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飲料用耐震性貯水槽について

広島市水道局

建設部　建設設計課　課長
　　　　　　　　　　　　　　　宮本　博義

　広島市の全市域の中で、もっとも人口が集中している地域が軟弱な砂
層からなっている液状化危険地帯でもある。阪神・淡路大震災を教訓
に、水道施設の耐震化を図っているが、完全な耐震化は困難である。そ
のため、市民の生命や財産を守るためには貯水槽の設置は必要不可欠で
ある。水道局庁舎の建設を機に、同敷地内の駐車場下に飲料用耐震貯水
槽を建設した。これをモデルとして、平成11年までにすべての広域避難
場所32ヵ所に設置することにしているが、本論では平常時においては配
水管として機能するため、材質はダクタイル鉄管としたが、広島市で
は、「災害に強いまちづくり」に取り組むこととしており、水道局でも
積極的に参画していきたいと結んでいる。

農村地区に耐震性貯水槽を設置

福井県松岡町

産業経済課　課長
　　　　　　　　　　　　　　森山　慎一郎

　昭和23年6月28日に福井地震を経験している松岡町も、平成7年1月17
日の阪神・淡路大震災を契機に、60㎥型のダクタイル鋳鉄製貯水槽2基
を設置した。本論はその経過報告であるが、選定にあたってはダクタイ
ル鋳鉄製貯水槽と鋼管製貯水槽とを比較した結果、
施工性・地域性・トータルコストなどを考えてダクタイル鋳鉄製貯水槽
とした、と述べている。

油木ダム水力発電用導水管にダ
クタイル鉄管を使用して

北九州市水道局

建設部　設計課
　　　　　　　　　　　　　　　　桧原　覚

　油木ダムは今川上流部に、かんがい用水、工業用水、上水道用水の供
給を目的に県営多目的ダムとして建設された。北九州市は、このダムか
ら1日平均2万7900㎥の水道用水を取水しているが、既設の第一滅勢池は
同ダムからの流水をホロージェットバルブで減勢し、放流させる構造で
ある。この第一減勢池から発電所が設置される第二減勢池までのRC製暗
渠内にダクタイル鉄管を導水管として採用した経緯を本論では述べてい
る。採用理由としては、工期の短縮化、水圧に対し十分安全である、内
面防食が優れている、多くの使用実績がある、などであるが、検査運転
でも水圧鉄管本体に振動などは計測されなかったと結んでいる。
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21世紀に向けての管路の整備

鳥取市水道局

工務課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　雁津　孝行

　平成4年度から第8回拡張事業に着手している鳥取市は、配水池、送配
水管路の拡充・整備にあたっている。過去に大地震に見舞われた鳥取市
は、阪神・淡路大震災の教訓を取り入れて、平成7年度より幹線管路の
耐震化も同時に図っている。本論では、配水管布設工事について、その
計画の背景と施工概要を述べているが、本工事でS形、SⅡ形ダクタイル
鉄管を採用した。が、管路の耐震化だけでなく、将来計画および維持管
理についても配慮した計画・設計を行ったと結んでいる。

ため池等整備事業におけるダク
タイル推進管(底樋管)の施工事
例

奈良県

南和土地改良事務所　次長
　　　　　　　　　　　　　　　岩本　和夫
奈良県

農林部耕地課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　乾　義昭

　最近のため池の現状は、小規模集落を中心とした所有形態が多い、未
整鋪ため池が数多い、農業者の高齢化、兼業化などでため池の維持管理
が粗放化、都市化によるため池の形態が変わり、安全度が低下してい
る。などの理由から、老朽ため池を改修する必要性が発生した。本論で
は、姫谷上池地区の底樋管の改修工事をダクタイル推進管を使用して実
施した工事概要を述べている。管材としてU形ダクタイル推進管を推進
部に、T形ダクタイル鉄管を開削部に使用したのは、管体強度が高い、
外圧に対して十分な強度がある、継手の水密性に優れている、耐食性・
施工性に優れている、耐用年数が長いなどの理由からである。そして、
底樋管にダクタイル鉄管を使用したが、管の特性、施工性に問題もな
く、工期の短縮が図れた、と結んでいる。

阪神･淡路大震災による耐震形ダ
クタイル鋳鉄管路の挙動調査

神戸市水道局

技術部配水課　係長
　　　　　　　　　　　　　　　三浦　久人

　平成7年1月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災によって、上水道管
路にも多大の被害をもたらした。特に、液状化発生地区や軟弱地盤な
ど、地盤変状が大きな場所で管路被害が多く見られた。しかし、人口島
で使用されていた耐震形ダクタイル鉄管には被害が生じていないが、本
論では、ポートアイランドと六甲アイランドに埋設されていた耐震管路
が今回の地震でどのように挙動したかをテレビカメラを通して計測調査
した結果を述べている。その結果として、地盤変状を継手の伸縮・離脱
防止機能で吸収し、耐震継手の機能を十分発揮したと結んでいる。
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1 .はじめに

広島市は、瀬戸内海に面した人口110万人の

都市であるが、面積のほとんどが丘陵地で平

地は全市域の16%にも満たず、政令指定都市の

中でももっとも平地の少ない都市である。そ

の平地も軟弱な砂層からなっており、 「液状

化危険地帯」であり、そこに人口が集中して

いるという現状である。

本市では、現在、第7期水道拡張事業(n 
期)および第6次配水設備整備事業などを施行

中で、水道施設の耐震化やパックアップ機能

の強化を図っているところである。中でも耐

震継手管は、全国に先駆けて昭和54年度から

使用しており、現在、阪神・淡路大震災を教

訓|に、さらなる使用範囲の拡大を実施してい

るところである。

しかし、水道施設の完全な耐震化は、現実

には困難であり、地震が発生すれば、水道施

設の被害は避けられないものと考えられる。

したがって、水道施設の機能が回復するま

広島市水道局建設部建設設計課

課長宮本博義

での問、飲料水を確保するための貯水槽は、

市民の生命や財産を守るために必要不可欠で

あり、拠点的に確保するごとが必要で、ある。

このような観点から、水道局において、飲

料用耐震性貯水槽を設置したので、その概要

を述べる。

2圃設置に五さった経緯

平成4年度から平成6年度にかけて、水道局

庁舎を本市のほぼ中央に位置する中区基町に

地上13階、地下2階、塔屋2階の鉄骨造りで建

設した。この庁舎の建設に併せて、飲料用耐

震性貯水槽を同じ敷地内の駐車場に建設した

ものである。

現在、水道局はこれをモデルとして、耐震

性貯水槽を消防局の依頼で建設しており、平

成11年までにすべての広域避難場所 (32カ所)

にi設置することとなっている。(平成7年度5

基建設済み)
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図1 飲料用耐震性貯水槽位置図 (100m3型)

一一一ー一一一一一一一一一一一一ノ一切

既
設
記
水
管
刷
剛

C
P

Illキ
l
i
l
i
-
-
l
i
p
-
-
i
4
3
1
1
1
1
1
1
l

広島市水道局基町庁舎

3.施設の諸条件に関する検討

(1)容量

広島市地域防災計画において、生命維持

に必要な水量は、 1人1日当たり3Oとして

おり、今回設置した飲料用耐震性貯水槽

は、城南通りと100m道路に挟まれた区域

の住民約1万1000人を対象とし、 3日間供

給できるよう容量を100m3とした。

(2)形状、形式、材質

之の飲料用耐震性貯水槽は、配水管直結

循環式とし、平常時は配水管として機能す

るので地下埋設横型パイプ式(有圧密閉

型)とした。

本市の配水管の材質は、経験的に維持管

理が容易なダクタイル鉄管を採用してお

り、飲料用耐震性貯水槽は平常時において

配水管として機能するため、材質はダクタ

イル鉄管とした。

(3)滞留防止

飲料用耐震性貯水槽は、配水管の口径差

が大きく流速が急速に低下し、貯水槽内の

水が滞留する宏、れがあり、水質の劣化防止

が重要な課題である。

そこで、飲料用耐震性貯水槽の設置にあ

たり、その付近の配水管路の流況調査を行

い、その結果、 1日当たりの流入量は

140m3以上、残留塩素濃度は0.47mgjeで

あった。乙の流入量の場合、 1日平均残留

塩素濃度減少量は最大0.22mgjeと推定さ

れ、流出管の残留塩素濃度は約0.25mgje 
を確保できると考え、建設に着手した。

また、飲料用耐震性貯水槽設置後、追跡

調査も行い、残留塩素の減少量は、 0.06-

0.22mgj eであり、 pH値の上昇もなく、

平常時でも問題がない之とを確認した。

(4)非常時対応

非常時の貯水方式は、流入流出口を飲料

用耐震性貯水槽の上方に設け、流入流出側

にそれぞれ仕切弁・空気弁を設け、サイフ

ォン作用による水の流出防止を図り、弁を

手動操作して貯水する自然貯水(サイフォ

ンブレイク)方式を採用した。因に、との
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方式は維持管理が容易であり、建設丹も安

価である。

図2 自然貯水(サイフォンブレイク)方式

(平面図)
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(5)非常用給水設備

飲料用耐震性貯水槽からの給水方法は、

エンジンポンプおよび手動ポンプによる方

法に加えて、庁舎地下2階に給水口を設置

し、自然流下により直接給水タンク車に給

水できる二方向給水方式とした。

4. おわりに

本市では、平成7年・ 8年度の2ヵ年で、阪

神・淡路大震災を教訓とした「大規模地震被

害想定調査」を実施しており、被害想定や地

域防災計画を見直すとともに「災害に強いま

ちづくり」に取り組むこととしており、水道

局でも積極的に参画するとととしている。

命の水を預かる水道マンとして、災害発生

時の初動体制の確立といったソフト面の拡充

は無論のごと、基幹施設の耐震化、緊急時の

給水拠点の確保など、早急に総合的な施策を

講じる必要があるところである。

こうした水道界共通の課題に対して、各事

業体ではその歴史、地域の特性により、必ず

しも同一の施策を展開することとはならない

ため、本市では、乙れらの課題に対して“将

来の広島市水道事業はどうあるべきか"につ

いて委員会を設置し、現在鋭意検討中であ

る。

平成8. 10 第61号

写真1 吊り込み状況

写真2 据付け状況

写真3 工事全最



1 .はじめに

山々には緑があふれ、数多くの古墳には太

古のロマンが眠っている。清らかな九頭竜川

には若鮎が踊り、川面を銀色に輝かせる。静

かで落ちついたわが松岡町も、昭和23年

(1948) 6月28日の福井地震を経験している。

それ以来震災対策のひとつとして防火水槽の

設置が進められてきたが、平成7年 (1995) 1 

月17日の阪神・淡路大震災を契機に、一層の

地震防災対策が推進されることになった。

今回、平成7年度に農林水産省の補助によっ

て、 60m3型のダクタイル鋳鉄製貯水槽(耐震

用・緊急用)2基を設置したので¥ことに報告

する次第である。

2.松岡町の地勢

本町は福井市の東方約8km、越前平野の東

端に位置し、南北に細長く約9.3km、東西に約

4.3km、面積18.62km2で、ある。

福井県松岡田T産業経済課

課長森山慎一郎

11 

南部は三方山に固まれて足羽郡美山町に、

東は永平寺町、西は福井市に接している。北

部には九頭竜川が横断し、その北には海抜20m

の平坦地が続き、丸岡町に接している。

本町は奈良時代に江上郷と呼ばれ、その後

芝原庄ともいわれていた。松岡という地名は
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ず、っと新しく、江戸時代に入ってからとされ

ている。

正保2年 (1645)徳川家康の曽孫、松平昌勝

公が初代「松岡」潜主に封ぜられたのが命名

の由来と伝えられている。その後、 2代目藩主

昌平公が福井藩主になり、松岡薄が廃藩とな

るまでの76年間が松岡5万石の城下町の時代で

あった。

明治22年 (1889)2月、町村制の実施で松岡

村として発足し、昭和5年 (1930)2月、はじ

めて町制を敷 い た 。 そ の 後 、 昭 和 30年

(1995) 3月31日に松岡町、五領ケ島村および

吉野村の町村合併により新しく松岡町が発足

し、現在人口は1万人を越えている。

平成4年 (1992) には福井県立大学が開学

し、国立福井医科大学などを含め「学術研究

の中枢Jとして位置付けられるとともに、学

生が集う生き生きした「学園都市」にもなり

つつある。

写真1 九頭竜川で手づくり筏流し

3.事業概要

本町では農村地区の農業集落における生活

環境の整備を図るために、農村総合整備モデ

ル事業を昭和63年 (1988) に計画スタートさ

せ、生産性の高い農業の育成と高福祉農村の

建設をめざしている。

本事業の中で推進している主な事業項目を

上げると、農業集落道整備、農業集落排水施

設整備や集落防災安全施設整備などがある。

本町の消防水利施設は、防火水槽と消火栓

を中心として計画的に整備されてきてはいる

ものの、充足率はまだ低く、特に農村地区で

は市街地よりも 10%余りも充足率が低いのが

現状である。

乙のため、本事業では防火水槽の整備を集

落単位で進めることにより、農村地区での充

足率を高め消防水利の確保を図ることが、大

きな柱のひとつになっている。

また、今回設置した貯水槽は、災害時の消

防水利と飲料水確保の両方を目的としたもの

で、町防災計画の見直しを踏まえて、当初計

画に新たに追加された事業である。これによ

り、 「災害に強い農村づくり jの一助になる

ものと大いに期待されている。

なお、乙の事業費に対しては、国(農林水

産省)および福井県から補助金を受けること

ができる。

4園時水槽の概要

1.設置場所

今回、農村2地区に貯水槽1基ず、つ計2基の設

置を計画したが、その具体的な設置場所の選

定に当たって、次の点を考慮、して決定した。

① 災害発生時に避難地となるとと。

② 水道の配水管が近くにあること。

③ 貯水槽の保守・点検・整備などの維持管

理が容易で、あること口

よって、吉野地区にある古野小学校校庭と

兼定島地区にある農業構造改善センターの駐

車場に決定した。

2.貯水容量

災害発生に備えて、消火用水として40m3

(1m3/分X40分)および非常用飲料用水とし

て20m3 (3 e /人/日 X3日間とすれば約2，200人

分)、合計60m3を確保する。

5.貯水槽の選定

貯水槽を選定するに当たり、飲料兼用型と

して実績の多いダクタイル鋳鉄製貯水増と鋼

管製貯水槽との比較を行った。その比較結果

を表1に示す。
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表1 夕、クタイル鋳鉄製貯水槽と鋼管製貯水槽との比較

?と ダクタイル鋳鉄製貯水桝

材 質 ダクタイル鋳鉄 FCD 

材 料 強 度 仲弾曲引性張げ係強強数ぴささ 1416206日8%ω×0k以k1gOg上fKE/cdfmd/2c以以m上上2 

.l:~ 重 7.15 

最大呼び径 ~ 2600mm 

耐 震 性 お よ び 材料離強度も十分であり、耐震性大構。継手

継 子 の 性 能
は脱防止継手を使用し、一体遺とす
る。

水 密 』性 継手はゴム良輪好に。より強固にシールするた
め、水密性

水の非停滞性 各種実験により確認済である。

(内面)モルタルライニングであるた
め、 セメントのアルカリ性期により鉄食性部を
不効態化する。よって長的な防 能

は高い基確面、。腐準) 立
防 食 (外 様はエポキシ系塗 あ

るが 標宜性基準仕づの土壌に対しては、 装土壌での

法判定 に くポリエチレンスリーブ
が されており、長期的防食性能が

期待できる。

施 工 』性
接接合合は機械的な接合であるため、簡単な

工具を使用することにより短時間で
施工ができる。

耐周年数(法定) 40年

経 済 』性 材料費が局く、工事費が安い。

以上、比較の 結 果 、 本 町 に お い て は 施 工

性・地域性・トータルコストを重要視して、

ダクタイル鋳鉄製貯水糟を選定した。

6.貯水槽の設計

1.規格・仕様・条件

貯水槽の設置場所・地盤などを考慮、して、

選定した貯水槽の規格・仕様などは次の通り

である。

-規 格 :JDPA (日本ダクタイル鉄管協

会)G 1041ダクタイル鋳鉄製

貯水槽(耐震用・緊急用)

鋼管製貯水槽

水一般輪構送造用用塗圧覆延装鋼鋼材管 SSST4W00 400 

伸弾引性張係強数びさ
2441 8111日%0×日Ok以同10g上ff%// ccgmdf/2c以以m上上2 

曲げ強さ
比 重 7.85 

~ 3500mm 

材料溶接強接度合も十分であり、耐震性大。継子
は する。

継手は溶接施工であるため、水密性良
提。

各種実験により確認済である。

(内面)で標塗準装仕厚様0は.3、水道用液状エポキ
シ外系塗面装) ~0.5mm以上。

( 一る般期ーンシ配的的クトー慮防ににロルが食工てスな必場性塗、要ど離部現能でが分地装が採あ期は部のる用待分、保ロアスフア

ルトピニロ は水道用
ジョイント されてお
り、保護シ 護を行っ
ており、長 できる。
電食に対す

接な技合按術るは範溶をを囲接要なでく接す1す合る製こでが品と、あとが小りし可容、て能溶量工ロ接の場設製も備の作はと運高、度現搬
で 、きし、
地溶

25年

材料費が安く、工事費が高い。

-容 量:60m3 分散型(直線形)

・ 呼 び 径 :2000mm 

-長 さ:20.04m (直管4mX3本十5mX

1本、 lt官、栓)

-管厚:19.5mm 

-継手:LUF形

-水 圧:静水圧7.5kgf/cm2+水衝圧

5.5kgf/cm2口 13.0kgf/cm2 

・土かぶり :1.5m 

-水平震度 :0.4

-防食対策:管外面にポリエチレンスリー

ブを使用
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2.配置・構造-遮断弁:緊急遮断弁は使用せず、手動

式の仕切弁と空気弁を設置 貯水槽の配置を図3と図4に、構造を図5に示

す。

図3 吉野小学校校庭内の貯水槽配置

図4 農業構造改善センター駐車場内の貯水槽配置

ゲートボール場

守自』ザ~ー---
ーーーー-0-

つ rrご
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図5 貯水槽の構造

平面図
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3.強度安全性検討

貯水槽の強度安全性検討には、 JDPA(日本

ダクタイル鉄管協会)の資料T-38Iダクタイ

ル管による耐震貯水槽」および日本水道協会

の「水道施設耐震工法指針・解説」を参考に

して検討した。なお、その内容については本

文中では割愛させていただき、検討項目のみ

を次に示す。

-継子部の離脱強度検討

-地下水による浮力に対する検討

(2)地震時の検討

-内圧による軸方向応力の算定

.自動車荷重による応力の算定

.温度変化による応力の算定

-不同沈下による応力の算定

.地震による応力の算定

-軸方向応力度の加算

(1)平常時の検討

・管体の強度検討

図6 掘削工

日∞∞内

1700 

3∞o 
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7園時水槽の工事

i .掘削工

貯水槽設置2ヵ所の地盤は、付a近の過去のボ

ーリングデータから見ると、古野小学校は磯

混じりシルト層と風化岩層で地下水位はGL-

1.7m、農業構造改善センターはシルト混じり

砂層と砂傑層で、地下水位はGL-4.9mで、ある。

したがって、場所も広く使えるために、掘削

工は素掘りとした。

2.砂基礎工

貯水槽を縦断的に100mmのこう配を付ける

ために、貯水槽下部の砂基礎の厚さを片側

200mm、他方を300mmとした。

図7 砂基礎工

写真2 砂基礎転庄工

3.管布設工

管の布設には20Tクレーン車を使用した。

写真3 管布設工

斗3仙今γ

4.埋戻し工

砂基礎工と同様に、管項+200mmまでは砂

を用いて、 200mmごとに振動転圧機によって

締め固めながら、管の両側を均等に、かつ丁

寧に埋め戻しを行った。

写真4 埋戻し転庄工
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5.管接合工

LUF形継子の接合は管内より人力によって

行い、貯水槽本体の布設・接合は3日間で施工

できた。

写真5 継手の胴付間障のチェック

6.水圧テスト

貯水槽本体の水圧テストには、継子部に内

面からテストバンドを用いて、監督員の立会

のもとに、 5.0kgf/cm2の水圧をかけ、 5~10分

後に4.0kgf/cm2以上あれば合格とした。

8.維持管理

貯水槽には常時上水が流入・流出するもの

であり、上水道の配水管の一部施設となるも

のであるから、貯水槽の維持管理は本町の水

道課主導でする乙とになった。

現地には案内板を立て、防災資機材倉庫を

設置して給水ポンプホース・給水栓などを

保管して、万一に備えている。

写真6 案内板と防災資機材禽庫

9.おわりに

今回、 2基のダクタイル鋳鉄製貯水槽がスム

ースに設置できたのは、本町の水道課をはじ

め消防署などの関係各位ならびに福井県のご

指導・ご協力があったからである。

また、工事施工に当たっては吉野小学校、

農業構造改善センター、施工会社およびメー

カーの方々に大変ご協力をいただいたので、

之乙に謝意を表する次第である。

今後、各自治体において農村地域における

防災計画の見直しが行われ、農村総合整備事

業をはじめとした各種農業関係補助事業の中

で、耐震性貯水槽の設置がますます増えるご

とを念じ、かつ本文がみなさまのご参考にな

れば幸甚である。
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1こ
して

~上水道システムにおける宋利用エネルギーの有効活用~

1 .はじめに

北九州市はほぼ東経131
0

、北緯34
0

、九州

の東北端に位置し、総面積482.94km人人口

101万9562人(平成7年10月1日現在)の都市で

ある。

現在、平成17年度を目標年次として、 「北

九州市ルネッサンス構想」すなわち、めざす

都市の方向についての基調テーマならびに5つ

の分野における将来のあるべき姿を示す都市

像を定めたもの、の第二次実施計画を推進中

である。

-基調テーマ:

「水辺と緑とふれあいの“国際テクノロジ

ー都市"へ」

.5つの都市像:

緑とウォーターフロントを生かした快適

居住都市

健康で生きがいを感じる福祉・文化都市

あすの産業をはぐくむ国際技術情報部市

北九州市水道局建設部

設計諜桧原覚

海にひろがるにきやわいの交流都市

未来をひらくアジアの学術・研究都市

・第二次実施計画:

計画期間 平成6年度一平成10年度

当初計画 558施策に取り組む

本市の水道事業は、旧門司市が明治44年に一

部の給水を開始して以来80余年の歴史を有して

いる。その問、都市の発展に伴い若松(給水開

始明治45年)、小倉(同大正2年)、八幡(間

昭和5年)、戸畑(同昭和6年)の旧各市におい

ても相次いで、水道事業を創設し、それぞれ独自

に市民の水需要に対応してきた。

昭和38年2月、 IS5市が合併して本市が発足

したが、その問、水道事業は幾多の変遷を経

て、翌年昭和39年1月新たに北九州市水道局と

して発足し、現在、給水能力71万m3
/日を有す

る水道事業に成長した。
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図1 北九州市と油木夕、ム

2.事業計画の捌要

1 .目的

福 岡 県

¥へ

油木ダムは昭和38年度から昭和46年度にか

け、福岡県の東部に位置するこ級河川今川水

系の今川上流部に、洪水調整、かんがい用

水、工業用水および上水道用水の供給を目的

とした県営の多目的ダムとして建設された。

本市は現在、ごの油木ダムから 1日平均2万

7900m3 (平成6年度)の上水道用水を取水し、

井手浦浄水場まで送水しているが、同ダムか

ら油木導水路トンネル始点、まで、最大81.6mの遊

休落差が生じており、既設の第一減勢池は、

l幅6m、高さ5.3m、長さ23mのRC構造物で、同

ダムからの流水をホロ一ジエツトパjルレブ口径

50∞Ommで

これらの水道施設に残存している水力エネ

ルギ一の有効活用を図ることにより、水道事

業の省エネ対策および長期的な経営の健全化

、1 ¥ 

;添田岡丁

¥油木ダム

に資するため、小水力の自家用発電を計画し

たものである。

2.油木発電について

油木ダムからの上水道用水の取水量および

貯水位について、過去10ヵ年(昭和57年度一

平成3年度)の資料を収集整理し、発電所の水

路設計および設備容量を確定する基準となる

最大使用水量を決定した。

3.中小水力開発指導事業補助金について

平成3年度に、油木発電所建設の調査費の軽

減を図るため、 (財)新エネルギー財団を通

じた国庫補助制度(補助率50%) を活用し、

指導45号として「基本設計Jを実施した。ま

た、翌年には、基本設計の結果に基づいて、

同様の制度を活用し実施設計を行った。

①指導事業の内容

・水路のjレート選定

-取水地点流量等流量資料の整備
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一図一
一冬口一

一

m同
一

一面一
一平一

;出水貯水池(県営ダム)
有効貯水容景17450000m'

図2 油木ダムおよび発電所

|断面略図|

J白木発電所
導水渠 発電機設置場所(地下)

油木貯水池
常時満水位 202.50m

¥ 常時水t立 186.75m 

~l 
有効落差(最大)81βOm 

(常時)69.37m 

鉄管路〔既設〕
(O 2000mm) L= 101.19m 

最大使用水量

1目23m'/5(106600 m' / d) 
h=39.23m 

表1 流況表 (m3/s) 

最大流量 35日流量 60臼流量 豊(9水5日量) (平18水6日量) (低27水5日量) (渇36水5日量) 最小流量 年平均

昭和57年 0.89 0.87 0.86 0.85 0.76 0.48 0.02 0.02 0.68 

昭和58年 1.13 0.95 0.93 0.87 0.71 0.57 0.38 0.37 0.73 

昭 和田年 1.08 0.75 0.70 0.68 0.60 0.46 0.00 0.00 0.56 

昭和60年 0.89 0.84 0.71 0.69 0.47 0.32 0.27 0.27 0.51 

昭和61年 1.18 0.82 0.78 0.73 0.56 0.48 0.30 0.23 0.62 

昭和62年 1.22 1.12 1.09 0.97 0.89 0.82 0.00 0.00 0.78 

昭 和63年 1.23 1.12 1.09 0.95 0.84 0.56 0.28 0.27 0.81 

平成元年 1.14 0.94 0.84 0.82 0.70 0.47 0.30 0.27 0.67 

平成2年 1.23 0.96 0.94 0.85 0.35 0.30 0.00 0.00 0.54 

平成3年 1.04 0.97 0.95 0.87 0.82 0.70 0.40 0.25 0.78 

高十 11.03 9.34 8.89 8.28 6.70 5.16 1.95 1.68 6.68 

平 均 1.10 0.93 0.89 0.83 0.67 0.52 0.20 0.17 0.67 

図3 流況曲線図

2.0 二二二二:.7TI100

1.8 以ニ~て ー90 

1.61 1 ~一一 日日 流量設備利率用1.41 J_，--ーI 1 170 

亙 1.2VI 1160 

1.0r-- 一一一一一一一 50
0.8 トー-J_ I 140 

-;; 0.61___L . 1 ---ートー 30 
乏m臼j04h||20%  

024¥ 1  110 
0.0 ~."-l ___j '10 

35 95 185 275 355 

回数

表2 発電計画および発電施設

最 大 I出 力 780KW 

最大使用水量 1.23m3js 

最大有効格差 81.60m 

オt EE 管 路
L=290m 
併2000-~ 800 

形式 横 軸 フ フ ン シ ス 水 車

水車 出力 832KW 

回転数 1200rpm 

形式 横軸ニ相同期発箇椴

発龍樹 容量 820KVA 

電圧 6.6KV 

発 薗 方 式 ダム水路式

年間可能発簡電力 3，345，OOOKWH 

運転開始年月 平成8年 4月

全体事業費~百万円
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-使用水量の決定と電力量の算定

.主要構造物の設計

-水車、発電機の選定

-計画諸元の算出、関連の現地調査

・施工計画と工事工程

ダクタイル鉄管 平成8. 10 第61号

-工事費の積算と経済性評価

-経営計商(新たに公営電気事業、自

家用電気工作物の設置を計画する

者)

-その他高度な技術調査に関する検討

図4 中小水力開発促進指導事業補助に係るフ口一

4.中小水力発電開発補助金について

建設についても、平成6年度および7年度に

閣の補助制度(補助率20%) を活用し施工を

行っナこ。

①中小水カ発電開発費補助の対象費用

-土地に係る費用

・建物に係る費用

.水路に係る費用

・貯水池に係る費用

I [i召

指導事議申込み--l00地点発電計画!

特別負担金

-調整池に係る費用

.機械装置に係る費用

.諸装置に係る費用

-備品に係る費用

・無形固定資産に係る費用

.共有設備に係る費用

.実証試験費

・総経費
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②交付申請期間

・第1国平成6年5月16日一5月31日

・第2悶平成6年9月16日一9月30日

・第3回平成7年1月16日一1月31日

③交付申請書の提出先

補助事業が実施される場所を管轄す

る宮庁:九州通商産業局

3.新設導水管について

1.計画概要

基本設計条件を表3に示す。

表3 設計条件

貯水池水位 (HWL) 203.600m 

水車中心標局 (EL) 118.800m 

導水管全長(L ) 291.368m 
(新設管:228.422m) 

導水管呼 び 径 (D) 1(i新000-千300
設管・ 1800-1 300) 

最大使用水量 (Q) 1 1.23m3jsec 
一一

放流渠として使用されている第一減勢池か

ら、発電所が設置される第二減勢池までのRC

製暗渠内に導水管(水圧管)を布設する。当

初、配管工事に伴う断水可能期間は65日と制

約され、その問、以下の作業を完了しなけれ

ばならなかった。

しかし、結果的には建設工事中に生じた渇

水対策のために仮設導水管を併設し、作業を

進めた 0

・既設構造物内の測量・清掃および改修(投

入孔の設置ほか)

・暗渠内横引き配管と約40mの立坑(シャフ

ト)内配管

-発電所内の大量のベースコンクリート打設

.配管に伴う異形管防護工および架台コンク

リートの設置

-各種付帯設備(減勢弁、空気弁、流量計)

の据付け

2.管路縦断と水利特性

図5 管路縦断

力ノ

ロフ力ソア
/

身只
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p
‘
 

⑪ 第一j威勢池

@ 暗渠部(1)

⑪ 暗渠部(2)
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表4 水利特性(新設導水管)

~ 第一減勢池 暗渠内(1)
(Al) (必)

呼 び 径 (D) ~ 800 (~550) 

管路長(L ) 
19.582m 

静 水頭 (pS) 47.04m 

衝水 頭 (Pd) 3.37m 

最大総水頭 (p)

流 速 ( v ) 

3.管種選定

対象管種として、①ダクタイル鋳鉄管(JIS

G 5526)、②鋼管 (JISG 3457) 、③強化プラ

スチック襖合管 (JISA 5350) の3つの管材を

取り上げ、比較検討を行った。その結果、経

済性には大きな差は見られなかったので、次

の理由により最終的にダクタイル鉄管を選定

した。

a) メカニカル継手の優れた施工性により、

工期の短縮化が図れること。

b)設計水圧11.2kgf/cm2に対-し、十分な安

全性が確保できること。

c)継手形式の選択肢が広く、用途別に経済

的な選定が可能なこと。

d)立坑内配管については、 KF形継手の採用

により、施工性、異形管防護工に有利に対

応できるとともに、内面防食問題において

優れているごと。

e) 作業環境に左右されることが少なく、ま

u荷渠内 (2) 立坑内 発電所内
(A3) (Bl) (B2) 

~ 800 ~ 800一~ 300 

119β40m 39.233m 30.985m 

合計:228.422m 

47.17m 

19.10m 

2.45m/s 

86.40m 86.40m 

23.57m 25.28m 

111.68m 

4.35m/s 

た、安全対策が容易なごと。

f) JWWA規格に対応し、かつ、多くの使用

実績があるごと 0

4.付帯設備

主な付帯設備は以下の通りである。今回、

減勢弁設備としては空中放流に適した微小関

度でもキャピテーションによる壊食が発生し

にくいジェットフローゲートを採用した。

4圃夕、クタイル鉄管による自己管施工

i .管材の使用区分

施工性、異形管防護工を考慮して次の通り

とした。

2.配管施工上のポイント

立坑、発電所周りの配管工事は、狭く、足

場が悪い条件下での作業が強いられるため、

工期確保の上でネックとなることが予想され

た。そのために、工区を既設水路内 (AL

表5 付帯設備

仕様 用途 設置場所

ジェットフローゲート S4U3S030電04効外ネジ方式 発電を行わなこ放い流場さ合せ、バイパス管を経由 ノTイノfス
(減勢弁) し、減勢池l る際の減圧制御用 管路末端

み15 充水時の排気および大量吸気時の負庄防スプリング式空気弁 鋼製 止対策
同 上

(リミットスイッチ付き)

バイパス弁 F+C8D00 450 
バイパス管路の締切用および充水時の締

同 上切弁

超音波流量計 流量測定 導水管
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表6 使用区分、空11第一減勢池 時渠内(1) 立坑内 発電(B所2)内
(A1) (必) (必) (B1) 

呼び径 (D) ( o 550) ~ 800-~ 300 

継手形式 K形+管特(押3種) K形管 (3撞) KF形管(特厚) 即彩十管特(押3種)

フランジ継手 ]IS 7.5K RF形 ]IS 16K GF形

内面塗装
異直 管:モルタルライニング体(J塗IS装A5314) 

形管:内商工ポキシ樹脂粉 (JIS G 5528) 

外面塗装 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 (JWWAK 139) 

異形管防護工 特押+アンカーブロック方式 離+脱A防B止併継用子 特押十AB併用

管支持方式 コンクリート架台

(注)AB:アンカーブロック方式

図6 継手構造

K形(呼び径 75""26 OOmm ) 

ボル卜・ナット

KF形(呼び径 300""'900 mm) 

押輪 セットボルト シールキャッフ

A2、 A3) と立坑・発電所内 (BLB2) の2つ

に大別し、これらが同時に着手できるごとを

条件とした。図7に作業のフローシートを示

す。

資機材-の搬入のための投入孔の設定も工程

短縮のポイントとなった。最終的には図5に示

すように3ヵ所設置し、各々の工区で単独に作

業ができるようにした。

張止金具+コンク コンクリート
リート充てん 充てん

また、これらの工区境においては、連絡配

管が可能となるようにあらかじめ配慮し、円

滑な施工を心掛けた。

作業前には既設の水路および減勢池内の事

前点検、測量、清掃を実施した。竣工後約25

年が経過し、計画通りの作業が行えるか若干

の懸念があったが、結果的にはほぼ満足でき

る状?兄にあった。

3.立坑および発電所内配管について

最初に発電所周りの配管を行った。立坑部

との取り合い箇所を除き、ひねり接合を含む

施工を行ったわけであるが、ごの部分は仕上

がり後、すべてコンクリート基床中に巻き込

まれるため、特別な異形管防護工が不要とな

り、 K形継子(ただし、特押併用)で対応し

た。

約40mの垂直配管を行う立坑部は、今回の工

事中、もっとも慎重な施工が要求された箇所

であった。底部の曲管を起点に下から上へと

順次接合を繰り返し、最後に発電所部分と連

絡のあと、施工を完了した。

立坑部では項部の異形管 (90
0

由管部)紡

護工が設計上のポイントとなった。
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図7 フローシート

平成8. 10 第61号

(断水工程)

; ※施工時においては ! 
l 仮設の導水管を併設 ; 
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図8 立坑内配管仮設図

立坑断面図

写真1 立坑内配管

図9に示すように、之の箇所は背部に反カを

得るものがない。そこで対策として、 KF形離

脱防止継手を採用した。これにより、 6号アン

カーブロック工(図9参照)に作用する負荷を

軽減し、かつ、水路底版とこれらブロックを

|l立坑内仮設図11

④一④断箇

エレベータ

写真2 発電所内配管

緊結するごとにより、合理的な防護工設計を

可能とした。

また、立坑部は直管1本ごとに3ヵ所の振れ

止め金具を設け、さらに通水試験後コンクリ

ート巻き立てを行った。
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4.異形管防諜工

表6に示すように、内圧に対する異形管防護

工は工区ごとに使い分けた。また、露出配管

のため、乙れらアンカーブロックは原員Uとし

て水路床版と緊結ボルトによる定着を行っ

た。

立坑部は図9に示すように、 KF形継子を併用

する ζ とにより、不平均力R2、 R4の発生を抑

止し、作業性の改善を図るとともに、アンカ

ーブロックへの負荷の軽減を行った。

図9 立坑部の異形管防譲工

6号アンカーブロック

5.おわりに

今回報告した「油木発電所Jの建設は、

「ます測発電所」に次ぐものであり、関係省

庁において特定水利使用ならびに工事計画の

許可を受けたものである。

また、発電開始に先き立ち、九州通商産業

局公益事業部発電課による電気工作物の使用

前検査(平成8年3月28日および29日の2日間)

を受けたが、運転中、水圧鉄管本体には著し

p振動などは計測されなかった。

(平成8年7月10日に出力780kw時で、水平振動

0.02mm、垂直振動0.038mmを計測した。)

本市においては、平成6~7年の異常渇水時

に約1ヵ月間の給水制限を余儀なくされたが、

その問、当油木ダムよりの取水を中断するご

とができず、発電所建設中には、導水渠(ボ

ックスカルパート水路)の中に仮設の導水管

を布設するなどの対策により継続的な取水を

図った。また、第二減勢池の立坑は内空5mX

5mと狭く、作業に困難が伴ったが、水圧鉄

管、水車および昇降装置などの諸設備を無事

t居イ寸けることができた。

最後に、本事業の実施に関し、ご協力を賜

った関係各位に心より感謝の意を表します。



1 .はじめに

鳥取市は鳥取県東部に位置し、わが国最大

の鳥取砂丘を形成した千代川の下流部に開け

た人口14万5000人の市である。

豊かな緑の山並みと美しい山陰海岸に固ま

れた県都として、政治・経済・文化などあら

ゆる面で山陰の中核都市として着実な歩みを

続けてきている。

本市の上水道事業は水源を宇倍野村(現、

国府町)美歎に求め、大正元年に給水人口5万

人の計画で着工され、大正4年から給水を開始

した。その後、周辺町村-の合併や生活水準の

向上など、使用水量の増加に対応して数次の

拡張工事を実施してきた。乙の聞には、大洪

水(大正7年9月)、大地震(昭和18年9月10日

一鳥取地震、 M7.4、死者1.210人)、大火災

(昭和27年4月17日)など幾多の苦難に遭遇し

てきたが、市政の発展とともに歩み続け、市

民生活の向上と産業文化の振興に多大なる役

割を果たしてきた。

鳥取市水道局工務課

主査雁津孝行

29 

現在は、今後の使用水量、給水人口の増加

などに対応するため、平成4年度から第8回拡

張事業(計画給水人口18万人)に着手してお

り、配水池および送配水管路の拡充・整備に

あたっている。本市は過去に大地震に見舞わ

れた経験があり、また、昨年1月17日に発生し

た阪神・淡路大震災の教訓を取り入れ、これ

を基に平成7年度より幹線管路(一般に、管径

150mm以上)の耐震化も同時に図っていく乙

ととした。

本報では、平成7年度に本市郊外で実施した

配水管布設工事について、計画の背景および

施工の概要を報告する。なお、本工事は配水

池建設を予定している将来計画を考慮して設

計されたもので、かつ、上記の耐震化構想に

基づきS形、 sn形ダクタイル鉄管にて施工し

たものである。
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2.水道施設の概要

本市の水道は、市内(県東部)を流れるL級

河川である千代川の伏流水を主な水源として

おり、 8系統の送水施設および11ヵ所の配水池

により市内各所に配水している。

図1に本市の水道施設の概要を示すととも

に、表1に管路延長の詳細を示す。

図1 水道施設の概要

a配水管布設工事の計画・設計

1.計画・設計の概要

1.工事件名

。桂見地内配水管布設工事

(S形ダクタイル鉄管呼び径600mmの布設が

主)

。桂見・布勢地内配水管布設工事

(S II形ダクタイル鉄管呼び径350mmの布設が

主)

2.工事目的

本工事実施箇所(図1参照)は本市水道給水

区域の周辺部にあたり、団地造成や運動公園

建設などが現在盛んに行われている地域であ

凡例

鳥取市行示可-一一一一

給水区域

管

管

止 l

る。そのため、給水区域の拡大および給水量

の増大に対処すべく、配水管網の拡張・整備

を行二うものである。

3.布設管路

本工事で布設した配水管路の概略図を図2お

よび図3に示す。

なお、布設延長の詳細は次の通りである。
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表1 導・送・配水管延長 (単位m)

1ト之ご 導水管

40mm以下

50 

75 

100 

150 

200 

250 

300 

350 363.0 

400 

450 22.0 

500 

600 

700 

800 1，873.0 

900 131.0 

1000 117.2 

1200 459.0 

A 口 計 2，965.2 

く〉桂見地内配水管布設工事

S形ダクタイル鉄管 P 600X約145m

(一部KF形ダクタイル鉄管を使用)

KF形ダクタイル鉄管 P 600X約 20m

SII形ダクタイル鉄管 P 350X約 14m

SII形ダクタイル鉄管 P 300X約 14m

SII形ダクタイル鉄管 P 250X約 13m

k形ダクタイル鉄管 P 150X約 6m

送水管

503.0 

3.0 

879.1 

1，642.0 

709.0 

7，602.0 

6，292.0 

9，435.0 

3，644.2 

4.0 

16，365.0 

47，078.8 

配水管 ~コ、 計

78，907.8 79，410.8 

61，260.4 61，260.4 

68，033.7 68，036.7 

232，968.9 233，848.0 

131.937.3 133，579.3 

66，728.2 67，437.2 

37，078.0 44，回0.0

22，360.9 28，653.4 

20，481.2 30，279.2 

3，463.3 7，107.5 

3，428.0 3，450.0 

2，110.0 2，114.0 

4，223.7 20，回8.7

1，902.5 1，902.5 

1，873.0 

131.0 

117.2 

459.0 

734，883.9 784，927.9 

(平成7年3月31日現在)

S H形ダクタイル鉄管 P 100X約 10m

合計約 222m

く〉桂見・布勢地内配水管布設工事

SII形ダクタイル鉄管 P 350X約406m

SII形ダクタイル鉄管 P 250X約 10m

S H形ダクタイル鉄管 P 100X約 8m

合計約 424m

図2 桂見地内配水管布設工事管路概略図

S形(一部KF形)ダクタイル鉄管 O600X約145m

注)⑪:消火栓
→・流向
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図3 桂見・布勢地内配水管布設工事管路概略図

ι~SII 形
④:桂見地内配水管布設工事に接続よ---1タクタイル鉄管

7' I o 100 ><約8m④一.M-( 1 Y-' I UU  /¥市 J

F⑪ニニノヘ一一⑪二二;吋ぷ/一一⑪ ー ⑪ 
⑧ SII形ダクタイル鉄管ゆ350><約399m

注)⑪:消火栓 SII形ダクタイル鉄管
→:流向 φ250><約10m

2.計画・設計において配慮した点

本工事の計画・設計にあたっては、配水管

整備の将来計画および布設後の維持管理など

を考え、次の点、に配臆して行った。

1.将来計画への配慮(管径設定)

今回布設する配水管は、既設配水管網の末

端部に新たに造成される団地向けである。団

地の計画人口から検討すると、既設配水幹線

から分岐して造成地に向かう新設配水管に必

要な呼び径は250rnrnで、あり、これを新たに布

設すれば既存の配水管と重複して布設する箇

所があるため、この部分の増径も考慮、しなけ

ればならなかった。

しかしながら、将来、本地区に配水池を新

設する之とが計画されており、その場合、今

回布設する部分が配水池直下の配水幹線とな

る予定である。現時点の条件のみで設計・施

工した場合、数年後に再度掘削して増径工事

を実施しなければならないことから、配水池

新設という将来計画に沿った設計とするごと

とし、呼び径600~350rnrnを主体とした管路と

した。

また、団地造成が完了した際のことを考

え、既設道路箇所などには分水用の分岐取り

出し部を事前に設けておくとととした。

さらに、布設場所である主要地方道におい

て水路のボックス化の計画があるため、その

予定箇所については施工の障害とならない位

置に管路を布設することとした。

2.高水準管路形成への配慮(管路耐震化)

本市においても、過去に大地震に見舞われ

た経験があるごとから、昨年1月に発生した阪

神・淡路大震災の教訓|を取り入れ、今回布設

する配水管には主にS形、 SII形ダクタイル鉄

管を用いて管路の耐震性を強化することとし

た。

3.維持管理への配慮、(制水弁の多数設置)

管布設後の維持管理面を考え、管路は専用

管路を布設するのではなく、将来計画に沿っ

た単線で布設するとともに管網を形成し、現

状よりも制水弁の設置箇所を多くすることに

より、断水筒所(区域)を少なくするよう配

慮、した。具体的には、分岐部の前後にはでき

る限り制水弁を設けるようにした。

4圃工事の実施

1.管布設場所

道路横断箇所は別として、原則的には歩道

下に管路を布設した。

2.掘削断面

標準掘削断面を図4、5に示す。

なお、掘削部は簡易綱矢板による土留めを

千子った。

図4 標準掘削断面(呼び

1.550 
(歩道部)

1.450 m
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5.おわりに

本市では、現在実施中の上水道基本計両に

沿って、昨年1月に発生した阪神・淡路大震災

の教訓を取り入れ、平成7年度より幹線管路の

耐震性強化を図っていくこととした。

今回その一環として実施された、主にS形、

sn形ダクタイル鉄管を用いた配水管布設工事

において、管路の耐震化だけでなく、将来計

画および維持管理についても配慮、した計画・

設計を行ったので、その概要について報告し

た。

今回の報告が、 21世紀に向けての高水準管

路整備方策の一助となれば幸いで、ある。

図5 標準掘削断面(呼び径350mm)

3.施工状況

施工状況を写真1、2に示す。

写真1 管布設状況(呼び経600mm)

写真2 管布設状況(日乎び径350mm)
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1 .はじめに

奈良県の農地面積の2/3を占める大和平野地

域とその周辺部は瀬戸内気候に属し、年間降水

量は1 ，300~1 ，400mmの寡雨地帯で、あり、しか

も本地域を流下する中小河)11は、平野面積に比

較して山地流域面積がきわめて小さいため、恒

常的な用水不足に悩まされてきた。

このため、用水確保には多大の苦労が払わ

れ、古代より多くのため池が築造されてきた。

このように、大和の農業は水を求めての歴史で

あり、ため池依存度の高い水利構造となってい

る。

ため池築造の歴史は古く、古代に始まり、古

事記、日本書記にも登場し、万葉集、枕草子に

も奈良のため池を歌ったものがある。

その後ため池は、中世、近世とその数を増や

し、特に平地部のため池は大和の皿池として有

名で、また、丘陵地では小さい坪地が存在して

いる。

奈良県南和土地改良事務所

次 長岩本和夫

奈良県農林部耕地課

課長補佐乾義昭

また、最近のため池の現状を列記すると次

の通りである。

①水利慣行に縛られた小規模な集落中心とし

た所有形態が多い。

②江戸一明治期に作られたため池が多く、未

整備ため池が未だ数多くある。

③農業者の高齢化、兼業化、農業所得の低迷

などから、ため池の維持管理が粗放化して

いる。

④都市化の進展、混住化に伴い、管理が困難

化している。

⑤都市化による流域の開発が進展し、洪水の

流出形態が変わり、ため池のピーク流入量

が増大し、安全度が低下している。

以上のごとから、老朽ため池改修の必要性

が増大しており、今回、姫谷上池地区の底樋

管改修工事(呼び径800mm) を推進工法にて

実施したので、以下に工事概要を報告する。



ため池等整備事業におけるダクタイル推進管(底縄管)の施工事例

2岡工事概要

(1) 工事名称、

ため池等整備事業

(2) 工事場所

五{康市霊安寺町

(3) ため池名

姫谷上池

(4)受益面積

水田:53ha 

畑:2ha 

(5)底樋改修工法

推進(圧入)工法

図1 位置図

(6) 立坑

発進立坑:長さ =7.4m

l幅=2.6m

到達立坑:なし

(7) 底樋管

総延長 L=50m 

推進部=28m

.u形推進工法用ダクタイル鉄管

. ~ 800 X 4， OOOmm 

開削部=22m

.T形ダクタイル鉄管

. ~ 800X6，000mm 

35 
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表1 ため池諸元

型式 堤高 (m) 堤体積(千m3) 貯水量(千m3)

均一 12.4 29 65 

表2 堤体

余裕高 (m) 天端幅 (m) 法面こう配 法面保護工

1.印 4.5 上下流流1 : 2.2 張りブロック1 : 1.7 

表3 取水施設

3固ため池改修計画

表1-表4に、各施設の改修計画諸元を列記

する。

4開放{嘩内容

各項目別に、現況と改修補強工法との対比

を表5に示す。

計画洪水量
(m3/s) 

越流水深
(m) 

壮
一
カ

フ
・
一
能
計

十
ホ
一
吐
U
J

j

一
ポ

m

4

一
余

表
一

構造 越流i幅X門

9.257 0.80 6.0Xl 9.267 
コンクリート

越流式

表5 改修内容

項目 現 況 改修補強工法

取水施設は木樋で老朽化が著しく取水
改修断面に合わせスライドゲート 3孔

取水施設 底樋 4800ダクタイル鉄管を推進工法
困難で、管理に苦労している。 で改する。

余水吐
老朽化したコンクリート水路で断面不 コンクリート三面張り越流式に改修す
足を生じ危険である。 る。

堤体 堤、体天に端断|隔面の不不足足をを生生じじ、また、 余裕 さや土にて設計基制準波断す面を確保し、張
高 危険である。 りブロックにより る。

写真1 余水吐部(現況) 写真2 堤内状況(現況)
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5.底櫨改修正法の選定

一般的に、改修工法としては、開削工法、

推進工法、挿入工法(旧樋管に新管を持人)

などがあるが、おおむね8m以上のため池にな

ると、大量の土工量になる開削工法に比べ推

進工法は経済的に安価になるとともに工期の

短縮、工事が気象条件に左右されないなど有

利である。

可地iえにおいても、堤高は12.4mで、あり、経

済性を考慮して推進工法を採用した。

図2 標準断面図

6. J麗槌嘗iこ使用した管路

底樋管に要求される条件として、

①管体強度が高く、外圧に対して十分な強度

を有すること。

②継手の水密性が優れていること。

③耐食性に優れていること。

④地盤変動(不等沈下)に対応できること。

⑤施工性に優れていること。

⑥耐用年数が長い材質であること。

以上の条件を満足する管材として、種々検

討の結果、推進部には推進工法用ダクタイル

鉄管 (U形推進工法用管)を、開削部にはT)!ヲ

ダクタイル鉄管を使用することとした。

図3 U形推進工法府夕、ク女イル鉄管

外装(コンクリート)

図4 T形夕、クタイル鉄管

7.膜櫨管改修工事

推進工法による改修工事においては、通

常、下流側に発進立坑を設け、上流側に向か

つて圧入を行う。また、旧樋管は、底樋管内

のヘドロを清水で押し流し、 下流側にグラウ

ト用パイプを設置し、上流側には空気抜きを

管項部に設置後、充てんを行い、両端部はコ

ンクリートで閉鎖した。

開削部は、管路に沿ったミズミチを作らな

いため、最小のコンクリート序で全巻き構造

とし、側面は盛土となじみをよくするために
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図6 底樋巻き立てごう配 (1: 0.05) をつけた。さらに、呑口ボ

ックス部には土砂吐ゲートを設置し、底樋管

に沿う浸透水を防止するため、止水壁を設け

た。

図5 発進立坑
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図7 土砂吐(鋳鉄製スライドゲート口600X口600)
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写真3 底樋改修状況

8.斜樋嘗改修工事

斜樋管 (SGP300 A) よりの取水は、スライ

ドゲート方式とし、 3孔取水(鋳鉄製斜樋バル

ブ rp200) とした。

図8

写真4 底樋巻き立て状況

また、負圧防止のため通気管 (SGPW50 

A) を設けた。

斜樋配置図

平面図

E白二 Lマf千二 二三四三~
側面図
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図9 取水施設工一般図

ダクタイル鉄管 U形5穣凶4附本) ダ4タイル鉄骨山形5税同∞(1本)

ダlけイル鉄制|BOOT世間稔 推進制肌=28.00(閣 I Iダク川鉄営側OT形5穣叫ん(3本)

I L=5.00(1本)
3.90 .1.60 底槌エ L=50.25 ムH=口五日 i=1/84 

9.おわりに

ため池は、先人達の偉大な遺産であり、ま

た、多くの農民のたゆまない努力により守ら

れてきた貴重な地域の財産である。

また、ため池の必要性として列記すると次

の通りである。

①大和平野における年間降水量が少なく、古

野川分水(十津川・紀ノ川土地改良事業)

の完成後においても、引き続き農業用水の

安定確保には、ため池への依存は不可欠で、

ある。

②水田面積の減少、転作田の増加があって

も、水路維持用水、機械化、水利秩序の再

編、配水構造の近代化などを考えるとき、

ため池の果たす役割は大きい。

③ため池は、地域の水辺空間、憩の場として

位置付けられる。

今回、底樋管にダクタイル鉄管を使用した

が、管の特性および施工性に問題がなく、ま

た、工期の短縮も計れた。

ダクタイル鉄管は、引張り強さが420N/mm2

以上あり、外庄に対して也十分な強度を有し

ており、過去の実績(ノtイプライン)におい

ても事故の発生率が低く、耐周年数も長いと

しヨえる。

腐食の面を考えても、ダクタイル鉄管は、

材質上腐食されにくい特性を有しており、地

盤の不等沈下に対してよく順応し、底樋管と

しての機能を満足するものと考える。

本施工例が、これから同様の工事をされる

方々に参考になれば幸いで、ある。



(ポートアイラ

1園自的

阪神・淡路大震災によって、神戸市では上

水道管路は配水管で約1.800件、給水管で約9万

件の被害が生じた。管路被害は、主に液状化

発生地区や軟弱地盤など地盤変状が大きな場

所で多く見られたが、液状化を起こした人工

島を中心に約250km使用されていた耐震形ダ

クタイル鉄管 (S、SII形)には被害は生じな

かった。

今回、液状化が発生したポートアイランド

と六甲アイランドに埋設されていた耐震管路

が、当地震により、どのように挙動したかを

確認するため、管内にテレビカメラを挿入し

継子の胴付き隙間を計測した。

また、当地区の潰田教授等1) の航空測量によ

よる地盤変状からの管軸方向地盤歪みと管路

挙動の関係についても併せて分析したので、

以下に示す。

ド、六甲アイランド)

神戸市水道局技術部配水課

係長三浦久人

色調査の概要

1 .調査方法

41 

調査地点に立坑を設け、断水、切り管後管

内にテレビカメラを挿入し、管継子部の胴付

き隙間(図1のa、b寸法)を円周4ヵ所(上下

左右)の位置で計測した。

図1 耐震継手の構造

s n )伝継手

S II形継ぎ輪

ロックリンク

(胴付き隙間)
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図2 調査状況

ワゴン車

カメラ制御装置

自走式
管内TVカメラ

2.調査場所

ポートアイランドおよび六甲アイランドの

各2ヵ所の管路について調査を行った。

1.ポートアイランド

①港島6丁目: ~ 300S II形管路Xg 53.8m 

(昭和55年布設)

②港島1丁目: ~ 200S II形管路Xe 108.5m 
(昭和63年布設)

2.六甲アイランド

③向洋町東3丁目: ~ 300S II形管路×

e 198.1m 
(昭和63年布設)

④向洋町西3丁目: ~ 200S II形管路×

g 180.8m 

(昭和59年布設)

図3 調査対象地区

3.調査結果

1.ポートアイランド 港島6丁目

( ~ 300X e 53.8m) 
-図4に測定管路図を示す。

-図5に管路起点、からの距離と継子伸縮量お

よび管路伸び量の関係を示す。

-図6に管路近傍の地盤変位を示す。

-図7に管路近傍の管軸方向平均地盤歪みを

示す。なお、この地盤歪みは参考文献2)

で示されているものと同様の方法で求め

た。

-参考までに、管路近傍の地盤状況(地盤ク

ラックなど)のスケッチを図8に示す。

ごれらより、次のごとが判る。

① 継手No.1-5は継子伸縮量から離脱防止

機構がf鋤いていると考えられ、耐震機能を

発揮していた。

なお、この継子NO.1-5付近には幅

12cm-17cmのクラックが塀に生じてい

た。

② また、之の測定区間内で、管路は44cm

伸びており、管路の伸び率は0.8%であっ

た。

③管路測定区間近傍の平均地盤歪みは1.7%

であった。

図4 測定管路図

¥ 



阪神・淡路大震災による耐震形ダクタイル鋳鉄管路の挙動調査

図5 管路起点からの距離と継手伸縮量および管路伸び量の関係
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(注) 1) 継手伸縮量は、接合時の胴付き隙間量が 管路の管軸方向伸び量(ム e) 
α(%) 
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規定値 (y) であったものとして、継手胴

付き隙間量の測定値からYす法を差しヲIp
て表したものである。(以下、同様)

管路延長(L)一管路の管軸方向伸び量(6.0 

(接合時の規定胴付き隙間量)

~ 200mm直管 (Y=60mm)

~ 200mm継ぎ輪 (Y=200mm)

~ 300mm直管 (Y=75mm)

2) 管路の管軸方向伸び率 (α) とは、測定

管路全体が伸縮した比率を表したものであ

り、以下の式により求めた。

なお、他の測定区間も含めて、管路は起

点から終点までの区間ですべて伸びてい

た。

図6 管路近傍の地盤変位1)

0.435 

53.8-0.435 

=0.8 (%) 

地震前の管路延長(E)

一一一地震後の管軸方向
伸び量(L1i)

管路の管軸方向伸び量(ム e) =孟kn

kn:管路起点からn番目の継手伸縮量

(注)図中の凡例は下記の通り(以下同様)

/万 84 水平変位量

管路測定区間(し=53.8m)
(-12) 垂直変位量
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図7

第61号平成8.

図8

ダクタイル鉄管

管路近傍の管軸方向地盤変位および平均

地盤歪み

44 

管路測定区間(L=53.8m)

構平均地盤歪み
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(注)四角の囲み数字は地盤のクラック幅を表す。

(以下同様)

70 
管軸方向延長距離(m)

測定管路図図9

会
議
山
芹
)

2.ポートアイランド

( ~ 200 X E 108.5m) 

-図9に測定管路図を示す。

-図10に管路起点からの距離と継手伸縮量

および管路伸び量の関係を示す。

-図11に管路近傍の地盤変{立を示す。

-図12に管路近傍の管軸方向平均地盤歪み

を示す。

-図13に管路近傍の地盤状況(地盤クラッ

クなど)のスケッチを示す。
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これらより、次のごとが判る。

① 護岸に近い管路末端付近には、約38cm

の地盤クラックがあり、それらの地盤変状

を、その近傍の継子NO.17-22の伸縮機能

で吸収していると思われる。

② 乙の測定区間内で、管路は52cm伸びて

おり、管路の伸び率は0.5%であった。

③ 管路測定区間近傍の平均地盤歪みは、

1.1%であった。

図11 管路近傍の地盤変位1)

図12 管路近傍の管軸方向地盤変位および平

400 

300 
5 
0 

1互 200

~<< 100 
糊
幸子 o 
-@: 
~ -100 
4王王

事-200

-300 

-400 

均地盤査み

管路測定期間(し=108.5m)

平均地盤歪み

，⑮_--1.1 % 

o 50 100 150 200 250 

管軸方向延長距離(m)

3.六甲アイランド 向洋町東3丁目

( ~ 300X ~ 198.1m) 

-図14に測定管路図を示す。

-図15に管路起点からの距離と継子伸縮量

および管路伸び量の関係を示す。

-図16に管路近傍の地盤変位を示す。

図13 管路近傍の地盤状況スケッチ

写真1 管路末端付近(地点A) のコンクリー

トブロックの変位状況

-図17に管路近傍の管軸方向平均地盤歪み

を示す。

-図18に管路近傍の地盤状況(地盤クラッ

クなど)のスケッチを示す。

これらより、次のことが判る。

① 地盤変位やクラックなどの地盤変状を継

子の伸縮機能で吸収していると思われる。

② また、この測定区間内で、管路は45cm

伸びており、管路の伸び率は0.2%であっ

た。

③ 管路測定区間近傍の平均地盤歪みは、

0.55%であった。
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図14 測定管路図 図17 管路近傍の管軸方向地盤変位および平

均地盤歪み
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図15 管路起点からの距離と継手伸縮量および管路伸び量の関係
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47 阪神・淡路大震災による耐震形ダクタイル鋳鉄管路の挙動調査

管路近傍の地盤状況スケッチ

ごj

測定管路図図19

(
日
諜
山
芹
)

4.六甲アイランド 向洋町西3丁目

( ~ 200X e 180.8m) 
当測定地区では、航空測量による値は示され

ていないが、現地調査によると管路に沿って地

盤のクラックがかなり見られた。

-図19に測定管路図を示す。

-図20に管路起点、からの距離と継子伸縮量お

よび管路伸び量の関係を示す。

-図21に管路近傍の地盤状況(地盤クラック

など)のスケッチを示す。

これらより、次の之とが判る。

① 特に、継手No.8~No.13付近(延長約

20mの区間)には、噴砂の痕跡も認めら

図18

存何
回

路
伸
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図20 管路起点からの距離と継手伸縮量および管路伸び量の関係
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48 ダクタイル鉄管 平成8. 10 第61号

図21 管路近傍の地盤状況スケッチ

A(噴砂、歩道補修あり)

写真3 地点、Aの地盤クラック状況

(クラック幅口15cm)
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れ、 l幅8cmと15cmの地盤クラックが生じ

ていたが、これらの地盤変状を継子の伸縮

機能で吸収していると思われる。

② 今回の測定区間内で、管路は63cm伸び、

ており、管路の伸び率は0.3%であった。

写真2 地点Aの路面状況

(フェンスが上下に波打っている)

4.まとめ

阪神・淡路大震災により、大きな地盤変状

が生じたポートアイランドと六甲アイランド

に埋設されていた耐震管路の挙動調査を実施

した。また、地盤変状および管軸方向地盤歪

みとの関係についても分析した。その結果、

次の主な知見が得られた。

(1) 耐震管路は当地震による地盤変状

(含む地盤クラック)を継手の伸縮・離脱

防止機能で吸収しており、耐震継手の機能

を十分発揮していると思われる。

(2) 管路の管軸方向の伸び率は、地震に

より発生した地盤歪みに比べ、約1/2-1/

3の値であった。(表1参照)

表1 管路挙動と地盤歪みの関係

調査地点 管呼び種径
管路延長 管路の管軸方向 管路の管軸方向 管制!方向

(m) 伸び量 伸び率 平均地盤歪み
(m) (%) (%) 

ポ トアイランド SII形
港島6丁目 53.8 0.44 0.8 1.7 

ポ トアイランド SII形
港島1丁目 ~ 200 

108.5 0.52 0.5 1.1 

六向甲洋ア町イフンド SII形
町東3丁目 ~ 300 

198.1 0.45 0.2 0.55 

六向甲洋ア町イ西ラ3丁ン目ド SII形
180.8 〔唆現)♂〕O.臼 0.3 

(参考文献)

1) M. Hamada， R. Isoyama and K.Wakamatsu 

τbe 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake-Liquefaction， 

Ground Displacement and Soil Condition in Hanshin 

Area， Association for Development of Earthquake 

Prediction and The School of Science and Engineer-

ing， Waseda University， 1995 

2) (社)日本水道協会:1995年兵庫県南部地震によ

る水道管路の被害と分析、平成8年5月。

3) (社)日本水道協会:兵庫県南部地震による水道

施設の被害状況調査について(その2)、水道協会誌

第65巻第4号(第739号)、平成8年4月。
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束京臨海副都心共同溝内の配管
施工報告

東京臨海副都心建設株式会社

建設部有明工事事務所
        　    所長　　    大野　皓一郎
          　　課長補佐　久永　敏美
           　 調査役　　 岡本　角

  本誌第56号に掲載した「臨海副都心共同溝内管路にダクタイル鉄管を
使用して」の続編で、総延長73kmにも及ぶS形、SⅡ形ダクタイル鉄管の
配管工事概説である。東京臨海副都心は､多心型都市構造への転換、国
際化・情報化の進展への対応､多機能を備えた理想都市の形成を開発目
標とし、9種類のライフライン施設を共同溝内に収納している。この配
管工事では､同時進行的に工事を行っていた電気､ガスなどの業者との工
事工程の調整や安全施工の工夫､改良など、多くの関係者の助言、協力
のもとに進めていった。本論では､共同溝システム整備の最終段階であ
る配管工事は､世界でも例をみない最大級工事であったと述べている。
また､東京地方に大規模地震が発生しても耐震対策によって大きな被害
を受けず、稼働してくれることを確信している、と結んでいる。

北伊勢工業用水道におけるS形
ダクタイル鉄管の採用について

三重県企業庁

北勢水道事務所　工務部長
　　　　　　　　　　　　　　　奥山　俊雄

　北伊勢工業用水道第1期事業は､四日市臨海部の工場に給水するため､
布設替え工事としてS形ダクタイル鉄管を使用した。S形ダクタイル鉄管
を採用した理由は、地盤の不同沈下を吸収できる､地盤変状に耐える､耐
食性に優れている､ことなどである。本論では､三重県の工業用水道とし
ては初めてS形ダクタイル鉄管を採用したが､東海大地震が危慎されてい
る当地域であり、阪神･淡路大震災でのS形､SⅡ形管路のような効果を期
待していると述べ
ている。なお､三重県では工業用水道施設の耐震化は､拡張･改良を行っ
ていくうえで重要な柱のひとつであり､今後も耐震化に向けて積極的に
取り組んでいきたいと結論づけている。

1996年 No.60
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　昭和47年､農林水産省は水源確保を含めた国営総合農地開発事業とし
て､大山北部から西部山麓にかけての丘陵地帯で本事業を実施した。事
業は1市7町を対象に､野菜や酪農などを導入して経営規模の拡大､地域農
業の発展を目的としたものである。本論は､設計水圧､布設条件､他地区
での過去の実績などを考慮し、また､経済性･施工性に優れていることか
らT形ダクタイル鉄管を採用したと述べている。そして､今後は河川の伏
せ越しや急斜面配管を実施していくが､これらの施工事例については機
会があれば次号以降で報告して､施工技術の向上に寄与していきたいと
している。
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十 iまじめに

東京臨海副都心は、①多心型都市構造への

転換の推進、②国際化・情報化の進展への対

応、③多様な機能を備えた理想的な都市の形

成という 3つを開発目標とするプロジェクトで

ある。今日の経済的社会的な急激な変化を考

慮、して、今後の開発プレーム、開発スケジュ

ールなどについて見直しが行われる可能性も

あるが、平成7年度末までの始動期整備は当初

の計画通りに完成した。

未来型都市である臨海副都心では、 9種類の

ライフライン施設を共同溝内に収納してい

る。

本レポートは、モデル工区を対象とした「臨

海副都心共同溝内管路にダクタイル鉄管を使用

してJ (井龍;本誌第56号)にヲ|き続き、総延

長約73kmに及ぶダクタイル鉄管の共同溝内配管

工事の概要を報告するものである。

平成8. 5 第60号

東京臨海副都心建設株式会社

建設部有明工事事務所

所 長 大野精一郎

課長補佐 久永敏美

調査役 岡本角

2.臨海副都心の共同溝内圧送管

1 .共同溝内の収容施設

平成7年度末までに整備された共同溝のルー

トを図1に示す。これは計画延長25kmの約60

%、 15.6kmが整備されている。この共同溝内に

は上・中・下水道、ごみ収集、電気、ガス、

地域冷暖房、通信、情報通信の9種類の機能が

収納されている。共同溝標準断面と配管占用

位置を図2に示す。

ごのうち、ダクタイル鉄管は、上・中・下

水道管に使用しており、その総延長は約73km

である。共同溝内の配管状況を写真1に、種別

ごとの配管延長を表1に示す。

なお、共同溝を健全な状態に維持、保全し

併せて防災、管理を万全に行うための施設と

して光ファイパーを利用した集中監視を行っ

ている。管理機能としては火災感知、侵入感

知、ガス感知、避難路などのほか浸水、入溝

管理がある。管理センターは、当地域のテレ

コムセンター内に設置されている。
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図1 共同溝整備ルート

一一一共同溝始動期ルート

図2 共同溝内配管標準断面図

5100 レ
W:上水管 1:中水管 D:下水管

G:ガス管DHC:地域冷暖房用熱供給導管 R:ごみ収集管

E:電力ケーブjレ T:通信ケーブル T':情報通信ケーブル
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種別

送水管

水 酎水本管

道 配水小管

中水道

下
汚水管

水 汚泥管
道

ド之
8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

ダクタイル鉄管 平成8. 5 第60号

表1 共同溝内上田中"下水道管配管延長

呼び径 (mm) 布設延長 (m) 管体数量(本)

1200 2，524 650 

400、500、600、700、800、1000 8，034 2，460 

75、100、150、200、250、300、350 21，044 9，印O

31，602 12，710 

100、150、200、250、300、400、450、500、600 25，槌8 11，450 

150、200、300、400、450、500、600、700、900 12，322 6，870 

250 

A口、

写真1

台場
その2

3 

3 

3 

2 

1 

計

計

2，943 720 

15，265 7，590 

72，555 31，750 
」

2. 整備工程

台場モデル工区の終了後、平成6年8月から平

成7年5月の聞に全区域を6工区に分けて整備し

た。各工区の月別の配管施工班数を表2に、 1班

の標準人員構成を表3に示す。

共同溝内の水系圧送管路は、上・中・下水

道の3種類であるが、以下では管径、管材など

の多様性、耐圧性能などから、上水道管を中

心に基本要件および施工特性について述べ

る。

表2 ダクタイル管配管工事月別施工班数

青海 青海
有明北

有南 有南 合計
その1 その2 その1 その2 施工班

2 2 1 1 9 

2 3 1 3 1 13 

5 5 1 3 1 18 

7 7 2 3 2 23 

7 7 3 3 4 25 

7 6 4 3 4 25 

4 6 5 3 4 22 

3 3 3 2 11 

1 1 2 4 
L_  
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表3 1班の標準人員構成

工 手重 作業内容 構成人員 (人)

材料の小運搬 材料置場から投入口までの運搬 クレーンオペレーター : 1 

11 11 玉 掛 け : 1 

11 fノ トラックの運転手 : 

運搬 投入口から接合現場までの運搬 クレーンオペレーター . 
1 a 

11 11 モノレールオペレーター : 1 

11 11 玉掛け 2 

11 11 普通作業員 ' 2 

アンカーボルトセット 架台取り付け用アンカーボルトセット 11 : 1 

架台の取り付け 管類を載せる架台のセット

配管・接合 管の接合

3胃共同溝内管路の基本要件

1 .上・中・下水道管の設計水圧

上・中・下水道管の水圧は、表4に示す通り

である。

表4 上・中冨下水道管の水圧

単位 MPa(kgf/cm2) 

種 5JU 使用圧力 供給圧力

水 配水本管
0.74 (7.5) 

GL面で0.245(2.5) 

道 配水小管 GL面で0.196(2.0) 

中水道 0.74 (7.5) GL面で0.049(0.5) 

汚水下・水汚道泥管 0.74 (7.5) 

一一一一一

11 ‘ 3 

配管工 3 

A日、 計 16人

2.異形管防諜の基本的考え方

曲管、 T字管などの異形管は、管内水圧の不

平均力を受けて管体が移動する恐れがあるた

め、鉄筋コンクリートブロックによる防護を行

っている。上水道配管において、当工事規模の

露出配管は前例がないため、異形管防護の構

造、強度などについては慎重な検討を行い設計

されている。図3に呼び、径700mmX900

曲管防護

構造例を示す。

異形管部をコンクリートブロックで防護する

ことにより、異形管部に作用する不平均力を共

同溝底版に伝え、管の移動を阻止するものとす

る。また、縦断防護については、コンクリート

図3 呼び径700X90
0

曲管防諜図

平面図 断面図
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ブロックとアンカーとの付着で抵抗する。

3.管受台の基本的考え方

管受台は管体、水重などの鉛直荷重および地

震時の水平荷重によって発生する転倒モーメン

トに対して安全でなければならない。そのた

め、管受台はアンカーボルトで共同溝底版と一

体化している。管受台の耐力は水平震度0.5以

上で、地震時の転倒モーメントおよび横に滑動

する力に対してはアンカーボルトの引張り抵抗

力と努断抵抗力とで対抗させる椅造となってい

る。

なお、受台の構造については、配水本管は

実績のある鋼製受台を巻き込んだ場所打ちコ

ンクリートとし、配水小管についてはレジン

コンクリート製のブレキャスト製品とした。

4.管路の耐震対策

① 管路の耐震性

管路の耐震性を向上させるために、管種

は強度、耐衝撃性、施工性などを総合的に

考慮、してダクタイル鉄管としたが、複雑な

部分はやむを得ず鋼管やステンレス鋼管を

一部において使用した。

また、水道用配管については、水密性、可

とう性、伸縮性に富み、大きな離脱阻止力

を持つ S形・ SII形の耐震継手を採用し、

曲管部などについてはKF形などの離脱防

止継子と鉄筋コンクリート防護工を併用し

た。

さらに、約30mごとに設けてある共同溝

のエキスパンションジョイント部では、水

平、鉛直方向の変位は継手の曲げ角と許容

伸縮量で、また、共同溝の最大変位である

軸方向100mmの変位についても継子の伸縮

量を利用して吸収する構造とした。水平、

鉛直方向の変位対策としてエキスパンショ

ンジョイント部に切管を扶み、軸方向変位

対策としてはエキスパンションジョイント

部前後の管体を管受台に固定しない靖造と

している。ただし、エキスノtンションジョ

イント部前後の直線部が短い場合など、本

構造によりがたい箇所については、鋼製や

平成8. 5 第60号

ゴム製の可とう伸縮管の設置により対応し

た。

なお、切管の長さは、管径によって許容

の伸縮量、曲げ角が異なるため一様ではな

いが、呼び径700mmを例にとれば、切管寸

法2，300mm、許容曲角20 30'で水平、鉛直

方向の許容変位量は100mmで、ある。

このほか、共同溝内水道配管と地中に埋

設された水道管との連絡筒所においては、

地盤の不同沈下などに伴う継子の抜け出し

ゃ管の破損防止を図るため、大きな可とう

性と継子離脱防止機能を持った可とう伸縮

管などを使用した。青海地区の既設水道管

連絡箇所で使用した呼び、径1000mmボール式

ダクタイル鋳鉄可とう管ユニットの構造概

要を図4に示す。

図4 ボール式ダクタイル鋳鉄

可とう管ユニット概要図

(呼び径1000mm用)

ゴム輪 ボール形リング

② 防護コンクリートおよび管受台のアンカ

ーボルトなどの強度確認

防護コンクリートのアンカー鉄筋と管受
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台のアンカーボルトの強度は、管路の耐震

性を確保するための重要な要素である。所

定の設計強度が得られるか、実際の施工に

先き立って共同溝躯体と同じ強度23.5N/ 

mm2 (240kgf/ cm2
) のコンクリート版を

製作し、設計条件で打設したアンカー鉄筋

とアンカーボルトについて引張試験と勇断

試験を行った。また、共同溝内の実施工の

アンカーについては、引張試験と努断試験

を実施し、短期許容引張力と短期許容努断

力の強度があるととを確認した。

供試体試験の結果を表5に、アンカー鉄

筋D16努断試験状況を写真2に示す。
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写真2

表5 管受台アンカーボルトおよび防護コンクリートアンカー鉄筋試験結果一覧

種 類 管 受台 防護コンクリート

アンカー材 M12 M16 D13 D16 

短期許容引張力 (kgf/本) 1，810 3，080 1，810 3，080 

試 験 本 数 (本) 18 18 18 18 

引張荷重の範囲 (kgf/本) 3，240-3，600 7，400-9，000 4，600-6，400 7，300-9，800 

引張荷重平均値 (kgf/本) 3，540 8，280 5，3印 8，320 

破壊状況 ボルト切断 ボルト切断 コンクリート破壊 コンクリート破壊

短期許容せん断力 (kgf/本) 1，470 2，740 2，650 4，170 

試験本数 (本) 17 17 6 6 

せん断荷重の範囲 (kgf/本) 2，600-2，900 4，900-7，700 3，800-4，000 4，500-5，100 

せん断荷重平均値 (kgf/本) 2，690 5，340 3，9∞ 4，800 

破壊状況 ボルト切断 ボルト切断 鉄筋伸び 鉄筋伸び

5.防食対策

①塗装

で塗装した。

この塗装は、管体表面が乾燥した状態で

行うことになっているが、共同溝内は季節

によって湿度が非常に高くなり、管体表面

が結露状態になる皆、れがあった。そこで¥

塗装を管体表面が湿潤状態で行う場合に備

えて、以下の対策を講じた。

ダクタイル鉄管の外国塗装は、共同溝内

の配管が露出配管であるごと、配管場所の

湿度が比較的高い之と、塗装が難燃性であ

ること、着色塗装が可能なことなどを総合

的に勘案して、ダクタイル鉄管外面特殊塗

装 (JD P A Z 2009の4C) とした。

塗膜厚は規格より 20μm厚t)180μm以上

とし、上塗り2層については、現地までの

搬送の間に受ける擦過損傷を考慮して現地

まず¥一般的な無溶剤型エポキシ樹脂塗

料を管体表面の相対湿度が80%、90% (結

露水なし)、 90% (結露水あり)、 100%

の4ケースについて塗装実験を行った。乙
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の結果、前者の2ケースについては異状は

見られなかったが、後者の2ケースでは白

い斑点が発生した。

そこで、管体表面が結露状態であって

も、ウェス拭きを行う程度で塗装に異状が

発生しない結露間塗装用塗料の研究・開発

を行った。開発した結露面塗料の配合は、

表6に示す通りである。乙の塗料の有効性

について、塗布量100g/ぱ (40μm)で

現地塗装実験を行った結果、目視による異

状はなく、クロスカットテープテストの成

績も良好で、あった。しかし、きめ細かな工

程調整により、管路表面が乾燥した状態の

時期を選んで、塗装を行ったため、結果的に

は開発した結露国塗料は実験工区で使用し

たのみであった。今後の同様な場所での塗

装に活用できれば幸いで、ある。

表6 結露面塗装用塗料の配合

成分 重量百分率|

着色顔料 20.0 

主剤 低粘度液状エポキシ樹脂 50.5 

添加剤 4.5 

硬化剤 疎水性エポキシ樹脂硬化剤 25.0 

百十 100.0 

なお、ダクタイル鉄管の内面塗装は、赤

水対策、残留塩素減少対策を考慮、して、 J

1 S G 5528によるダクタイル鉄管内面

エポキシ樹脂粉体塗装を採用した。ただ

し、呼ひY歪1000mm以上については生産能力

の制約からセメントモルタルライニングと

した。

② 電食防止対策

防護コンクリートの鉄筋とダクタイル鉄

管との接触をなくすため、マクロセル腐食

防止チェツクシートを作成し、接触の恐れ

が高い箇所にはゴム片やピニルホース片を

半割りにしたものを取り付けるなどの対策

を講じた。

また、ステンレス鋼管とダクタイル鋳鉄

製仕切弁との異種金属接合部のボルト・ナ

ットは、ボルト外周部には絶縁材を貼付

し、ボルト頭部とナットの内側には樹脂座

金を挟み込みごんだ絶縁処理を行った。

4.配管施工

共同溝内の配管工事は、共同溝が完成した工

区から順次開始したが、 15.6kmにおよぶ共同溝

全線にわたっての配管工事・の実質的工期は、約

10カ月(平成6年8月一7年5月)ときわめて短い

期間であった。限られた工期内で配管を完成さ

せるために、次のような方策を講じた。

1 .管材運搬工の工夫

共同溝内の管材運搬工は、モデル工区での

モノレール方式、軌条方式の実績から効率性と

管重量などを配慮して、基本的には床版に軌道

を設けて台車による運搬とした。ただ、し、搬入

口直下部の横引き部や床版の起伏の著しい場所

などにおいては、上床スラブに I形鋼の軌条梁

を取り付け、電動ホイスト2台によるモノレー

ル方式を採用した。また、作業スペースが比較

的広い場所では、小型のフォークリフトを使用

して管材運搬を行った。モノレール方式による

管材運搬状況を写真3に示す。

さらに、呼び、径1200mm配管において、平坦部

約1.8km聞については油圧ジャッキ付配管台車

写真3

を用いて管運搬、心出しおよび、接合を行った。

S形継手は、その構造が按雑なため他の継手形

式と比較して接合に時間を要するが、油圧ジャ
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図5 搬入口資材投入作業の概要図

ッキ付配管台車の活用により、段取替日数を除

けば延べ日数65日間(日進量27m) で配管工事

のクリテイカルパスとなっていた当該区間の施

工を終了した。図5に搬入口資材投入作業の概

要を、図6に油圧ジャッキ付配管台車の概要を

示す。

2.配水小管受台へのプレキャス卜製品使用

共同溝内配管に伴うコンクリート工は、狭

いスペースで型枠組み立てを行わなければな

らないこと、 1カ所当たりの打設量が少ないこ

と、打設場所が離れていることなどが原因と

なって、多くの時間を要する作業となる。

そこで、配水小管の受台にレジンコンクリ

ート製のプレキャスト製品を使用した。レジ

ンコンクリートは、砕石、砂などの骨材およ

び充填材を樹脂(レジン)だ、けを用いて結合し

たコンクリートで、圧縮強度78.4N/mm2 

(800kgf/ cm2
) 、曲げ強度14.7N/mm2 (150 

kgf/cm2) 以上の強度を有し、その強度特性を

活かして製品の軽量化が図られている。!l手び径

350mm用管受台の重量も約59kgfと比較的軽く、

作業効率の大幅な向上につながった。写真4に

トラックレーン

図6 油圧ジャッキ付配管台車

呼び、径350mm用レジンコンクリート製管受台の

設置状況を示す。

3.管材ヤードと加工場の整備

配管工事を滞りなく進めるためには、管材の

写真4
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現場への搬入をスムーズに行う乙とが重要で、あ

る。管材料が1本でも不足した場合、その時点

で工事が中断するケースが少なからずある。そ

こで、配管工程を詳細に検討し、必要な管材を

拾い出して事前に準備しておくための管材ヤー

ドを、現地に最大時で約20，000ぱ確保した。

また、調整用の切管加工などが迅速に行える

ようにするために、約2，500m'の加工作業場を

管材ヤードに近接して設営した。

4.安全対策

共同溝内配管工事の特色は、作業空間が狭

く、また、明るさが十分で、ないごと、陥壁、中

床版に管の貫通孔や資材投入用の関口部がある

こと、さらに管材など工事用資材の一切がクレ

ーンの吊り降ろしによる搬入口からの投入とな

るとと、搬入口間約150mについては共同溝内

での管材運搬が必要なことなどである。

とのような作業環境で予想される事故は、貫

通孔や関口部からの転落や墜落事故、資材投入

時における合図不徹底や玉掛け不備による飛来

落下事故、狭障な場所での重量物運搬などに伴

う挟まれ事故などである。

そこで、共同溝内配管工事の安全対策とし

て、上下同時作業の禁止、貫通孔や開口部周囲

への仮設柵の設置、アンカーボルト突出部への

つまづき防止のための黒と黄色の縞テープによ

る明示などをしたほか、搬入口からの資材投

人・搬出に際しては、地上と共同溝内部との合

図への無線機使用、パトライト点灯やブザー警

報による搬入日下部への立入り注意措置、作業

中止時の搬入口養生などを行った。

なお、共同溝内配管工事を安全に進めるた

めの方策の1つとして、ごみ収集、地域冷暖房

工事を含めた共同溝内配管工事の請負者を中

心に、橋梁添架管、直埋配管工事請負者も加

えた13の JVで構成する「配管工事安全協議

会Jを設け、監督署の安全対策の受講、月1回

の現場パトロールなどを実施した。

5.水道管路の水旺試験

1 .テストバンドによる水圧試験

呼び径1200mm送水管と呼び径1000mm配水本

管の異形管部を除く継手(呼び、径1200mm375

口、呼び、径1000mm51口)について、充水前にテ

ストバンドを用いて水圧試験を実施した。試験

水圧は、 0.5MPa(5.1kgf/ cm2) を初期圧力と

して負荷し、 5分経過後にO.4MPa(4.1kgf/ 

cm2
) 以上の圧力を保持していることを確認し

たが、 5分後の計測結果は0.48-0.45MPa

(4.9-4.6kgf/ cm2
) の範囲内であった。テス

トバンドの構造を図7に示す。

2.管路水圧試験

管路水圧試験は、まず予備加圧として初期水

圧O.5MPa(5.1kgf/ cm2) を負荷し24時間放置

図7 水圧テストバンド構造図



東京臨海副都心共同溝内の配管施工報告 19 

後の水圧低下量を確認する。次に、本加圧とし

て再び、0.5MPa(5.1kgf/ cm2) まで加圧し、 24

時開放置後の水圧低下量を計測する。許符圧力

低下量の設定は、使用水圧、内面塗装、継子構

造、試験区間延長などを考慮、して、初期水圧

0.5MPa (5.1kgf/ cm2) に対して30%以内の低

下量である0.35MPa(3.6kgf/ cm2
) 以上とし

たが、本加圧24時間後の水圧値は、 0.49-

0.43MPa (5.0-4.4kgf/ cm2
) の範囲で、最大

で14%の低下最であった。呼び、筏1200mm木場Jレ

ート送水管の本加庄時の自動記録圧力計チャー

トを図8に示す。

3.管路水撃作用実証試験

本工事は、新設管路延長が比較的長いので、

図8 呼び径1200mm送水管本加圧時の水圧チャート

管路の水撃作用の実証試験を行い、空気弁ーなど

関連施設の機能効果と配水施設の安全性につい

て確認した。

試験内容は、停電事故などにおけるポンプ急

停止時の管路内圧力変動の測定および管路異状

有無の確認である。試験は、給水所内の緊急給

水槽をサージタンクとして使用した場合におけ

初期水圧O.5MPa(5.lkgf/cぱ)

• I kgf/cm' = O.0980665MPa 

る小ポンプ (29m3/ 分X52m) の単独停止と

小ポンプ2台の同時停止について実施したほ

か、条件がより厳しいサージタンクを使用しな

p場合の小ポンプ単独停止の3ケースについて

行った。試験結果を表7に示す。
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表7 管路水撃作用実証試験結果

(上段最高圧・下段最低圧kgf/cm2
)

サージ
ポンプの状態

管内圧力 流量 管路点検
タンク 給水所内 台場地医

小ポンプ1台 4.0 2.0 
停止 2.4 1.7 

使用
小ポンプ2台 6.1 2.4 
同時停止 2.4 1.7 

未使用
小ポンプ1台 4.0 2.0 
{亭止 1.5 

6.おわりに

未来型副都心である臨海副都心のライフラ

インを安全、効率的に確保する共同溝システ

ム整備の最終段階である配管工事は、その規

模、多様な管種の配管の集中施工であり、世

界でも例をみない最大級の工事-であった。乙

の配管工事を実施するにあたっては、同時進

行的に工事を進めていた電気、ガス、地域冷

暖房事業者などとの加工、ヤード、資材搬入

口、工事工程などの調整および安全施工の工

夫や改良など、多くの関係者の助言や協力の

もとに進めていった。工事の最盛期には、職

員、作業員など連日500人を超える人員が施工

に関わった。

本工事施工中に発生した阪神・淡路大震災

のライフライン被害は記憶に新しい。臨海副

都心地区の共同溝システムによるライフライ

ンは、将来、東京地方に大規模な地震が発生

した場合でも、各種の耐震対策により大きな

被害を受けずに稼働することを確信するもの

である。

本配管工事に関係されたみなさまに工事が

無事終了し、供用開始している乙とを之のレ

ポートを借りて報告するとともに、深く感謝

する次第である。

青海地区 吐出圧 (m) (m3/h) 結果

2.0 
13 40.5 2，600 異常なし

3.4 
1.3 

61.5 3，200 異常なし

22 
0.7 40.5 2，570 異常なし

最後に、之のレポート作成するにあたり(株)

クボ夕、(械栗本鍛工所などの関係者から、多

くの資料提供をいただいた乙とを申し添え

る。
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1 .はじめに

四日市市は、三重県の北部に位置する北勢

地域の中心都市で、古くから万古焼、漁網な

どの地場産業が盛んで、あった。戦前は繊維工

業が発展し、その後、軍需工場の立地が盛ん

になり、昭和14年に第二海軍燃料廠が建設さ

れたのを契機に重化学工業化に向け進み始め

た。

昭和27年に四日市港が特定重要港湾に指定

され、昭和30年代に入ると燃料廠の跡地をは

じめとして数多くの石油化学コンビナートが

形成されて、わが固有数の重化学工業地帯と

して飛躍的な発展を迎えることとなった。

工業用水の需要もこの頃から増加し始め

た。当時大部分の工場は、主として地下水を

利用していたが、湯水量の増加に伴って地下

水位が低下し、地盤沈下に対する影響が心配

されるようになったため、用水不足の解消と

産業の発展を促進し、かつ地盤の保全を図る

目的で昭和29年1月から最大給水量5万m3
/ 日

21 

三重県企業庁北勢水道事務所

工務部長 奥山俊雄

の県営四日市工業用水道事業の建設に着手

し、翌30年9月に給水を開始した。

統pて、昭和31年度に制定された工業用水

法による地下水取水規制地域の指定を受け、

その代替水源として北伊勢工業用水道第1期事

業の建設に着手した。その後、昭和37年の工

業用水法の改正によって地盤沈下に対する指

定地域の拡張など地下水汲み上げの規制が強

化され、昭和40年代に入ると、経済の高度成

長に伴って既存工場の設備投資が活発とな

り、同時に新たなコンビナートも形成され始

めた。さらに、北勢地域は名古屋圏の西部に

あり、大阪圏にも近いため、自動車道などの

産業基盤が整備されたことに伴って企業の立

地条件も整ってきた乙とから、重化学工場だ

けでなく輸送用機械や電気、食品などの企業

の進出も相次ぐこととなった。このため、急

増する工業用水の需要に対応すべく、三度の

拡張を重ねてきた結果、現在では最大88万

5000m3
/ 日の給水能力を有し、四日市市、鈴
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鹿市を中心とする3市3町を給水区域として、

65社77工場に給水するに至っている。

北伊勢工業用水道事業の概要図を図1に、事

業概要を表1に示す。

区 ラ子

四日市

四日市

期

期

期

四 期

事業名

四日市

北伊勢第一期

北伊勢第二期

北伊勢第三期

北伊勢第四期

合計

取

堀木ポンプ所

塩浜ポンプ所

川越取水所

7]( 

千本松原取水所

安永取水所

木曽川大堰

図1

所

(愛知県中島郡祖父江町)

表1

給水区域 給水工場数

四日市市

65社77工場

三四重日郡市楠市町

三重郡朝日町、川越町、楠町

北伊勢工業用水道事業概要図

北伊勢工業用水道事業

水源 給(m水3/能日力) 
契約給水量
(m3/日)

三滝川
50，000 鈴鹿川

員弁川 45，000 

長良川 250，000 835，430 

員弁川 180，000 

木曽川
360，000 

(木曽川総合用水)

1_________1 65社77工場~ 885，000 835，430 

凡例

にコ υ争水場

O 川文 7]( 所

一 一 一 | 導 ・ 配 水 管

市町村界

県界

(平成ア年4月1日現在)

給水開始時期 工 期

昭和31.4.1
昭和28~

30年度

33.4.1 31~32 

39.4.1 33~39 

43.10.1 38~42 

52.3.1 45~57 

-------」竺ケプ
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2.北伊勢工業用水道第1期事業の

改良について

今回、 S形ダクタイル鉄管を使用して布設

替え工事を実施した北伊勢工業用水道第1期事

業は、四日市臨海部の工場に給水を行うた

め、水源を二級河川員弁川水系の員弁川に求

め、最大給水量を4万5000m3
/ 日として昭和31

年度から工事を実施し、昭和33年4月に給水を

開始した事業である。施設の概要を表2に示

す。

表2 北伊勢工業用水道第一期事業

施設名 名称 概要 数量

取水施設 集水管 有孔ヒューム管呼び径1200~600mm 622m 

導水管 鉄筋コンクリート管 呼ひY壬1200mm 71m 
導水施設

貯水池 鉄筋コンクリート造長さ22.5m 幅27.9m 深さ6.5m 1池

渦巻ポンプ Q=llm3/ 分 H:=60m 出力=180kW 4台
配水ポンプ 渦巻ポンプ(うち、 1台 250HP エンジン付) 1台 5台

Q =24m3 /分 H=60m 出力=500HP
配水施設

呼び径800~75mm

配水管
鋳鉄管

(うち、呼び径800mm配水本管 1l，267m) 
16，051m 

鋼管 呼び径800~150mm

当施設は築後40年近く経過し、配水管につ

いては間もなく法的耐用年数を迎える。この

ため、最近では老朽化による維持管理費用の

増大や漏水の発生により安定給水の支障とな

っている。加えて、配水管が埋設されている

道路状況も布設当時に比べ道路の拡幅、交通

量の増大、通行車輔の大型化などによって大

きく様変わりし(写真1参照)、維持管理も非

常に困難な状況になってきているため、早急

な対策を迫られている。

写真1 現状の国道23号線

60m 

ごれらの状況のもと、平成7年度より北伊勢

工業用水道第1期改築事業に着子し、特に四日

市市霞ヶ浦町から大脇町にかけて国道23号線

に埋設されている呼び径800mm配水本管 (F

C管、継手形式B形、延長3，000m) は、重要

度が高い上に老朽化が顕著であるため、平成7

年度から3カ年計画で布設替え工事を実施する

こととなった。

3圃 S形ダクタイル鉄管の採用について

1 .布設替えルートの選定

ルート案としては、次に示す3)レートが考え

られた。

①国道23号線

②国道23号線以西の市道

③国道23号線以東の埋立地

ここで、現在の埋設位置である国道23号線

は、前章でも述べた通り維持管理が非常に困

難であるため、歩道部も含めて布設替えルー

トから除外した。また、 23号線以西は市街化

された密集地で他の埋設物も多いため、新た

に呼び径800mmの管を併設するスペースが確

保できない。したがって、 23号線以東の霞ケ
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浦緑地内が有力候補となり、管理者である市

と協議を重ねた結果、緑地外周園路への布設

の承諾が得られたため、平成7年5月から7月に

かけて約1，200mの布設を行ったところであ

る。(写真2参照)

布設替えの対象範囲と今回決定した布設替

えルートを図2に示す。

平成8. 5 第60号

写真2 管布設状況
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2.埋設地盤の状況

配水管の布設に先き立ち、原位置試験およ

び室内試験により地盤の地質調査を行った。

地層の想定断面図を図3に示す。地表面から約

4mまではN値10程度の粘性土混りの粗砂によ

る埋立土であり、その下に N値0~2の非常に

軟弱な粘性土層と N値10程度の砂質土層が入

り交じった富田浜層が約20m存在している。地

F水位は地表面下1.4mと高い。さらに、埋設

位置は海岸に面しており土壌腐食の可能性も

あるため、サンプjレを採取し、土壌調査も実

施した。之れらの調査結果より以下のことが

明らかとなった。

図3 地層想定断面図

官
同
パ
リ

標
い
。

-10 

-20 

一30

-40 

-50 

Ac 1層:沖積層(富田浜層)粘性土

As 1層:沖積層(富田浜層)砂質土

Ac 2層:沖積層(四日市港層)粘性土

Dc層 :洪積層砂質土

Ds層 :洪積層粘性土

B層 :埋立土

1.地震時の地盤の液状化およびごれに伴う地盤

変状の可能性

図3によると、当地盤は地下水位が高く、 N

値の小さい土層があるため、地震時に液状化

高
サ
。

標

μ

一10

-20 

As 1 -4層

一30
Ac 2層

一40

一50

液状化する可能性がある土層

の発生する可能性が考えられた。したがっ

て、道路橋示方書・同解説の V耐震設計編に

準拠し、液状化の検討を行った。検討・結果を

表3に示す。これより、 As 1-1から As 1-3 
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の各土層については液状化の可能性が高いと

判定された。

液状化が発生すると、間隙水圧の上昇に伴

って液状化地盤内の間隙水が砂とともに噴砂

現象として地表に噴出した結果、液状化した土

層は圧縮され地表が沈下する。乙のため、液

状化しない地盤との境界において大きな不同

沈下が発生する可能性がある。また、土粒子

聞の有効応力が失われて、地盤が液体と同じ

ように挙動するため、非常に緩い地表乙う配

であっても斜面下方に向かつて数メートルに

わたり地盤が水平に移動(側方流動)するこ

とがある。これらの地盤変状は、昨年の阪

神・淡路大震災で、ポートアイランドなどの兵

庫県下の埋立地でも顕著に発生している。

表3 液状化検討結果

ボーリングNO.
液状化層 液状化抵抗率
(GL-m) FL 

NO.1 4.80-6.70 

5.80-7.70 

NO.2 9.70-12.00 

14.70-15.80 

備考:液状化抵抗率 F
L
が1以下の層は液状化すると判

定する。

2.地盤沈下の可能性

lli埋立地と隣接する埋立地に昭和46年に布

設した工業用水管路の沈下測定結果を図4に示

す。ごれによると管路には最大1.4mの不同沈

下が発生している。近年では、地盤沈下も沈

図4 工業用水管路沈下測定結果

6 一一

5一一

4一一

ド二;~~ /ーーュ-1
3 一一 ~ミ ーレ/
2 一一

〆/一一

襟高 ぱ~ラぱtD3 rF、3 tC¥o i Eて7才3 。。 官て才、

S46. 3 LD I (V) て可 (V) (V) (V) (V) 

標高 CcM、Rば才ラ r、
てEコ才 ぱ3 ctv D 

N 

H 7. 5 <D I (V) (V) N N N (V) 

測点 4腔口 。芝 N (V) oq 、.()
呈 2C3 士 z 。 2D 2 呈

/ 

官℃司、 「C、ラ- Cιο コ

(V) (V) Uヲ

~ 口 R口オ、 CtD コ

ゲコ (V) 、工、

にD r- =三
2CZ 〉 2D E ロコ

単位 (m)

一一一- H 7.5測定

S46. 3測定
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静化しているが、なお緩慢で、はあるが不同沈

下は進行している。

3.土壌の腐食性

工業用水道施設設計指針にのっとり、 AN

S 1 21.5 (アメリカ国家規格)に示される腐

食性評価方法により、現地の土壌を評価した

結果を表4に示す。

ごれより、とれらの土壌は腐食性土壌と判

定された。

表4 A N S I A 21.5による土壌の腐食性評価結果

試 料
比抵抗

pH 
Redox電位 水分

硫化物 ANSI 
(0・cm) (mV) (%) 

評価点合数計NO. 
値 点数 {直 点数 {直 点数 値 点数 値 点数

1 300 10.0 7.8 。 427 。 62 2 検出 3.5 15.5 

2 180 10.0 72 。 211 。 42 2 検出 3.5 15.5 

3 170 10.0 6.5 。 499 。 34 2 検出 3.5 15.5 

備考:合計点数が10点以上のものは、腐食性の土壌と判断する。

3.管種選定 ③耐食性に優れていること。

1.埋設管の条件 2.管種選定結果

上記のような地盤に埋設する管の条件とし

ては、以下の項目が考えられる。

これより、当地盤に埋設する管は耐震性を

強く要求される。このため、対象管種は、

①平常時の地盤の不同沈下を吸収できるこ 1) S形ダクタイル鉄管、 II)鋼管十伸縮可

とう管の2管種に絞って、前項の条件をすべてと。

②地震時の地盤の不同沈下や側方流動など 満たし、かつ経済的な方を選定した。比較検

討結果を表5に示す。の地盤変状にも耐えうること。

表5 管種比較表

項目 1) S形ダクタイル鉄管 Jl )鋼管十伸縮可とう管

呼び、径800mm 800B+伸縮可とう管
仕様 (t =l1mm、3種管) ( t =7mm) 

内面モルタルライニング 内面エポキシ樹脂塗装

継子 S形 溶接

水密性 。 。
。 。

告 塑性域め 。 。
耐食J性 O(ポリエチレンスリーブ法) O(電気防食法)

施工性 。 ム

維持管理 。 ム

経済性 。 。
総合評価 。 。

注1) 地盤変状(亀裂、崩壊、流動など)が発生せず、地盤の動きが弾性的である場合を

示す。

2) 地盤にf亀裂、崩壊、流動などの塑性変形が発生する場合を示す。
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とれより、当地区は S形ダクタイル鉄管を

採用する之ととした。

4.8形管路の地盤変位吸収性能

S形ダクタイル鉄管は、継子部に大きな伸

縮余裕代と最大まで伸び出したあと抜け出し

を防止する離脱防止機能を持つため、管路は

継手が自由に伸縮、屈曲して地盤変状に順応

し、最終的には伸び出したあとロックリング

と伸し口凸部が引っ掛かつて(図5参照)、隣

接する管を次々と引き込み、いわば地中に埋

められた鎖のように管路のつながりを保持す

ることができる。

図5 S形継手の離脱防止機構

接合時の状態

1.管軸方向

図6に、管軸方向の地盤変状(亀裂)が発生

した場合の呼び径800mmS形管路の変位吸収

状況例を示す。

S形継手は管路100m分の管と土の摩擦力に

耐えるだけの離脱防止力を持つため、 (継子1

カ所当たりの伸び出し余裕代) X (100m聞の

離脱防止状態(伸び切った状態)

継手箇所数)だけの地盤変位を吸収できる。

したがって、ごの例における変位吸収量は、

(60.2mm/継子) X (16カ所)より 963mm

(約1m) となる。図の左側も同様の配管であ

れば、両側の管路200m分で、約2mの変位を吸収

で、きることになる。

図6 呼び径800mm8形管路の管軸方向の変位吸収状況例

(100000) 一 926ι
1963.96引

I I 
←一地盤変状一一

100000 
単位 mm

-管路100m介の変位吸収量 60. 2mm x 16力所=963mm

2.管軸宜角方向

図7に、管軸直角方向の地盤変状(地盤沈

下、側方流動)が発生した場合の呼び径

800mmS形管路の変位吸収状況例を示す。

S形継手は、地震時には配管時の許容曲げ

角度の2倍から3倍程度(呼び径800mmS形の

場合は許容曲げ角度2
0

10' 、最大7
0

)まで

屈曲することができる。
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したがって、この例における変位吸収量は、以下の計算より 6.8mとなる。

Hmax =LX (tan ()十tan20+tan3 0十tan2() +tan () ) 

=6.0X (tan7
0

+tan14
0 

+tan21 0 +tan14
0

+tan7
0

) 

=6.8m 

図7 呼び径800mmS形管路の管軸直角方向の変位吸収状況例

66 m (= 6 . 0 X I I本)

5.S形管路の地震に対する有効性

阪神・淡路大震災は史上初めて震度刊の地

域が認定された激震であった。その被害状況

からみて、改めてライフラインの耐震化の再

検討が強く求められているととろである。日

本水道協会などの水道施設の被害調査によれ

ば、管路の被害は特に地盤に亀裂、崩壊、液

状化による側方流動などの地盤変状が発生し

た場所で多発しており、乙のような場所では

ダクタイル鉄管であっても A形、 K形、 T形

などの一般管路に継子の抜け出しによる被害

が発生している。一方、 S形、 sn形鎖構造

管路には被害は発生しなかった。特にポート

アイランドなどの埋立地では、大規模な地盤

の液状化現象が発生し、島全体が40~50cm程

度沈下し護岸は数メートルの側方流動が発生

したが、埋立地内に布設されていた合計

99.6kmのS形、 SII形鎖構造管路は無傷であ

り、現在も問題なくその機能を果たし続けて

いるとの乙とである。

4.おわりに

今回、三重県の工業用水道としてはじめて

S形ダクタイル鉄管を採用して布設替えを行

った。

当地域は東海大地震が危慎されており、し

かも当該箇所は地盤が軟弱で不同沈下の進

行、かつ地下水位が高い埋立地であり、地震

時には液状化も懸念されているため、当管路

には阪神・淡路大震災におけるポートアイラ

ンドなど埋立地での S形、 S1I形管路のよう

な効果を期待するものである。

本県において、工業用水道施設の耐震化

は、拡張、改良を行っていく上で重要な柱の

ひとつであると考えている。工業用水道とし

ての重要性を再認識して、今後も引き続き施

設の耐震化に向けて積極的に取り組んでいく

考えである。
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1 . (まじめに

本事業実施地域は、鳥取県西部に位置し、

山陰の主峰大山(標高1，711m) の北部から西

部山麓にかけての丘陵地帯である(図1参

照)。乙の大山山麓一帯は、元陸軍軍馬補充

部の放牧地として利用されていたが、大正初

期に軍馬補充部が大陸に移転したことに伴い

地元に払い下げられ、開墾助成法が公布され

た大正8年頃から散在的に小規模な開墾が行わ

れていた。

その後、昭和16年に制定された農地開発法

に基づいて設立された「農地開発営団」によ

り昭和17年3月から開拓事業が始められたが、

第2次世界大戦突入などの影響により終戦まで

余り進まず、同営団は昭和22年に閉鎖した。

同営団閉鎖後、農林省が直轄事業として建設

工事を継承し、1.609haの開畑、入植464戸、

増反1，401戸を実施した。

本事業は、その後なお多くの開拓適地が残

平成8. 5 第60号

1韓関》

農林水産省中国四国農政局

大山山麓開拓建設事業所

工事第一課長良井功治

っていることから調査がなされ、水源確保も

含めた国営総合農地開発事業として農林水産

省により昭和47年に着工したものである。

なお、着工後の社会情勢、農業情勢の変化

に伴い、平成2年3月に計画変更を行ってい

る。

図1 位置図

岡山県 キ
本報告では、事業で実施するパイプライン

の施工事例について報告することとしている
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が、今回は主にパイプラインなどの全体計画

について報告し、次回以降で技術的施工事例

を報告する。

2.事業概要

本事業は、鳥取県西部の中山町、名和町、

大山町、淀江町、米子市、岸本町、溝口町お

よび江府町の1市7町を対象とし、 430haの農地

造成と介在する既耕畑37haの区画整理を併せ

て行うとともに、既耕畑1，768haの畑地かんが

いを行い、梨、野菜、酪農などを導入して経

営規模を拡大し、地域農業の発展を図ること

を目的としている。

1.主要工事計画

畑地かんがいを行うために、江府町下蚊屋

および助、沢に有効貯水量344万m3、堤体積60万

m3、堤項長210mの中心遮水ゾーン型フィルダ

ムを建設し、パイプラインにより受益地まで

送水することとしている。

なお、用水路の形式については、次の諸理

由からセミクローズタイプ、ノfイプラインに

よる送水とした。

① スプリンクラーかんがいなどで、水頭

を有効に利用できる。

② オープンタイプに比して管径を細くで

きる。

③ 無効放流がなく節水型である。

④ 応答性がよく、調整池との一体利用・

管理が容易で、ある。

表Hこ主要工事の一覧を、また、図2にパイ

プラインの概要を示す。

写真1 農地造成地

団地名:一本松

施工年度:昭和55年度

営農作目:キャベツ

表1 主要工事

工 種 規模 数 量 備考

堤 高 55.5m 
下蚊屋ダム 中心遮水ゾーン型フィルダム 1カ所

堤有体効積貯水量
599，000m3 

3，440，000m3 

用水路 幹線 ~ 900-400rnm 31.9km 
支線 ~ 500-75rnm 106.1km 

揚水機場 10カ所

農地造成 430ha 

区画整理 37ha 

道路 幹線 16.9km 
支線 19.4km 
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図2 パイプラインの全体計画図

2.事業の進捗状況

昭和47年度の着工(同年10月1日事業所開

設)以来、工事は順調に進んで、おり、平成6年

度より下蚊屋ダムに着手し、平成7年度までに

農地造成はほぼ完了し、幹線用水路(ダクタ

イル鉄管呼び、径900mm) は4.7km完成している。

事業全体の進捗率は、平成7年度事業費ベー

スで表2の通りである。

凡 例
，、-戸-ーーー句，、~l E昌幸重量ヨ 地 造 成

〈二〉 畑地かんがい

日正二? タ1 ム

歯車理由盟瞳趨盟諸盤盟盟 国営水路(幹線水路)

一 国営水路(支線水路)

“ー--値・・b骨盤』・

県 戸首州 水 路

巴 フアームポンド(国曽)

回 ファームポンド(県営)

② 揚 水 機 場 ( 国 営 )

⑦ 揚 水 機 場 ( 県 営 )。 分 7.1< 工

。 こ わ 既設頭首工

表2 事業進捗状況

総事業費(平成7年)
捗進費業討

狩

平成7年度事業費 j平成7年度まで進捗率

38，800，000，000円 19，710，385，000円 48.7% 4，695，244，000円 印.3%
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3.路線選定

水路は主として、本事業で実施中の農道も

しくは公道ドに埋設されるが、大山を取り巻

くように施工していくことから、一部では耕

地や山間地への埋設を計画している。

なお、路線選定に際して留意している事項

を以下に示す。

① 現況地形に沿ってなるべく直線とし、

できるだけ短い距離を通すよう配置する。

② 施工・施設管理上、路線の位置を極力

道路沿いに計画する。

③ 道路・河川などを横断する場合は、原

則として直角交差とする。

④分水工など、地表に出る構造物の設置

位置は、交通や耕作に支障のないよう考慮、

する。

⑤ 県営水路分水位置との整合性を図る。

4.管種管径選定

1.選定手順

管種選定の手順を以下に示すが、使用管種

としては、設計水圧、布設条件および他地区

でのこれまでの実績を考慮、し、ダクタイル鉄

管 (DC 1 p) 、強化プラスチック複合管

(F R P M) および鋼管 (SP) などの中か

ら選定した。

なお、ダクタイル鉄管についてはK形、 T

形などが考えられるが、基本的には経済性・

施工性に優れた T形を使用した。

〈手順〉

①各管種の呼び径の概定(水理設計)

動水こう配などの検討を行い、それぞ

れの管種の呼び径を概定する。

②設計水圧の概定

送水方式(自然流下、ポンプ圧送)な

どにより、設計水圧を概定する。

③使用管種の概定

管呼び径、設計水圧から、管の規格に

基づき使用管種を概定する。

④管厚の選定(構造設計)

概定した管種について構造設計の検討

を行い、使用する管厚を選定する。

⑤使用管種の決定

経済性、路工性、安全d性および維持管

理性などの検討を行い、使用管種を決定す

る。

なお、本地区では、所定の水頭が確保でき

るもっとも経済的な管種管径の検討-を、線形

計画法により設定した。

2.設計条件

構造設計の主な設計条件を以下に示す。

く構造設計条件〉

①土かぶり

公道下埋設:1.2m以上

山間地埋設:0.7m以上

(凍結深を考慮)

耕地下埋設:0.7m以上

(凍結深を考慮)

河川下埋設:2.0m以上

②内圧

設計内水圧=静水圧+水撃圧

③外圧

外圧については、 1)埋戻し土による土

庄、 2)路面荷重による土庄、 3)管体自重、

4)管内水重、 5)その他荷重、 6)基礎反力を

考慮した。

之のうち、路面荷重については、道路管

理者との協議により決定した。

また、その他荷重については、道路以外

部分での地表面荷重(耕地でのトラクタ一

重量など)を考慮、し、次の値を用いた。

耕地:0.5tf/ば

山間地:0.3tf/m' 

④管底支持角

2 f3 =120
0 

(砂基礎)

⑤管の埋設形式

通常は溝形とした。

なお、土質条件や地下水位などによっ

て矢板施工が必要な場合は、別途検討とし

た。

⑤土の単位体積重量

γ=1.8tf/m3 
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⑦土の受働抵抗係数

e' =28kgf/ cm2 

⑧土の内部摩擦角

θロ 30
0

5.標準的な施工

ダクタイル鉄管

道路部分は、片側通行止めもしくは全面通

行止めで実施しており、標準施工図を図3に示

す。また、施工状況を写真2-3に示す。

なお、一般的な埋戻し材の材質を次に示

す。

-砂基礎

砂

・一次埋戻し

発生土など

.二次埋戻し

発生土など

・路盤、舗装

材質、厚さは道路管理者と協議する。

舗装
路盤

二次

埋戻し

一次

埋戻し

砂基礎

図3 道路部分の標準断面

6.おわりに

斗胃明押同ア

ー〈
~、

言
Cコ
れ』

本事業で実施するパイプラインは大山を鉢

巻状に施工していくことから、今後の施工で

は、河川の伏せ越しゃ急斜面部での配管を行

わなければならない。

次報以降でそれらの施工事例を報告し、ダ

クタイル鉄管の施工技術の向上に寄与してい

きたいと考えている。

平成8. 5 第60号

写真2 管布設状況

写真3 管接合状況
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