

の施工と道路工事の施工が開始されたが、さほ

ど同時施工とならず、他企業の工事との調整も

図10 モノレール式運搬装置取付図

リミットスイッチ受部

l形鋼 200 x 150 4000 R 

ローラーチェン

2，500 
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スムーズに進み、われわれのペースで工事は進

んだ。しかし、残りの6工区は平成7年5月の工事

完成に向けて、今から一斉に動き出すことにな

るので、当然これら企業聞の工事工程および作

業ヤードの工事調整が不可欠となってくる。

したがって、この企業間の調整が成功するか

否かに、臨海副都心の配管工事の工期内竣工は

かかっている。

そのためには、われわれ、臨海副都心建設の

担当者も、工期内完成に向けて努力をするが、

これらの配管工事の施工を管理している施工管

理会社、受注している各ゼネコン JVおよびそ

の下で実際の配管工事を担当する配管業者の協

力がなくては、このプロジェクトは成功しな

p。

このような状況にあるので、この紙面を借り

て再度ご協力をお願いしたい。

5圃おわりに

モデル工区の台場1は、計画通り平成6年3月4

日に竣工検査に合格した。

しかし、これは始効期全体の3%が終了した

に過ぎない。残り 15.5km(共同溝の長さ)は、こ

れから平成7年5月末の竣工をめざして施工しな

ければならない。しかも、上述したように他企

業との共同施工となるので、施工管理を徹底し

て行わなければ成功はおぼつかない。施工管理

会社をはじめ、ゼネコン JVおよび配管業者に

は、台場1以上の努力と誠意をお願いしたい。

最後に、この工事に携わった施工管理会社、

ゼネコン JVおよび配管業者のみなさんに、感

謝とお礼を申し上げたい。

(参考資料)

臨海副都心開発事業化計画(東京都)(平成元年

4月〕

臨海副都心における共同溝整備(港湾局開発部

臨海副都心開発推進室)

東京フロンティア計画における上水道施設等の

整備について(東京都水道局給水部長菅原

弘)(現東京都水道局技監平成2年11月〕
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1園はじめに

神戸は港を中心に町が形成され、その港湾機

能を生かしつつ、早くから阪神工業地帯の中核

としての位置を占めてきた。この港の特性を生

かして産業基盤の強化、拡大を図るため、昭和

28年度から臨海地域に大規模な産業用地の埋め

立て造成を行い、産業用水の需要が発生してく

る中で、「神戸市工業用水道事業」は産業界の強

p要請を受け、昭和39年9月に琵琶湖・淀川を水

源として一部給水を開始した。そして、翌年第1

期事業は給水能力10万m3
/ 日として完成した。

その後、昭和45~49年度の5カ年で給水能力を5

万m3/ 日増強するための第2期事業を行い、現

在15万m3/ 日の給水能力を有している。

したがって、 1期施設は建設以来約初年が経

過しており、経年劣化、旧式化して非効率、ある

いは安定供給上問題が出てきている。導水管に

ついては、総延長20.9km(呼ひ、径1350~1200mm)

で、更新前の内訳は鋳鉄管12.0km、鋼管2.6km、P

Sコンクリート管6.3kmで、ある。経年化した PS

神戸市水道局技術部浄水課

課長楠田武司

係長官根憲二

係員山崎清志、

コンクリート管は、交通量および周辺環境変化

などにより事故が生じており、また、地震対策

上からも管路更新の必要がある。本報では、平

成5年度改築事業として、呼ひ、径1350mmP Sコ

ンクリート管をダクタイル鉄管のパイフ.0.イ

ン・パイプ工法で管路更新したので、その施工

例を紹介する。

2.工法および管種の選定

管路の更新は計画的、効率的に実施すること

を前提とし、かつ導水施設としての十分な機能

が維持でき、施工上からも安全性、経済性を考

慮するとともに、付近住民や交通への影響を最

小限にした最適な工法でなければならない。

具体的には、更新の目的、対象管路の呼び径

および延長、埋設環境(既設埋設物、土質、地下

水)、施工場所(道路l幅員、交通量、家屋密集度、

周辺環境)、工事費などのそれぞれの項目につ

いて検討を行い、工法の決定を行う必要があ

る。
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現在、本市が採用している管路更新工法は、

①開削工法(布設替)、②内面ライニング工法

(モルタルライニング、エポキシ樹脂ライニン

グ)、③パイプリパース工法、④ホースライニン

グ工法、⑤チューブライニング工法、⑥パイプ・

イン・パイプ工法(鋼管、ダクタイル鉄管)など

がある。今回の更新においては、次のような

種々の制約条件があった。

① 過去の漏水事故例から PSコンクリート

管継子部に可とう性がないため、継子部の

緩み、移動による漏水が多く、再発防止の

ためには新管への更新により、耐震管路と

して整備を図る必要がある。

② 当路線は一部市バス路線にかかってお

り、また、限られた地中スペースの中に他

企業埋設管路が輯鞍しているため、新たな

占用位置が得られない。

③ 断水期間が7月中旬までに限定され、立坑

設置から管工事完了までの期間が約3カ月

と制約された。

④ 前年に行った管内調査により、立坑設置

予定箇所間で、道路形状に沿って平面・縦断

方向に緩く曲がっている。

⑤ 呼び径を1200mmに落として更新しでも計

画導水量は確保できる。

このような条件の中で工法は、パイプ・イン・

図1 P II形継手部詳細図

日乎び、径:1200mm 

パイプ工法とし、管種については次の利点があ

るPll形ダクタイル鉄管を採用した。

① 継手部が可とう d性構造となっているの

で、既設管の若干の曲がりに対しである程

度の順応d性を持っており、長距離の押し込

み挿入が可能である。

② 継手作業時間が鋼管に比較して短く、工

期短縮が図れる。

③ 限られたスペースの中で、施工管理が容

易で、かつ、作業が安全・確実である。

④ 継手が耐震構造となっている。

また、既設管の一部分で22
0

1/2曲管が使用さ

れている区間については、他企業埋設管 (pS 

コンクリート管 呼び径1650mm)への影響から

立坑設置が不可能なため、管内より取り付け施

工可能なP皿形ダクタイル鉄管 (110 1/4曲管×

2)を採用した。

~ 
大阪市¥
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図3 管路縦断図

A到達坑 B両発進坑 C両発進坑 D到達坑
4. 07X2. 50X4. 27H 7. 05X2. 50X4. 41 H 7. 05X2. 50X4. 32H 4.07X2胴 50X4.22H

Td L-A ∞→国一一ー一一ァー一一一一一一 74ーι一一ームヰ

|既設管中1J P鵬似曲管/' PII形新制ふ i ~ 
746.0m 

3.施工内容 図4 工事フ口ーチャート

この路線は昭和36年度から阪神水道企業団と

共同で用地買収が進められ、昭和38年一39年度

にかけ神戸市工業用水導水管1350mm、阪神水道

上水道管1650mmが並行して布設された。その当

時、周辺はまだ田畑であったが、現在は住宅開

発が進み、管路用地も伊丹市、尼崎市の市道と

して供用されている。

1.工事概要

① 工事名

工業用水導水管パイプ.0.イン・パイプ工

② 工事場所

尼崎市武庫之荘8丁目~伊丹市野間

③ 工期

平成5年4月6日一5年10月15日

(断水期間 4月 28 日 ~7月 19 日)

④ 両発進立坑の大きさ

B立坑:長さ7.05mX幅2.50mX高さ

4.41m 

C立坑:長さ7.05mX幅2.50mX高さ

4.32m 

⑤ 到達立坑の大きさ

A立坑:長さ4.07mX幅2.50mX高さ

4.27m 

D立坑:長さ4.07mX幅2.50mX高さ

4.22m 

⑤ 挿入工事

呼び、径1200mm 延長746m

既設管呼び径1350mm

施工手順は、図4のフローチャートに示す通

| 事前調査 j 
-……  

沈下測定棒設置 ; 

断 水 j

挿入設備工
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りである。

以下、主要項目についてその概要を述べる。

2.立坑

① 立坑の位置決定

立坑の位置は、管路の埋設環境を踏まえ、

地元および関係機関と調整を図りながら、

以下のように決定した。

A 到達坑… ……工事起点、であ

り、既設管(鋳鉄管)との連絡部とした。

B、C両発進坑 ・・……・ 既設220 1/2曲管

部が管内施工 (p固形)となるため、この曲

管部との距離ができるだけ短い所に立坑位

置を決定したが、 B両発進立坑箇所におい

て地元同意が得られず、当初計画より約350

m西側に移動したため、 PllとP匝の接合

に困難をきわめた。

D 到 達 坑 ・・・・・・・・・ 工事終点であ

り、既設管(鋳鉄管)との連絡部とした。

図5 C両発進坑平面図

7053 

図6 C両発進坑地下埋設図 関7 D到達坑平面図

既設工水中1350 PII形新管中1200 4070 

。
旧
N
的

② 試験掘削

立坑位置決定後、試験掘削を行い、地下

埋設物の状況や地下水などの調査をし、立

坑の築造ができることの確認を行った。

③ 沈下測定棒の設置

地下水位が高く、立坑周囲の地山の安定

を図るために薬液注入を行った。このため

隣接する地下埋設管の挙動観測が必要とな

り、その管理者と協議した結果、事前に沈

下測定棒を埋設管に取り付け、立坑部復旧

完了後までの問、毎日沈下測定を行いなが

ら工事を進め、特に大きな変位もなく無事

工事を完了することができた。

なお、薬注入は水ガラス系による二重管

ストレーナー(複相式)工法により行った。
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3.挿入

① Pll形ダクタイル鉄管の挿入

管内調査による既設管平面・縦断の屈曲

と、 Pll形ダクタイル鉄管の呼び径および

継子角度などから、 1本当たりの挿入管長

(e =4m)を決定した。また、挿入に先き

立ち挿入力および挿入方法を検討し、それ

に基づき施工した。挿入状況の概略を図8、

9に示す。

図8 吊り込み・据え付け機械

図9 夕、クタイル管によるパイプ・イン・パイ

プ工法の概略

管挿人推力の検討

F=μ'W'L'S 
'7' ..，.・・ v づ'"
'-'-ー」、

F:推 力 (ぜ)

μ:摩擦係数 (0.5) 

W:新管の重量 (0.515ぜ/m)

L:新管の挿入長(m) 

S:安全率 (1.1) 

挿入ジャッキの推力Fは、 B両発進坑から P

困接合地点へ挿入するときが最大となり、

F =0.5XO.515X345.3X1.1=97.8ぜ

一方、既設管の摩擦抵抗力 Fsは、

Fs=fs' L 

ここでお:単位長さ当たりの周面摩擦抵抗力

fsニ μ.r 'Hc'π.D 

μ :管と土の摩擦係数 (0.5)

r 土の単位体積重量(1.8ぜ/m3)

Hc 管芯までの上かぶり (2.8m)

D 既設管外径(1.54m) 

Sf :安全率(1.25)

したがって、反力をとる既設管の必要管路長は、

以上の検討により、既設管に挿入推力以上の

反力が期待できるので、既設管に反力を設け並

Fs F. Sf 
L=一一一一=

お お

97.8X1.25 

0.5X 1.8X2.8XπX1.54 

= 10.03 =.: 10.0 mく 104m

図10 挿入延長図

A到達坑 B両発進坑 P田 C両発進坑 D到達坑

345.3m 



パイプ・イン・パイプ工法による工業用水導水管路の更新工羽 21 

列した100トンの油圧ジャッキで新管の挿入を

行った。挿入推力の管理は油圧ポンプの圧力と

あらかじめ計算しておいた推力とを比較しなが

ら通過異常の有無や推力が過大にならないよう

に管理を行った。挿入は、 1日当たり 6~8本 (24

~32m) と雨が多い時期にしては施工性は良好

であった。

写真1 挿入状況 (C立杭)

② P血形ダクタイル鉄管の挿入

P皿形11
0 1/4曲管、 2組については単体に

て管内に引き込み、組立完了後に芯出しを入

念に行い、 Pll形管との連絡時に移動せぬよ

う同定し、既設管との隙聞にモルタル充てん

を行った。継手の構造図を図111こ示す。

図11 管内ドッキング工法用 PIII形継手の構造

適用呼び径 1200mm 
(既設管呼び径 1350mm)

押翰(FCD)
ゴム繍 (SB~) '/押輪用ボルト (SUS)

タップ穴 / / I 口ックリング (FCD)
(管固定用)~，-;_ I I ノ h吋プ穴(フランジ治具取り

4腕俊和司て戸ふ〉久¥ 付け用タップ穴)

なお、 B両発進立坑からは挿入延長が345.3m

と長スパンであるため、施工に際しては管内に

電話線を引き込み、連絡を密にとりながら油圧

ジャッキ圧の微調整を行い、無事接続を完了す

ることができた。

ここでは、 P園管の管内ドッキング工法の施

工写真、概略図(図12)、施工完了状態(図13)を

示す。

写真2 P田形接合状況

図12 管内ドッキング工法の概略図

静
岡短受両

管曲
J

管
¥

短1
U
M
昭
冨
¥

持
久

受
持

4.水圧試験

挿入を完了した継手部について、水圧試験を

千Tった。

試験水圧は試験時のモルタルへの影響および

常用水圧(約4kgf/cm2
) を考慮して5kgf/cm2

(0.49MPa)とし、テストバンドを継手内面に取
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図13 施工完了状態

写真3 水圧試験

り付け、水圧を5分間維持するかどうかを監視

することにより漏水の有無について確認した。

その結果、内面モルタルへの浸透以外の圧力降

下は認められなかった。

図14 施工概要図

PII形直管

写真4 エアーミルク注入工

5.エアーミルクの充てん

新旧の管の間げきは、水みちゃ地盤沈下を防

止するため立坑部からエアーミルクにより間げ

き充てんを行った。そして、立坑間距離が長い

路線については呼び、径50mmの圧送用塩化ピニル

管を管内に取り付け、あらかじめ新管に設置し

たグラウト子しからI主人を千子った。

エアーミルクの比重は0.5以下にして、挿入管

の浮き上がりがないようにした。充てんを終了

後、グラウト孔はシールキャップにより閉塞し

た。

なお、エアーミルクの庄縮強度は継手の機能

をできるだけ損なうことがないよう、 15kgf/

cm2 (147N/cm2
)程度と、通常の埋戻し土の地

耐力と大差ないものとした。
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4.おわりに

今回、開削工法が困難な路線で、 plI形ダク

タイル鉄管による長距離挿入と曲管部のP皿形

ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ工

法で経年管を更新することができた。

これらの工事を通していえることは、本工法

は既設管のだ行が直管継子部の屈曲程度であれ

ば、挿入口径や挿入管 1本の長さを選択するこ

とにより挿入工事が可能であり、また、継手の

施工効率が比較的よく、掘削も立坑部分のみで

あることから、路面復旧や既設管撤去工事が少

なくなるとともに、地元、交通への影響も軽減

され、工期短縮、経済的に有利といえる。ただ、

施工期間内の断水は避けられないため、事前の

パックアップ対策も必要である。

なお、本工事が当初の断水計画期間内に無事

終了したことは、設計、施工などの工事関係者

の努力はもちろんのこと、地元および関係機関

のご協力によるもので、改めて感謝の意を表す

次第である。
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1.はじめに

福井市は、福井県の県都として北部

に位置し、北西部は風光明嫡な日本海

に面する越前加賀海岸固定公園を望ん

でいる。また、南部には、国の特別史跡

とされている一乗谷朝倉氏遺跡があ

り、観光の拠点となっている。地形は概

ね平坦地で、福井平野が開けており、こ

の聞を九頭竜、足羽、日野の三大河川が

市内で合流し、日本海に注いで、いる。

本市は、明治22年に市制が施行され、

当時4万人足らずの人口も今日では25

万人を超え、面積も当時の 77倍、

340.31Km2となっている o その問、昭和

20年の空襲、昭和23年の大震災などに

より市街地は壊滅状態となったが、市

民の不屈の精神によって不死鳥のよう

によみがえり、やさしさと活力のまち、

北陸の雄都として、さらなる発展を続

けているところである。

ダクタイル鉄管 平成6. 5 第日号

福井市下水道部建設課

課長児泉紀幸

技師橋本直樹

図1 位置図
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2園下水道事業の沿革

本市は、東から西に向かつて約1000分の1の

緩い傾斜をなし、平均雨量は約2，400mmで、地下

水位は高く排水条件は極めて不良で、あった。こ

のため市街地では毎年水害を繰り返し、浸水筒

所は80カ所に及び市民の最大の悩みであった。

本市では、昭和23年に多年の懸案であった公共

下水道の本事業に着手し、昭和32年に下水処理

場の建設に着手、昭和34年には一部区域の下水

簡易処理を開始した。

本市の公共下水道事業は着手後すでに40年

余、常に市政の最重点施策として議会、市民の

全面協力のもとに着々とその工事を進め、平成

4年度末で、は計画面積4，175haのうち1，996haの

整備を完了し、行政人口に対する普及率も54.2

%に達し、さらに普及率向上に向け現在整備を

進めているところである。

本報告は健全な市民生活の基盤施設である、

下水道整備事業の管きょ建設に iGS形ダクタ

イル推進管」を採用したので、その概要につい

て述べる。

3.工事概要

月見・東下野汚水幹線は福井市南部の重要な

幹線のひとつで、本工事区間は呼ひ、径1，650mmの

シールドに連絡する最下流部にあたる。

工事名 :公12号 月見・東下野汚水幹線

布設工事

場 所:福井市東下野町地係

図2 平面図

工 期:平成5年6月 30 日 ~6年3月 18 日

延 長:総延長 671.1m(6スパン)

最大推進延長 130.6m

呼び径 : 600mm G S形夕、、クタイル推進管

土かぶり:最大7.33m~最小5.81m

工 法:泥水式推進工法(一工程方式)

4.GS形夕、クタイル推進管の選定について

土質調査のデータからもわかるように、本工

事区間は地下水位が高いうえに非常に軟弱な地

盤である。このため、掘進機の沈下による管の

だ行や方向修正不能や推進管の沈下による継手

からの漏水などが予想され、使用管材を選定す

るに当たっては、これらの条件をクリアできる

ものが必要となった。そこで、鉄筋コンクリー

ト推進管など被数の管材を比較検討-し、本工事

区間の周辺環境や施工条件などを検討した結

果、経済性や施工性にも優れた G S形ダクタイ

ル推進管を採用することにした。

次に、 GS形ダクタイル推進管の特長を示

す。

① 管体重量が鉄筋コンクリート管の50~60

%と軽量であり、取り扱いも容易で、ある。

図3 土軍柱状図

-N-

-;~I'--jー"--1

GL-0.80 
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図4 呼び、径600mmGS形夕、クタイル推進管

② 管外径が1口径小さい鉄筋コンクリート

管と等しいので、より軽量で経済的な1口径

小さい掘進機を使用することができる。

③ 継子部が確実で、内外圧2kgf / c m2 

(0.2MPa)の水圧に対しでも優れた水密性

を有する。

写真1 管の吊り下ろし

写真2 接合作業

④ 管内面には合成樹脂ライニングが施され

ているので、硫化水素などに対する耐食性

や耐摩耗性に優れており、表面が平滑なの

で通水性にも優れている。

① 鉄筋コンクリート推進管より許容耐荷力

が360ぜ(3，530KN，~ 600の場合)と大きく、

長距離推進が可能で立杭の数を減らすこと

ができ、経済的である。

5.施工状況

① 搬入した管材については、まず寸法の検

測を行った。

全長、内径、外径、管厚を測定したが、いず

れも許容値内に収まっていた。また、管内

面の合成樹脂ライニングの仕上げは、鉄筋

コンクリート管と比較しでもはるかにきれ

いで、優れた通水性能もうなずけた。管内

面には、下水道協会の認定マークが押印さ

れており、品質も問題ないことを確認し

た。

② 管材の立杭内への投入は、門型クレーン

を{吏用した。

管体重量が軽いためスムーズに作業が行

え、管の接合にも付属の滑剤を用いて、鉄

筋コンクリート管と同様に容易に接合する

ことができた。

③ 推進は、許容耐荷力が高いので安心して

いたが、滑材がうまく外装鋼管と土砂との

聞に保持されているためか、思ったより推

写糞3 推進作業
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力は上昇せず安定した推進を行うことがで

きた。

④ 推進精度については0.6%0というこう配

にもかかわらず、上下、左右いずれも 10mm

以内の誤差で到達することができ、高い精

度の管きょを布設することができた。

6闘おわりに

本工事のような悪条件の中で、重大なトラブ

ルもなく、高精度の施工ができたのは、施工前

のチェックボーリングなど、いろいろな角度か

ら検討を行ったからであり、関係者各位のご協

力の賜物であると深く感謝している。 G S形ダ

クタイル推進管については、施工後も継手部か

らの浸入水などはまったく見られず、優れた水

密性が実証されたと思う。また、推進管の沈下

やだ行も認められず、軽量な管材の性能が活か

されていると思われる。

今回のG S形ダクタイル推進管の採用は、次

の工事区間の工法選定においても重要な参考資

料になったとともに、これからの推進工事にお

けるパックデータとして役立てば幸いである。

今後もさらなる GS形ダクタイル推進管の性能

向上を期待する。



28 ダクタイル鉄管 平成6. 5 第日号

1 .はじめに

古平町は、北海道西南部、積丹半島の東側中

央部に位置し、札幌市から約72km、小樽市から

約35kmの距離にある。

東西12km。南北16km、総面積186.80km2の漁業

を主体とする町で、古平川流域に集結する東部

農商地域と古平漁港の背面に密集する西部漁業

生産地域に分かれている。

山地の起状は比較的小さく、なだらかである

が急激に海に落ち込んでいるため、海岸線は急

峻な崖地になっている。古平の地名もアイヌ語

のフルピラ(赤い崖)に由来している。海岸線に

連なる急峻な崖は、侵食によって変化に富んだ

景観をっくり出し、セタカムイラインと呼ばれ

る景勝地が形づくられ、ニセコ積丹小樽海岸国

定公園に指定されている。

2 上水道のあゆみ

昭和37年12月上水道創設の認可を受け、水源

を古平川支流泥ノ木川に求め、計画給水人口

古平町役場水道課

課 長岡本興也

工務係長竹内弘悦

図1 古平町の位置

7，200人、 1日最大給水量1，296m3、1人1日給水量

180 g、緩速ろ過方式による水道施設で昭和40

年9月給水を開始した。

その後本町産業の基幹である漁業生産高が

年々増加し、昭和51年6月、給水設備を1日最大

給水量3，000m3、1人1日給水量417g、急速ろ過

方式に改め現在に至っている。
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3.事業概要

古平町第2次拡張事・業

①事業名 群来町地区無水源簡易水道事業

平成元年~7年

歌棄・沖町地区統合簡易水道事

業平成2年~7年

②送配水管延長 8，511m 

図2 歌棄・沖町地区統合簡易水道事業の概要

4.工事内容

歌棄・沖町地区統合簡易水道事業において、

平成5年度実施工区1，100mのうち480mが国道

229号線のスノーシェフド内配管となってい

る。

1.配管場所の選定

スノーシェフド内配管場所の選定に関して

は、以下に示す3案について検討を行った。

[第1案一路面下への埋設]

北海道開発局建設部の指導により、スノー

シェフド内の路面掘削にあたっては、掘削部

だけでなく片側全面復旧が義務付けられてい

N 
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るため、工事費が割高となる。

[第2案一歩道下への断熱管の浅埋設]

管材持が割高になるとともに、埋設工事の

際にスノーシェフドの基礎を傷付ける恐れが

ある。

[第3案一路側帯への埋設]

路側帯の幅は非常に狭く、 350mmの溝幅に

しか掘削できず、狭い掘削溝内での配管工事

となる。

以上のうちから工事費用を安くし、さらにス

ノーシェフド基礎への影響を考慮、して、第3案

一路側帯への埋設を採用することにした。
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そのとき、狭い掘削溝内での配管となるため

に作業員が溝内に立ち入って接合することが難

しい。そこで、溝内に立ち入らずに溝外からの

操作で接合できるように、接合器具を使用して

T形ダクタイル鉄管を配管することにした。ま

た、ゴム輪チェッカーを使用して接合後にゴム

輪の位置が正常かどうかを確認することにし

た。さらに、一部の工事には接合を自動的に行

う接合ロボットも試験的に使用した。

図3 スノーシェフド内での配管場所(第3葉)

2.工事概要

①工事名 :歌棄・沖町地区統合簡易水道事

業スノーシェフド内配管

②工 期:平成5年9月 13 日 ~5年10月 13 日

③施工延長:呼び、径100mmT形ダクタイル鉄

管 X480m

④工事内容:溝幅350mmの掘削溝に作業員が

立ち入らずに、接合器具を使用

して接合し、ゴム輪チェッカー

を使用してゴム輪の位置を確認

5.接合器異、ゴム輪チェッカーおよび

接合ロボットの概要

1.接合器具

図5に示す接合器具を使用した。受口リング、

挿し口クランプ、油圧シリンダーから構成され

ており、重量は7.5kgと軽く 1人で持ち運びでき

図4 標準掘削断面図

る。管の挿し口を受口に預け入れたあと、手押

し油圧ポンプを操作するだけで簡単に接合で

き、接合後には引き上げるだけで接合器具を簡

単に取り外すことができる。

図5 接合器具の概要

重
主主主

主旦

最大横幅

7.5kg 

260mm 
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2.ゴム車命チェッカー

図6に示すゴム輪チェッカーを使用した。棒

の先端にチェッカーを取り付け、溝の上から管

に当てると自動的に管に抱きつく構造になって

いる。ノ、ンドルをt屋ってワイヤをヲ|張るとフィ

ラーゲージが受挿隙間に挿入される。そのと

き、図7に示すようにゴム輸の位置によって

ブイラーゲージの挿入状態が変わるので、それ

をセンサーで検知し、ゴム輸の位置の正常・異

常をインジケータにランプで表示する。

図6 ゴム輪チェッカーの概要

J 件、、、グミフ

、 J

--ー一

， 
， 

図7 ゴム輪チェッカーの原理

ゴム輪が正常な位置にある場合

3.接合口ポットの概要

使用した接合ロボットの概要図を図8に示

す。クランプ装置①、②で新設管をクランプし、

クランプ装置③で既設管の端部をクランプした

状態で新設管を既設管に挿入する構造とし、マ

イコン制御ですべて油圧で駆動する。接合ロ

ボットはユニック車などに吊るして使用し、掘

削溝外からの操作で自動的に管の接合と、さら

にゴム輪の位誼が正常かどうか接合状態の確認

が千子える。

ゴム輪が正常な位置にない場合

消灯

図8 接合口ポットの概要図
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接合ロボットの作動手順を図9に示す。

図9 接合口ポットの作動手順

水平維持用
伸縮・接合用油圧シリンダー 吊点上下装置

管の吊り降ろし

管クランプ装霞

I ~I:l:l ~ I 1$~ 

よ二F陪ざこ半L=Ji

接合状態確認センサー

① 管の吊り降ろし

ゴム輪など附属品をあらかじめ受口に装

着したあと、ロボットで新設管をクランプ

して吊り降ろす。そのとき、クランプ装置

が既設管の端部をクランプできる位置まで

伸長する。

②管の芯出し

管を溝底に吊り降ろした状態から、そのま

ま本体の傾きと高さを制御し自動的に芯出

しを行う。

③ 管の接合

表施工時間

項 目 時間(分)

管の吊り降ろし、預け入れ 1 

接合器具のセット 0.5 

接 A 口 0.5 

接合器具の取り外し 0.5 

ゴム輪位置確認 0.5 

メ口h、 言十 3 

白線検知センサーが挿端部の白線を検知し

て挿入を停止する。

④ 接合状態の確認

センサーが位置決めされ、ゴム輪が正常な

位置にあるかどうかをチェックする。

3.施工手順

接合器具およびゴム輪チェッカーを用いた施

工手順は次の通り。

①管を吊り降ろす。

②挿し口を受口に預け入れる。

③接合器具を降ろしセットする。

④接合

⑤接合器具を外し吊り上げる。

⑥ゴム輪チェッカーでゴム輪位置を確認す

るo

i 施工結果

写真1-5に施工状況を示す。

① 接合器具およびゴム輪チェッカーを用い

て、溝の中に立ち入ることなく接合とゴム

輪位置の確認ができた。

② 簡単に施工でき、平均的な施工時間は表

の通りであった。

③ 工事期間中接合器具およびゴム輪チエツ

カーは正常に作動し、故障など異常は発生

写真1 接合器具を使った施工状況 (1) 
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しなかった。

④ 接合器具およびゴム輪チェッカーの取り

扱いは簡単で、すぐ使用できるようになっ

た。

写真2 接合器具を使った施工状況 (2)

写真3 ゴム輪のチェック状況

におわりに

今回の工事ではスノーシェフド内という:千罪情

から、溝I11百350mmという狭p掘削溝での配管工

事であったが、接合器具とゴム輪チェッカーを

使用して、作業員は溝に立ち入ることなく接合

とゴム輪位置の確認ができ、予定通りに施工完

了することができた。これらの器具は誰でも簡

単に取り扱うことができ施工性に優れているこ

とがわかり、工事期間中になんら故障も発生し

⑤ 接合ロボットも正常に作動し、オベレー

タ1人の操作で自動的に管の接合とゴム輪

位置の確認が行えた。

写真4 接合口ポットを使った施工状況 (1) 

写真5 接合口ポットを使った施工状況 (2)

なかった。また、接合ロボットも実際の工事に

使用できることがわかった。

今後、道路事情により狭L瓦溝i幅しか掘削でき

ない場合や、作業員が溝内に立ち入ることなく

施工ができることから安全対策上の理由から、

これらの器具を用いた配管工事の増加が予想さ

れるが、その際、本報告が参考になれば幸いで

ある。
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1 .はじめに

わが国の航空輸送は国民経済の発展、海外と

の交流の活発化、高速性志向の高まりなどを背

景として、近年急速に進展し、誰もが気軽に利

用できる交通手段としてすっかり定着してい

る。

今後、 21世紀に向けて経済、社会の高度化が

進むにつれて、航空輸送需要は着実に増加する

ものと予想され、これにふさわしい空港の整備

が求められている。

このような要請の下に、関西国際空港は昭和

63年 (1988年)12月に埋め立てが開始され、平成

3年 (1991年)12月に埋立工事が竣工し、ただち

に上水道・中水道・下水道などをはじめ、各種の

ライフライン施設および旅客ターミナルビルな

どの諸々の施設の建設工事が順次着工され、上

水道・中水道・下水道施設は平成5年 (1993年)9 

月に完成し、主要施設がほぼ形を整えつつあ

る。

このように短期間で、世界でも類を見ない完

関西国際空港株式会社

建設事務所機械一課

課長菅原虞記

全な海上空港建設であり、埋め立てによる地盤

沈下は推定されてはいたものの、予想以上の沈

下量のため、これに対処するのに大変な苦労が

あった。

しかし、全員一丸となって諸問題を克販し、

関西国際空港は日本では初めての24時間空港と

して、いよいよ平成6年(1994年)9月4日にオー

プンし、一番機が飛び立つのを心待ちに、最後

の準備に追われている毎日である。

ここに、当空港の上水道・中水道・下水道管路

工事について報告させていただく。

2 空港の特色

① 騒音や公害の防止、自然環境の保全に

努めた海上空港。

② 国際航空輸送の飛躍を担う日本で初め

ての本格的な24時間運用空港。

③ 国際線、国内線がともに乗り入れる、

乗り継ぎにも便利な空港。

④ 空港への多種多様な交通手段を確保し
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図1 空港位置と交通網

凡例
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て、関西の各地を結ぶ。 滑 走 路 :1本、長さ3，500m、幅60m

埋立土量:1億7，800万m3

サンドトレーン :100万本

3.能力

年間離着陸回数:約16万四

4.事業資

1兆4，300億円

図2 空港レイアウト

沖恨IJ

3.空港の概要(一期工事完成時)

1.位置

大阪湾南東部の泉州沖約5kmの海上

2.規模

面積:511ha 

4園地盤沈下管理

1関空港島海域の地盤特性

空港島海域は一言でいえば、平均水深18m、

海底には厚さ20mの軟弱な沖積粘土層、その下

には数100mに及ぶ洪積粘土層が堆積してい

る。

空港島の計画段階において、掘進深さ 100-

400mの65本のボーリングが実施され、原位置

試験、室内試験をもとに土質工学的な検討が行

われるとともに、ナンノブランクトンを用いた

微化石分析などの地質学的な検討も加えられ

た。

nu (
ε
)
J
.
0
.
0
畑
雛

図3

も沿
いq・~ ~ 

-100 
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511haと広大で、あり、護岸近傍を除く空港島内

では洪積層の最深部においても応力が分散せ

ず、ほぼ一次元議荷状態になる。

一方、地盤の圧密特性を示す指標として、 e

一一logp曲線を図4に、載荷荷重と沖積粘土層、

洪積粘土層の最終圧密沈下量の関係を図5に示

す。

約45ぜ1m'の埋立荷重によって、洪積粘土層の

各層とも正規圧密領域に達し、最終沈下量は沖

積粘土層、洪積粘土層ともに約5mである。ま

た、沖積粘土層の最終沈下量は埋立荷重前後の

荷重変化に対して鈍感であるのに対し、洪積粘

土層のそれは敏感で、あることがわかる。

次に、沈下の経時変化を見るため、空港島の

埋め立てに先行して設けられた埋立調査工区に

おける沈下の実測値と計算値を図6に示す。な

お、埋立調査工区は空港島の中でももっとも埋

立層および粘土層が厚く、最大の沈下を示す地

区である。図6の実測沈下から分かるように、沖

積粘土層は空港島全域をサンドドレーン工法で

地盤改良されており、その沈下は埋め立て後9

カ月程度でほぼ終了している。

また、沖積粘土層の計算沈下は、実測沈下に

基づいた逆解析により圧密定数を設定してお

り、実測沈下と計算沈下はよく一致している。

一方、洪積層は埋立最終工程である揚土①以前

においてはほとんど沈下せず、揚土①以後は初

期を除いてほぼ一定速度で沈下が進んでいる。

また、計算沈下は揚土前では実測沈下よりも大

きく、揚土地点、で0.5m程度の差が聞いている

が、その後は実測沈下とほぼ平行に推移してい

る。天端高管理を行ううえでは、揚土以後の残

留沈下が問題であり、この観点からは、この計

算手法によって将来予測を行うことで実用上の

問題はないと考えられる。

沖積層と洪積層の沈下を合わせた全沈下量の

オーダーをみると、揚土まで、に4m、揚土1年後

までに4m、開港までに2m、開港50年後までに

1.5m程度で、ある。

3.沈下管理システム

当空港の建設は、空港島建設(造成)と空港施

37 
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これらによると、空港島海域の地層は層序は

一様であるが、岸から沖に向かつて傾斜した単

斜構造となっている。その代表的な地層構造断

面を図31こ示す。地盤の表層にはほぼ正規圧密

粘土である沖積粘土層 (Ac層)が約20m堆積

し、その下には OCRが1.5程度の洪積粘土層

(Ma:海成粘土、 Dtc、Doc:非海成粘土)と洪積

砂磯層が交互に堆積している。洪積層の上部の

約100mとそれ以深の層の聞には不連続面が

あって、粘土の圧密降伏応力はこの面の上下で

大きく異なり、空港島の埋立荷重により圧密沈

下が生じるのは上部の洪積層である。

2.原地盤の沈下特性

空港島の埋立層厚は平均で約33mで、その荷

重は約45tf/m2にも達する。空港島の面積は
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図6 調査工区 (K点)の実測沈下と計算沈下
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図7 沈下管理システム

l 工 事 I I沈下管理|

設建設の2つのステージに分かれており、それ

らを通して沈下管理のトータルシステムを図7

に示す。

沈下管理システムは、①土質調査、②事前沈

下予測、③調査工事・沈下計測結果をもとに沈

下予測を修正、④埋め立ての段階施工・沈下計

測結果をもとに各地点、の天端高の決定、⑤埋め

立ての最終施工、⑥空港施設の施工、と一連の

流れから構成されている。

このシステムの特長としては、先行調査工区

沈下計測など

/モ空開グ/-

方式によって沈下の予測精度を向上させた(図

6参照)うえで、本工事に入った点、および建設段

階における沈下の実測を絶えずフィードパック

するとともに、実際の建設状況を受けて荷重条

件を見直し、沈下予測精度を向上させながら埋

め立てから空港施設建設を通した天端高の管理

を行った点である。

管理の具体的な方法は次の通りである。空港

島を縦横100mのメッシュに分け、その交点を

管理点とし、揚土船により埋立天端が海面上と
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なる揚土①後の地表に表面沈下版を設置し、沈

下の経時変化を測定するとともに、埋立履歴を

データベース化して沈下計算を行う。 CDL十

9.5mまでの高さの制約がある揚土①のみでは、

空港島の大部分で所要の地盤高が確保できない

ため、ダンプ.0.トラック工法による揚土②を行

い、この揚土②の埋立層厚を管理することで最

終的な埋立地盤高の管理を行った。揚土①の表

面沈下の実測値によって沈下予測計算の精度を

確認しつつ、また、揚土②のあとに施工される

埋立土の地盤改良(締固め)工事や、舗装などの

施設建設による天端高の変化などを想定し、基

準日 (1993年3月31日)において施設高が空港基

本計画高となるような揚土②の必要層厚を次式

で算定した。

ム H=Hp-HotムSr十ムSn+ムSiームHs
、ヲ' ーフ'・ ，-
」ー'-V~ 、

ム H:揚土②の必要層厚

Hp 空港基本計画高

Ho 管理時点での揚土①地盤高

ムSr:基準日までの残留圧密沈下量

ムSn:埋立土の自然圧縮沈下量 (3カ月で

60cm) 

ムSi:地盤改良に伴う圧縮沈下量 (40-

150cm) 

ムHs:空港施設によるカサアゲ量

図8 空港島造成における天端高管理概念

地盤改良

沈
下
量

現在 基準日

4.空港施設の天端高管理

空港施設の建設段階における天端高管理は、

天端高管理のトータルシステムの最終段階であ

る。空港施設の天端高管理の目標は2つある。す

なわち、①空港施設の天端高を基準日におい

て、空港基本計画高になるように管理するこ

と。②空港施設の相互の天端高の関係の整合性

をとること、である。①の管理目標が完全に達

成できるならば、②の管理目標は不必要で、ある

が、各施設の施工時期が異なり、また、沈下の予

測誤差も生じることから、相互の施設レベルに

整合性が要求される施設問でのレベル調整が必

要となる。

ターミナルピルをはじめとする建築物の基礎

には、周辺地盤と同じ沈下をするように直接基

礎を採用しており、施設建設における天端高管

理の方法は、原則的には施設の施工時の基面

を、施設建設時から基準日までの予測沈下量の

分だけ上げ越して設定し、その基面で基礎工事

を行った。また、水道施設などの管路工事も同

様にして管の天端高を設定した。

空港施設の建設開始時期は、埋め立て後に半

年以上の放置期間をとったあとであり、ぱらつ

きが大きく予測の難しい埋立土の自然圧密や、

地盤改良工事による圧密沈下などが終了し、ま

た、沖積層の圧密沈下もほぼ終了したので、洪

積層の沈下が支配的で、ほぼ一定の沈下速度 (5

-10cm/月)に落着いた時期にあった。

しかし、特殊なエリアでは、埋立荷重とは別

に施設荷重を考慮する必要がある場合がある。

沖積層の沈下に対しては、仮設時に行われる

ディープウェルの影響が見られ、水位を10m程

度下げるために10ぜ/ぱ程度の圧密応力の増加が

生じた。沖積層の沈下は、地下階を有するター

ミナルピルにおける掛削のように施設規模が大

きく、また、荷重変化も大きい場合には洪積層

においても応力が分散せず、影響を受ける。ま

た、施設建設に関連して施工された埋立土の仮

置きや、不同沈下対策として行われたプレロー

ドなどの影響も受ける。これらの影響は、さま

ざまな事業主体・施工主体によって検討され、
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空港島建設段階での沈下予測手法とは一致しな

p場合がある。この場合には、別の沈下予測手

法によって新たな荷重変化の影響だけを計算

し、その影響量を建設段階の沈下予測曲線に上

乗せして、新たな沈下曲線を作成した。(図9

参照) これは、各施設での沈下予測のベース

を一致させ、できるだけ施設問のレベルの調整

を容易にすることができた。

図9 沈下予測曲線の合成の概念

時間
S 時間

ilFr 
十涜五 ロ成後の沈下予測曲急車

量沈下 S = S o a 

&0 [ + [l[ ~:~II~II[[~ 一一- -R 

S(掘別脚下計算曲』
削などが無い場合)

5岡水道施設の概要

当空港の水道施設(管路)は、りんくうタウン

側の泉佐野市から上水1万2.300m3
/ 日を受水

し、それを上水として使用する上水道管路施

設、排水を送る下水道管路施設および下水処理

施設で高度処理された水を再使用する中水道管

路施設とから成り立っている。

1.水道系統

上水道、中水道、下水道の系統を図10に示す。

なお、各水道管路は共同溝内および埋設部に布

設されている。

図10 水道系統図

中水道

ヱ竺:_.(肩 上水道

12，300m3
j日
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図11 上水道管路のレイアウト

AT-cc 

図12 中水道管路のレイアウト

国際費物地区

図13 下水道管路のレイアウト
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2.上水道管路の仕様と数量 様と数量を表1に示す。

上水道管路としては、地盤沈下に対応できる

ことを第一条件として、共同溝内および地下埋

設部ともにダクタイル鉄管を採用した。その仕

なお、設計水圧は10kgf/cぱ (O.98MP a)であ

る。

表1 上水道管路の仕様と数量

----------
共同溝内 埋設部

規格
]IS G 同左

5526 . 5527 S形、 SII形、 3種
仕様 K形、 3種 ( o 75のみK形)

呼び径 (mm) 管路長 (m) 管路長 (m)
(m) 

500 2，641 583 3，224 

450 75 75 

400 650 26 676 

350 134 1 135 

300 137 253 390 

250 22 524 546 

200 362 1，731 2，093 

150 85 3，011 3，096 

100 7 205 212 

75 9 286 295 

計 4，122 6，620 10，742 

3.中水道管路の仕様と数量

上水道管路と同様に、ダクタイル鉄管を採用した。その仕様と数量を表2に示す。

表2 中水道管路の仕様と数量

----------
共同溝内 埋設部

規格 ]IS G 同左 言十

仕様
5526・5527 S形、 SIIみ形K、形3)種
K形、 3種 ( o 75の

呼び径 (mm) 管路長 (m) 管路長 (m) (m) 

350 530 530 

300 1，114 595 1，709 

250 130 332 462 

200 401 1，807 2，208 

150 61 1，194 1，255 

100 1，390 218 1，608 

75 229 1，609 1，838 

計 3，855 5，755 9，610 
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表3 下水道管路の仕様と数量

(1 )圧送管路

--------
共同溝内

規格 JIS G 

仕様
5526・5527
K形、 3種

呼び径 (mm) 管路長 (m)

600 

500 

450 269 

400 

350 326 

300 1，101 

250 

200 183 

150 

100 

計 1，879 

(2)自然流下管路(堤設部のみ)

呼び径 (mm) 仕 ネ議 管路長 (m)

700 FRPM 139 

600 11 774 

400 EGP 293 

300 11 481 

250 11 889 

200 11 3，333 

計 5，909 
'-・E・-

なお、設計水圧は10kgf/CIぜ(0.98MP a)であ

る。

4.下水道管路の仕様と数量

ポンプ圧送管路にはダクタイル鉄管を、自然

流下管路には強化プラスチック複合管 (FRP  

M)および塩化ピニル卵形管 (EG p)を採用し

た。その仕様と数量を表3に示す。 なお、下水

道の圧送管路の設計水圧は、最大3kgf/cm
2

(0.33 

MP  a)である。

埋設部

同左 計
S形、 S立形、 3種

管路長 (m) (m) 

1，561 1，561 

102 371 

208 208 

33 359 

150 1，251 

100 283 

150 150 

406 406 

2，710 4，589 

6岡管路沈下管理

地盤沈下については前述した通りであり、そ

れに伴って当然管路の沈下も生じる。(管路自

沈の意味ではない)したがって、管路の設計高

が基準日〔平成5年 (1993年)3月31日〕に合致す

るように考えて、管路の施工時点から基準日ま

での沈下量を上げ越して施工基面とするように

した。

すなわち、空港島を縦横に100mのメッシュ

に分けた基準点(交点)の沈下曲線(マスター

カーブ)をもとにして、施工点の残留沈下量を

補正計算した。

1.期日による補正

マスターカーブは時系列的に、また、ランダ

ムになっているので、目的期日(施工日)の沈下

量に補正する必要がある。

その補正式は次式によった。
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T-Tl 
D=Dl+ (D2一 Dl)

T2-Tl 

守 ・ヲー ，‘' 
え一丸-!~、

D 期日 Tにおける沈下量

Dl 期日 Tlにおける沈下量

D2 期日 T2における沈下量

T 期日(施工日)

Tl 期日(施工後)

T2 期日(施工前)

2.位置による補正

管路は必ずしも基準点(交点)を通過するも

のではないので、管路の任意の地点の沈下量を

次の補正によって求めた。

1. 2点による補正

管路がメッシュの基準線と交差する場合は、

マスターカーブの交点、から比例計算によって、

目的とする地点の沈下量を求めた。

A 

でた

目的とする地点

D=Da+~一一 (Db-Da)
100 

相フ胸 }ア'・ ，、，
L- L-V'-、

D 目的とする地点での地下量

Da :A地点での沈下量

Db :B地点での沈下量

X :A地点からの距離

2.4点による補正

管路が4つの基準点によって固まれた場合

は、マスターカーブの4交点から比例計算に

よって、目的とする地点、の沈下量を求めた。

01 02 

Oa 06 

03 

Da=D1+-Z-(D3一 Dl)= (1-_y_ ) Dl 
100 100 

+ -y-D3 
100 

Db=D2+ _y_一 (D4-D2)= (1一一三一)D2 
100 100 

十一r_D4 
100 

D =Da+ーと-(Db-Da)z(1-JE-)Da 
100 100 

L
U
 

D
 

+
 

'?" 可・ ，ー，
<-"-V'-、

D:目的とする地点での沈下量

Da: a地点での沈下量

Db: b地点での沈下量

Dl~ D4:交点(マスターカーブ地点、)での

沈下量

X:X方向の距離，

y:y方向の距離

3.現場における補正

以上のように、各管路の基準点の毎月初日で

の残留沈下量表を作成・準備していたが、現場

ではさらに、毎日の各点の残留沈下量を比例配

分による補正計算して、各残留沈下量を上げ越

して施工基面とした。

7圃配管施工

1.管路の構造

1.共同溝内配管

共同溝内の上水道、中水道および下水道の各

管路はK形ダクタイル鉄管とし、異形管部には
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離脱防止のKF形継手、または特殊押輪を使用

した。また、共同溝(各スパン標準15m)の継ぎ

目付近ではK形継ぎ輪を使用し、共同溝の変位

をH及ヰ叉で、きるようにした。

図14tこ、代表的な共同溝内配管の構造を示

す。

2.埋設部配管

埋設部の上水道、中水道および下水道(圧送

管)の各管路は、地盤変動を考慮、して S形、 sn
形ダクタイル鉄管とし、異形管部には離脱防止

のKF形継手、または特殊押輪を使用した。な

お、管外面には防食効果をさらに上げるため、

図14 共同溝内配管の構造例

ト一一一-
350 1750 

(断面図)

(管受け台) (曲管関議)

/ 

d
p
《
、

グ
グ
引
い
、

同



46 ダクタイル鉄管 平成6. 5 第日号

全線ポリエチレンスリーブを採用した。

図15に、代表的なダクタイル鉄管の埋設断

面を示す。

図15 夕、クタイル鉄管の埋設断面

機械掘削'" /流用土埋め戻し

/特"" ~ I // /ゆ
"'- 砂埋め戻し

刊"'8
寸 γープ宝恥 L ・

入力掘削(継手掘り)

流用土埋め戻し

図16 S形継手

図17 S']J形継手

押輪ゴム輪口ックリング

また、下水道(自然流下系)には、強化プラス

チック複合管および塩化ピニル卵形管を使用

し、代表的な埋設断面を図18に示す。

図18 塩化ビニル卵形管の埋設断面

2施工

1.共同溝内の施工

共同溝内は限られたスペースであるので、一

般のクレーンやトラックを使用することができ

ない。したがって、バッテリー電動4輪車に油圧

リフトを装備した特殊台車を準備して、共同溝

の投入口から管を小運搬および管の芯出し据え

付けまでを行い、引き続いて人力にて管の継手

接合を行った。

なお、上水道、中水道、下水道の各管路が並列

している箇所では、同時にそれらの配管施工を

行い、時間短縮・施工性の向上に努めた。

写真1 共同溝内配管

2.埋設部の施工

埋設部は全面的にパックホウによる素掘り開

削工法で所定の深さを掘削し、レベル測量を行

いながら管底基面を正確に出した。

配管は通常の配管工事と同様に、工事現場に

小運搬された管をクレーン車で管を吊り込み据

え付けを行い、人力にて管の継手接合を行っ

た。

写真2 埋設部の配管 (1) 
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写真3 埋設部の配管 (2)

8.おわりに

一般に、埋め立てによる人工地盤は沈下現象

が避けられない。 地盤沈下の終息・安定を持た

ずに、これだけの規模で、しかも短時間に空港

を建設するのは、日本をはじめ世界でも例のな

いことである。

このように、地盤沈下が進行する中で、あら

ゆる空港施設を建設することは、通常の施工管

理のほかに、沈下管理に非常に気を使った。特

に、水道管路は線として広範囲にわたるので、

沈下管理も大変で、あったので、本文には沈下に

関することに少々ウエイトを置いた。

なお、空港の「セキュアリティー」の面から、

各水道施設について詳細に報告できなかったこ

とをご容赦いただきたい。

本工事の施工は、地上および地下とも相当数

多くの工事が輯鞍したので、各関係者との調整

を毎月のみならず毎週、否、毎日のように行わ

ねばならなかったが、ダクタイル鉄管の施工性

が十分に発揮でき、すべて工期内に完工するこ

とができた。

本工事に関して、関係各位のご協力とご努力

に対して、心より謝意を表するとともに、本文

がみなさまのご参考になれば幸甚である。



48 ダクタイル鉄管 平成6. 5 第邸主手

1 .はじめに

今回、開発したガス用ダクタイル鉄管の簡易

接合工法は、ガス配管工事の省力化、安全性の

確保などのため、掘削溝外から容易に施工する

ことを目的として、東京ガス(株)、(株)クボ

夕、日本鋳鉄管(株)の3社で開発したものであ

る。

本報告書では、当工法開発に関する新耐震継

子、接合機器およびこれらを用いた配管試験結

果などについて述べる。

2 概要

1.新耐震継手

1.対象呼び径:100~300rnrn 

2.構造

当継手 (SG形:仮称)は、受口に挿し口を圧入

してゴム輸を締め付けて気密性を確保し、かつ

ロックリングにより抜け出し防止機能を持たせ

た構造である。

また、シール部のゴム輸は気密性を確保する

東京ガス株式会社導管技術開発センター

株式会社クボタ 鉄管研究部

日本鋳鉄管株式会社技術開発部

図1 継手構造

T形ゴム翰 (NBR)

パックアップゴム輪 (NBR)

T形ゴム輪と、 T形ゴム輸にガスが直接当たら

ないようにするパックアップゴム輸の2重構造

となっている。

3.特徴

① 耐震性能を有している

当継手の地盤変位吸収能力は16~19.5cm

であり、 I(社)日本ガス協会、一般(中・低

圧)ガス導管耐震設計指針、昭和57年3丹J
から求められる最大設計地盤変位7.0cm(地

盤区分皿、中庄B の場合)と比較し、 2.3~

2.8倍の地盤変位吸収能力がある。

② 気密性に優れている

継手の気密性は、通常の場合はもちろん
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表1 耐震性能(水平方向)

|設計地盤変位 (cm) (注) I当継手の地呼び筏| | 
盤変位吸収

(mm) I 低 圧 | 中圧B I能力(佃)

100 16.0 

5.0 7.0 

300 17.5 

(注)設計地盤変位は、地域区分:特A、埋設区分:皿

の場合である。

振動や不等沈下による偏心荷重、曲げなど

に対しでも問題はない。(継手性能の詳細

は、後述の性能試験結果を参照されたい)

③ 施工性に優れている

掘削溝外から簡易な機器により短時間で

接合が可能である。

(参考)接合作業時間は管の吊り降ろしか

ら接合完了まで約5分程度と短時間で行え

る。

④ 掘削溝幅を狭くできる

たとえば呼ひ、径200mm現行メカニカル形

継手を配管する場合、掘削溝幅は100cm程度

必要で、あるが、当継手は地上から簡易な接

合機器を使用することにより、掘削溝幅60

cm程度で、配管が可能で、ある。

⑤ 曲げ配管接合が可能である

油圧ジャッキ 油圧ホース

フック

下記の曲げ角度まで屈曲した状態での接

合が可能で、ある。

表2 曲げ、配管接合時の屈曲角度

呼び径 (mm) 曲げ角度

2.接合機器

1.構造

100 3
0 

150 3
0 

200 3。

300 20 20' 

写真1 接合機器

図2 接合機器の構造

クランプ部 テーパーリング部

油圧ホース
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2.特

① 

② 

長

作業性に優れている

-掘削溝外から油圧ジャッキなどで容易

に接合可能で、ある。

-人力で吊り降ろして、接合可能である。

狭い掘削満幅でも施工可能で、ある

(注)呼び径100~200mmの油圧ジャッキ

は兼用可能で、ある。

3網継手の性能試験結果

耐震性能を確認するための抜け出し阻止試

験、気密性を確認するための耐外圧気密試験、

曲げ強度気密試験、繰り返し屈曲性能試験およ

びゴム輪の耐久性について以下に示す。

1開抜け出し阻止試験結果

継手の耐震性を確認するため、継手に抜け出

し力を油圧ジャッキにて加え、抜け出し力と抜

け出し量について計測した。

図3 抜け出し阻止試験方法

レームとの止めボルト フレーム

伊時-~------:-L--~----~-I王汁油圧ジヤツキ

写真2 抜け出し阻止試験状況

試験結果および継手の耐震性能を表3に示

す。

抜け出し力と継手変位量の関係を図4に示

す。

図4

600 

抜
け

T400 

力
(KN) 

200 I一ー

。

抜け出し力と継手変位量の関係

表3 抜け出し阻止試験結果および耐震性能

抜け出し阻止試験結果 当継子の耐震 (参考)設計地盤変位 (cm)

呼び径 性能(注1) (注2)

(mm) 最大抜け出し阻止力
継手の基準伸縮量 (mm)

地盤変位吸収
圧力区分

kN (ぜ) 抜け出し量 (参考)圧縮量 能力 (cm) 低圧 中圧B

100 353 (36) +20 -8 16.0 

150 549 (56) 十25 -8 19.5 
5.0 7.0 

200 608 (62) 十25 -8 17.5 

300 637 (65) +35 -15 17.5 

(注1)当継手の耐震性能(地盤変位吸収能力)は、 i(社)日本ガス協会、一般(中・低圧)ガス導管耐震設計指針、昭和

57年3月」に示される耐震設計方法により求めた。

(注2)設計地盤変位は、地域区分:特A、埋設区分:皿の場合である。
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その結果、当継手の地盤変位吸収能力(耐震

性能)は16~19.5cmで、あり、 I (社)日本ガス協

会、一般(中・低圧)ガス導管耐震設計指針、昭

和57年3月」の最大設計地盤変位7.0cm(地盤区分

町、中圧B の場合)と比較し、 2.3~2.8倍の性能

がある。

2.耐外圧気密試験結果

気圧4.9~29.4XI04Pa (O.5~3.0kgf/cm2) を負

荷した状態で継手に偏心荷重を加え、漏洩時の

荷重を求めた。

図5 耐外圧気密試験方法

アムスラー試験機により載荷

耐外圧試験結果の一覧を表4に示す。

偏心荷重と受挿し隙間の関係を図6に示す。

表4 耐外圧試験結果

呼び径
偏心荷重

(mm) 
目標値目~ (ぜ) 試験結果日河(ぜ)

100 16.7 (1.7) 155 (15.8) 

150 25.5 (2.6) 217 (22.1) 

200 32.4 (3.3) 234 (23.9) 

300 52.0 (5.3) 402 (41.0) 

(注)偏心荷重の目標値は、土かぶり102mに埋設され

た直管の下が、全長にわたり不陸になり、その上

を20トントラックが2台同時に通過したときの継

手1カ所当たりの偏心荷重である。

写真3 耐外圧気密試験状況
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図6 耐外圧気密試験結果

10 
受挿し隙間変化霊 (mm)

その結果、継手の耐外圧気密性能は、目標偏

心荷重に対して7.3~9.3倍の安全率がある。

3.曲げ強度気密試験結果

気圧9.8X104Pa(lkgf/cm2)を負荷した状態で

継手を屈曲させ、漏洩時の曲げ角度を確認し

た。

図7 曲げ強度気密試験方法

写真4 曲げ強度気密試験状況

最大屈曲角度の一覧を表5に示す。

曲げモーメントと継手屈曲角度の関係を図8

に示す。

表5 最大屈曲角度

呼び径 (mm) 最大屈曲角度|

100 30.2
0 

150 31.2
0 

200 29.0。

300 23.0。

図8 曲げモーメントと継手屈曲角度の関係
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その結果、当継子は23
0

一31.2
0

の屈曲気密性

台巨がある。

4.繰り返し曲げ、気密試験結果

呼び、径200mmの供試管に気圧29.4X104Pa(3kg 

f/cm2
) を負荷した状態で、継子を片振り 1

0

で10

万四屈曲させて継手の気密性について確認し

た。

図9 繰り返し曲げ気密試験方法

バイエルサイク口可変減速機
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写真5 繰り返し曲げ気密試験状況 写真6 繰り返し曲げ気密試験状況

表6 繰り返し曲げ気密試験結果

よF一一」さ110 No.1 

負荷気圧(>く104Pa) 29.4 (3kgf/cm') 

継子屈曲角度 片振り 1
0 

屈 曲 回 話 10万四

結 来 漏洩等の異常なし

繰り返し曲げ気密試験結果の一覧を表6に示

す。

その結果、上記の条件で繰り返し屈曲させて

も気密性に異常はないことが確認された。

(注)上記の耐外圧気密試験および曲げ気

密試験について、中圧A相当の気圧49

X 104Pa (5kgf/ crn2)を加えた試験を行

い、同様の気密性能があることを確認

している。

NO.2 No.3 

29.4 (3kgf!cm') 29.4 (3kgf/cm') 

片振り 1
。

片振り 10 

10万回 10万四

漏洩等の異常なし 漏洩等の異常なし

5開ゴム輪の耐久性について

T形ゴム輪の耐久性を確認するため、ゴム輪

の長期使用後の圧縮保持率を求めた。

その結果、図10に示すように50-100年後の

長期間使用後でも T形ゴム輪の庄縮保持率は約

70%(注)と高く実用上なんら問題ないといえる。

(注)当継手は、別途実施したゴム輪の気密保持

のための必要圧縮率8%と接合時のゴム輪

圧縮率38-50%の関係から、圧縮保持率は

図10 長期間使用後のゴム輪の庄縮保持率
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16~21%以上あれば気密性能上問題ない

ことが確認されている。

なお、庄縮保持率 (A)とは、ゴム輪を一

定の圧縮代(C)で長期間圧縮したあとに

開放した場合に、元に復元する圧縮代

(B)の比率をいう。

A=B/C Xl00 (%) 

4.接合機器を用いた配管試験結果

1.東京ガス 導管技術開発センター内での配管

試験結果

掘削溝外から配管作業が行えることを確認す

るため、呼び径200mmの直線管路、水平曲がり管

路および垂直立ち上がり管路を、配管用ピット

を用いてそれぞれ掘削幅60cm、土かぶり1.5mの

条件で配管した。

その結果、次のことが判った。

1. 上記の直線管路、水平曲がり管路および

垂直立ち上がり管路とも、掘削幅60cm、土

かぶり1.2mの条件で配管できる。

(注)呼び径200mm現行メカニカル形継手を

配管する場合、掘削満幅は100cm程度

必要であるが、当継手の場合の接合機

器を使用することにより、掘削溝幅は

60cm程度で、配管可能で、ある。

2. 接合機器は、拙削満外から人力で吊り降

ろして接合ができる。

3. 接合作業時間は管の吊り降ろしから接合

完了まで約5分程度と短時間で行える。

2.東京ガス 鶴見トレーニングセンターでの配

管試験結果

当継子および接合機器の接合性、作業性につ

図11 配管試験用管路図

(平面図)
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写真7 掘削溝幅60cmで、の配管状況 写真8 掘削溝幅60cmでの配管状況

写真9 直線管路部および曲がり管路部の配管状況

いて確認するため、上記トレーニングセンター

の配管工事に関するトレーナーおよび東京ガス

(械の各事業所の配管工事担当者で配管試験を実

方包した。

なお、当試験は呼び径200mmについて地上で

の配管試験と掘削溝外からの配管試験である。

その結果、トレーナーおよび配管工事担当者

(注)ポリエチレンスリーブ施工に関しても地

上から簡易な工具を用いて1~2分間程度

で、で、きることも石窟言忍している。

の評価は次の通りであった。

1. 当継子および工法は、施工が簡単で、かっ

作業時の安全性、信頼性に優れている。

2. 屈曲状態で配管が可能で、ある、現行のT

M型(東京ガス(株)などにて使用)に比べ接

合時間が短い、など。
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写真10 地上での配管状況

写真12 ピットでの配管状況

5闘おわりに

以上、今回開発した簡易接合工法に関してガ

ス用新耐震継子、接合機器および配管試験結果

などについて述べた。

当継手は耐震性、気密性に優れており、かつ

掘削溝外から簡易な接合機器を用いて容易に、

また、安全に施工することが可能であるため、

ガス配管工事の省力化、安全性の確保などに十

分貢献できるものと考える。

平成6. 5 第56号

写真11 地上での配管状況

写真13 ピットでの配管状況


	1994 年
	No.57 
	ガイダンス
	技術レポート

	No.56 
	ガイダンス
	技術レポート





