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さや管推進工法による中口径S形
ダクタイル鉄管の施工実施例

東京都水道局

多摩水道対策本部　施設部
　設計課設計第二係長　星野　栄一
  工事課工事第二係長　丸山　義典

  東京都の水道は､明治31年に通水を開始してから､平成10年には通水
100周年を迎え､現在では都民1200万人に給水を行っている｡その中で､多
摩地区は基幹となる水道施設が不足するとともに､給水所間の相互融通
や事故などにおけるバックアップ機能も不十分な区域が存在する｡この
ため平成9年度から浄水施設をはじめ送配水施設の整備を進めている。
本論では､配水本管の新設工事において､S形ダクタイル鉄管を採用し､管
路の耐震化を図るとともに、道路下の埋設物が増加したために採用した
さや管推進工法の事例について述べている。

Sカーブパイプインパイプ工事で
使用されたPⅡ形ダクタイル鉄管

福岡市水道局

建設部　施設第2課
　　　　　　　　　　　　　　　橋本　清治

  福岡市の西部区域に配水している夫婦岩および瑞梅寺両浄水場は全市
配水量の40％を占めている。しかし､送水量の大部分を夫婦岩浄水場に
依存する現在の給水体系では､将来の安定給水と災害時のライフライン
が確保できていない。本論ではこの対策として､平成8年度より着手して
いる西部配水池建設事業の配水幹線布設工事において､各種工法との検
討の結果､初めてSカーブ区間でパイプインパイプ工法を採用し､その結
果､安全､確実で工期通りの施工を実施できたと報告している。

阪神淡路大震災における復旧過
程の分析とその短縮方策の検討

神戸市水道局

技術部
      計画課計画係長　松下　眞
      計画係　　　　　　　橋上　重弘
                         　  　小西　亮

  市民生活にとって､必要不可欠なライフラインに壊滅的な打撃を与え
た阪神･淡路大震災からすでに4年半以上が経過し､現在では｢より災害に
強く､早期復旧が可能｣な水道づくりを目指した復旧事業に取りかかって
いる｡同市は配水区域ごとの復旧状況に着目するとともに､GISを用いて
給水復旧状況を分析し､今後の復旧過程とその短縮方策について検討し
ている。本論では配水区域ごとの被害と復旧状況や､被害件数と復旧班
数の関係などを分析したうえで､具体的な復旧期間の短縮策を検証し､震
災時における管路の耐震化の重要性を述べ､今後より着実に｢災害に強
く､早期復旧が可能｣な水道システムを実現していくことについて報告し
ている。

1999年 No.67



発行年 号数 タイトル 著者 概要

阪神淡路大震災による呼び径
500mmS形ダクタイル管路の挙動
調査（芦屋浜）

芦屋市

水道部　工務課　施設係長
　　　　　　　　　　　　　　　　山岸　悟

  阪神･淡路大震災によって､阪神地区で上水道管路は配水管で約4,000
件､給水管で約14万件の被害が生じ､特に液状化発生地区や軟弱地盤など
で地盤変状が多く見られた芦屋浜｡同地区においては､護岸が管路に対し
て直角に約2m移動したにもかかわらず､耐震形ダクタイル鉄管(S形,SⅡ
形)には被害が生じなかった。今回､こうした状況にS形管路がどのよう
に挙動しているのかを管内にテレビカメラを挿入して調査を行った｡そ
の結果､S形管路は地盤変状を継手の伸縮・屈曲機能で吸収していたこと
や､液状化や護岸崩壊による地盤変状により､継手は上下左右への伸縮･
屈曲変位を生じるため､K形継手よりもS形継手の方がより安全であるこ
とが判ったと報告している。

汚泥管廊配管の設計施工につい
て

札幌市下水道局

建設部
          　施設建設課　宮本　裕二
                         　　 辻野　修一

  札幌市では各処理場で発生している汚泥を個別に処理しており､焼却
施設のない施設については､西部スラッジセンターに脱水ケーキを運搬
し処理している。しかし､個々の汚泥処理施設では機器の更新や､増加し
続ける汚泥に対して､処理の効率化を図るべく､平成12年4月の運転開始
に向けて､汚泥を西部スラッジセンター脱水施設まで管路輸送して処理
する計画を進めている。本論では､この計画の中で汚泥圧送管､排水管､
用水管にダクタイル鉄管を採用し､その概要を報告している。
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技術レポ→、、，
さや管推進工法による

申口径S形ダクタイル鉄管の
施工実施例

1. はじめに

東京の水道は、明治31年に近代水道として

淀橋浄水場から通水を開始してから平成10年

に100周年を迎え、成熟社会にふさわしい需要に

見合う施設能力を有し、1200万の都民に給水を

行っている。

このうち、多摩水道対策本部が所管する多摩

地区の水道は、基幹となる施設の不足とともに、

給水所間の相互融通や事故時などにおけるパッ

クアッフ。機能が不十分な区域が存在する。このた

め、当本部においては、浄水施設をはじめ送配

水施設の整備を進めており、あわせて平成9年

度からS形系管の全面採用などによる管路の耐

東京都水道局 多摩水道対策本部施設部

設計課設計第二係長星野 栄一

工事課工事第二係長丸山 義典

震化も図っている。

今回、配水本管（呼び径500mm）の新設工

事において、曲線部を含む推進工法により、S形

ダクタイル鉄管を布設したので概要を報告する。

2. 施工概要

東久留米市内において、呼び径500mmS形

ダクタイル鉄管を泥水式推進工法（さや管口径

lOOOmm）により施工した。概要を表1に示す。

なお、当工事のスパンごとの配水管延長は

207m（直線管路）と336m（カーブ部の曲率半径

300m）である。

表 1 施工概要

工事名称
東京都東久留米市中央町6丁目8番地一2丁目6番地先間

配水本管（500mm）新設工事

所在地 東京都東久留米市中央町6丁目8番地一2丁目6番地先間

さや管
スパン① ¢1000推進工法用鉄筋コンクリート管（直線）

工事内容
スノfン② ¢1000推進工法用鉄筋コンクリート管（R300m)

配水管
スパン① 併500S形ダクタイル鉄管（ e =6m／本）×スパン207m（直線）

スノTン② ¢500 S形ダクタイル鉄管（ e =6m／本）×スパン336m( R300m) 

備考 R：カーブ部の曲率半径、 t：管の有効長
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東久留米市

幸町四丁目

東久留米市

中央町六丁目

スパン② （336m)

写真1 工事現場の周辺状況

（スパン①、②共通発進立坑俣IJ)

図1 工事平面図

東久留米市

幸町三丁目

／ 
発進立坑

（スパン①、②共通）

｜ 到達立坑 ｜ 

東久留米市

中央町二丁目

3. 推進工法および管穫の検討

( 1)推進工法

施工方法としては、土質、延長、曲線などを検

討し、泥水式推進工法を採用した。施工の手順

は、鉄筋コンクリート管をさや管として推進施工し

た後、さや管内にダクタイル鉄管を挿入する。

なお、本路線でのダクタイル鉄管の直押し工法

については、推進延長、曲線部の施工などから

困難である。

(2）管種

さや管内の配管は、曲線部への配管と経済

性・工期・施工性・耐震性・過去の実績などの項

目について比較検討を行い、開削工法と同様に

S形ダクタイル鉄管を採用した。

なお、管種については、さや管との荷重分担を

考慮して3種管を用いた。
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(3）継手伸縮量の確保

S形ダクタイル鉄管を推進工法で施工する場

合、耐震性能上必要な継手伸縮量（管長の±1
%）をどのようにして確保するかが課題となる。

このため、以下に述べるようなS形管を推進工

法により施工できる新しい方法を検討し採用し

た。

本方法は、接合時に直管部を含めたすべての

受口胴付部にライナをセットした状態でさや管内

に挿入し、配管完了後に立坑からの遠隔操作に

よりライナを取り外して回収し、所定の継手伸縮

量を確保するものである（図2参照） 。

表2 S形ダクタイル鉄管の継手性能

継手伸縮量｜ 管長の土1%

離脱防止力 I0.3Dぜ（D：管の呼び径mm)

許容曲げ角度 I ~sooの場合：3°20’

図2 S形夕、クタイル鉄管の継手構造（施工時）

（施工時）

ノ＂・;.tクアップリング

ライナ（推進施工後、取り外す）

（施工完了後）

継子伸縮量

4. さや管推進工法によるS形管の

施工手順

本工法はさや管を推進施工した後、S形管を

挿入するものである。S形管の施工、ライナの取り

外し手順は次の通りである。

(1) s形管の施工手順

①S形管の継手胴付部にライナをセットし接合

する（図2参照） 。

②S形管をさや管内に挿入する。

なお、今回はS形管の外面にローラー付バン

ドを取り付けて押し込む方法を採用した（図

3、写真2参照） 。

③S形管をすべてさや管内に挿入した後、ライ

ナ取り外し装置を用いて立坑からの遠隔操

作でライナを回収する。

(2）ライナの取り外し手順

①ライナ取り外し装置を電動ウインチを用いて、

各継手部まで移動させる（図4参照） 。

②装置の先端に取り付けたCCDカメラの画

面を見ながら装置をライナの所定の位置に

合わせた後、ライナを取り外す。

③装置を立坑まで移動させてライナを回収す

る。

④以下①ー③を繰り返す。

なお、ライナ取り外し装置の機構、構造は6.項

にて述べる。

図3 さや管推進工法

〆バY/ ／.バY/

（立坑）

ローラーf寸ノTンド S形管



5. ライナ

さや管推進工法による中口径S形ダクタイル鉄管の施工実施例

写真2 ローラー付バンドを取り付けた

S形夕、クタイル鉄管の状況

図4 ライナの取り外し方法

ライナ取り外し装置

／バY／ 〆＇；＜.Y/

モニタ

電動ウインチ

図5にライナの形状を示す。ライナの主な特徴

は次の通りである。

写真3 ライナのセット状況

図5 ライナの形状

ライナ（銅製）

(1）ライナは推進施工時に継手胴付部から外れ

ないよう管内面に張り付く構造である。

(2）さや管挿入時の推力はライナを介して継手

胴付部で伝達する。

9 
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6. ライナ取り外し装置

ライナ取り外し装置の構造と外観を図6、写真

4に示す。また、ライナの取り外し機構を図7に示

す。

ライナの取り外し手順および機構は、以下の通

りである。

(1）前述したようにCCDカメラで管内面を確認し

ながら、継手部までライナ取り外し装置を移動

させる。装置の移動は電動ウインチによって

行う。

(2）ライナ取り外し用フックをライナのアイボルトの

位置に合わせるため回転させる。

(3）ライナ取り外し装置本体の油圧ジャッキをA

方向に伸ばして、B方向に力を加えライナを

継手胴付部から取り外す（図7参照） 。

(4）継手胴付部から取り外したライナを管外に回

収する。

図6 ライナ取り外し装置の構造

ライナ取り外し装置本体 油圧ユニット

走行部

図7 ライナの取り外し機構

ライナ

ー砂

油圧ジャッキ
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写真4 ライナ取り外し装置

7.施工結果

呼ひ、径500mmS形ダ許クタイル鉄管を1スパン

延長207m（直線管路）と336m（カーブ部の曲率

半径300m）で施工した結果を以下に示す。

(1）さや管推進工法において開削工法による場

合と同じS形ダクタイル鉄管を布設することが

できた。

(2）耐震性能上不可欠な継子部の伸縮量につ

いては、S形ダクタイル鉄管の挿入後、ライナ

取り外し装置を用いて管内すべてのライナを

取り外すことができ、所定の伸縮量（管長の

±1%）を確保することができた。

(3）最大曲率半径300mを含む336mのスパン

では、S形継手の屈曲性能によりカーブ推進

への採用が可能で、あることが判った。

(4）さや管の推進施工～S形ダクタイル鉄管のさ

や管内挿入配管一ライナの取り外しまで、2ス

パン（総延長543m）を7月16日一9月11日の

約3カ月間で施工することができた（表3参

照） 。

表3 工事スケジ、ュール（2スパン分）

作業項目 工事期間（平成10年） 備考

さや管の推進施工 7月16日 8月10日

S形ダクタイル鉄管の推進施工 1)

7月16日～8月10日 S形管91本挿入
（スパン①、②）

スパン①｜ 9月1日 9月3日 34箇所分のフイナを回収
ライナの取り外し 2)

スパン②｜ 9月4日一9月11日 55箇所分のフイナを回収

注 1)s形ダクタイル鉄管の外側にはローラー付バンドを管1本に付き2個所取り付け、さや管（推進工法用鉄筋コンク

リート管）内に挿入した。

注 2）ライナ取り外しの作業項目には、電動ウインチ、信号ケーブル用ドラム、ライナ取り外し装置関係などの立坑内への

設置および撤去工を含む。
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写真5 ライナの取り外し装置による施工状況

写真6 ライナの回収状況

8. 施工実績

東京都水道局が実施したさや管推進工法に

よるS形ダクタイル鉄管の施工実績を表4に示

す。いずれの施工においても、当報告と同様に、

さや管推進工法によるS形ダクタイル鉄管の挿入

配管ができ、かつ配管後に耐震性能上必要な継

手伸縮量（管長の土1%）を確保することができ

た。

9. まとめ

多摩地区においても、道路下の埋設物は下水

道の普及、架空線の地中化などにより増加の傾

向にある。このため、推進工法は軌道横断や河

川横断に加え、埋設物の輯鞍した道路下におい

ても採用されつつある。一方、阪神・淡路大震災

表4 さや管推進工法によるS形ダクタイル鉄

管の施工実績（東京都水道局）

No 呼び径（mm) スパン（m)

500 207 
① 

（今回報告分） 336(300) 

108 
② 500 

42 

229 
3 500 

88 

152 
④ 600 

153 

⑤ 
190(500) 

700 
260(300) 

6 800 
250 

250 

137 

7 800 155 

108 

備考 1.NoのO数字が当本部の採用例。

2.スパンの項目中の（ ）の数字はカーブ部の

推進施工時の曲率半径を示す。

の教訓から管路の耐震化は、特に重要な課題と

なっている。

こうした背景から、S形ダクタイル鉄管の耐震性

能を保持しながら、さや管内に配管する工法は今

後増加するものと思われる。

東京都は、建設発生土の抑制などから、掘削

断面の経済的な推進用ダクタイル鉄管による直

押し推進工法についても検討を進めていく考え

であるが、呼ひ、径400mm以下の小口径推進用

ダクタイル鉄管の開発も望まれる。

推進工法での水道管の布設は、各都市で様

々な制約条件の中で、その実績を延ばしつつあ

り、今回紹介した本報告が参考になれば幸いで

ある。
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按術レポ→、、v
Sカーブパイプインパイプ工事で

使用された
p E形ダクタイル鉄管

1. はじめに

目前に迫った21世紀に向けて、「活力あるアジ

アの拠点都市」づくりを目指す福岡市は、昭和5

3年6月1日から287日間に及んだ大渇水を契機

に、さまざまな安定給水対策に取り組んできた。

福岡市水道局建設部

施設第2課橋本清治

具体的な施策として、①取水系統の複数化②

水管理センターによる効率的な配水コントロール

③配水幹線の相互連絡化④最近においては海

水淡水化事業の執行などがあげられる。

また、福岡市総合計画の一環として、増大する

図 1 呼び径11OOmmパイプインパイプ施工箇所

呼び径llOOmm
PIP施工箇所
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水需要に対応するために、西暦2010年（平成2

2年）に、給水人口146.3万人、施設能力75.91

万m3／日を目標とする年次計画もあわせて推進

中である。

本市の配水管路網は、多々良・乙金・高宮・夫

婦石・瑞梅寺の5つの浄水場付属の配水池と専

用の下原配水池からなる自然流下系で構成され

ている。このうち夫婦石および瑞梅寺両浄水場

を送水拠点とする西部配水区域は、市内の西

区、早良区、城南区と中央区の一部をカバーし、

全市配水量の40%を占めている。しかし、送水

量の大部分を夫婦石浄水場に依存する現在の

給水体系は、幾つかの課題を抱えている。この

対策として平成8年度より、緊急時給水拠点確

保事業（厚生省の補助）と位置づける西部配水

池建設事業に着手している。

今回、この西部配水池に接続される呼び径11

OOmm配水幹線の一部複数区間において、ダク

タイル鉄管によるパイプインノTイプ工事を実施し

た。そのうち、Sカーブ区間で採用した特殊PH形

管による施工結果について報告するものである。

2. 西部配水池建設事業につ

いて
2. 1 背景

市内西部区域への配水は、西区

にある瑞梅寺浄水場(15,000m3/

日）の一部と施設規模の大きい夫婦

石浄水場（17 4,000m3 ／日）の大部

分を利用して行っている。

しかし、夫婦石浄水場は市の中央

に位置するため、室見川以西までの

配水管延長が長く、将来予想される

水需要増加時の有効水頭不足に対

処するために、西区の羽根戸地区に

容量23,000m3の大規模中継配水

池（西部配水池）を建設し、室見川

以西の安定給水と災害などの緊急

時ライフラインの確保をはかるものであ

る。

2.2 計画概要

① 建設場所市内西区羽根戸地区内

② 計画給水人口 105,000人

（平成22年度予定）

③ 計画給水量 46,000m3／日

④ 配水池容量 23 000m3(RC構造）

⑤ 送・配水管口径延長

呼び径900-1800mm延 長 約9km

⑥ 事業年度 平成5年度一平成12年度

3. 非開削工法による呼び径llOOmm 

配水管布設計画

3. 1 施工位置と工法選定

図21こ福岡市西区野方1丁目地内の施工場所

を示す。配水管布設予定ルートの市道野方・金

武線とこれと県道周船寺・有回線が交差する付

近は、地下埋設物が輯鞍し交通量も極めて多

い。従って、この県道横断箇所は開削による施

工が困難と判断され、推進工法によることとした。

図 2 施工区間

至西部配水池
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3.2 線形の決定

1）平面線形

図2の平面図から明らかのように、配水

管予定ルートは県道周船寺・有回線と交

差する野方交差点で鍵形にずれている。

道路敷内で管路布設を行うために種々検討

を重ねた結果、立坑設置位置の制約から、

曲率半径R=120mを連続させるSカーブ線

形を採用するものとした。

表 1 Sカーブ諸元

IP 1 （右廻り） 直線部 IP 2 （左廻り）

R =120m R =120m 

I A=17°42’54" I A=l4°30’4 7" 

TL=18.700m TL=15.280m 

CL=37.102m 9.523m CL=30.396m 

2）縦断線形

地下埋設物の位置と深さを考慮した結果、推

進管の埋設深さは、もっとも深い土かぶりを有

する県道周船寺・有回線下の呼び、径600mm

下水幹線（生の松原汚水幹線）よりさら下方に

l.Om程度の離隔を確保で、きる、深さとした。

以上の結果、平面および縦断線形を次のよ

うに決定した。

図 3 平面および、縦断線形

両発進立坑

推進方向 IPl 
－・・酬開 園--I・’

第1到達立坑

推進方向 ∞N
O
H
 

セミシールド工法
第1到達立坑

両発進立坑
Sカーブ区間
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3.3 パイプインパイプ工法の検討

1) 推進工法および接合形式の選定

推進工法としてダクタイル鉄管による直

押し工法とさや管を利用したパイプインパ

イプ工法の2通りを比較検討した結果、次

の理由によりノfイプインノ号イプ工法を採用

することにした。

①平面線形にて曲率半径（R=120

m）の小さpカーブが存在すること。し

かもSカーブであること。これに対しダ

クタイル推進管によるSカーブ施工実

績が少ないこと。

② 埋設深さが深く交通量も多いため、

トラブルを生じた場合の補修が困難

であること。維持管理上、ボーリング

調査など地上工事による万一の事故

を防止したいこと。

これより、さや管は鉄筋コンクリート管（H

P）によるセミシールド工法（泥水密封式推

進工法）により施工するものとした。また、

パイプインノfイプ工法専用管として、PI 

形、PE形管が規格化されているが、今回

は伸縮・離脱防止形タイプ即ち耐震形構造

であり、かつ経済性に優れるPE形管を採

用するものとした。

次にさや管の採用呼び径を決定するた

めに、内挿する呼び径llOOmmPE形管

が、カーブ区間を通過し得る最大管長につ

いて検討した。

2) p H形管によるノ号イプインノfイプ工法の検討

① P E形管（標準管）の構造と特長

く＞ さや管径に対して1口径（lOOmm）小

さい管を挿入できる専用管であり、経済

的な施工が可能である。

く＞可とう性・伸縮および離脱防止機構を

有する耐震形構造である。

く〉 ロックリング？と挿し口溝部の引っかかり

により、最大165tf(0.15Dトン）の推力

に両すえる。

く＞ 原則として直線施工に使用されるもの

である。ただし、継手部の可とう性によ

り、ある程度までさや管の屈曲に順応し

ながら挿入することができる。

図 4 p E形管の構造と特長

表 2 p E形管の性能

項目 ¢1100 p H形管 備 考

外径（受口外径） ¢ 1117.6(¢1173.6) 

標準管長 4000mm/6000mm 

許容曲げ角度 2°45’ 

抜け出し余裕量 60mm 

離脱防止力 1617kN (165ぜ） 0.15Dトン
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②内挿管長とさや管径の決定

く＞内挿管長と曲率半径

カーブ区間を通過する内挿管の管長

は、与えられた曲率半径と継手屈曲角か

ら計算される。施工余裕を見て、PE形継手

の許容曲げ角度の1/2に相当する場合の

有効管長を求めた。

L=2R ・tan (8a/2N) =2.880m 

ここに L ＝最大管長（m)

L＇＝有効管長（ m)

R ＝曲率半径（＝120m)

θa＝許容曲げ角度（＝2°45’＝2.75°)

N ＝安全率（＝2)

これよりPE形管の受口Pす法（＝270mm）を考慮して、

L’＝L-P=2.880-0.27=2.61 Om → 2.500mとする。

図 5 内挿管長と曲率半径の関係

く＞さや管径・PE形管長および曲率半径の関係

さや管呼び径1200mmと呼び、径1350mmの2ケースについて試算すると以下の通り。

図 6 さや管径・PE形管長および曲率半径の関係（1) 

鞘管

曲率半径

R’毎R一（D+2T)/2 ¥:. 
Curve Lengthより ’ 

。＝180L/(R’・π）= 180L/( (R一（D+2T)/2）π



18 ダクタイル鉄管

図 7 さや管径・PE形管長および、曲率半径の関係（2)

y 

X・tan（θ／2) 

d=D/(cos（θ／2))-X・tan(B/2) 
X=((D/cos（θ／2)-d))/tan（θ／2) 
L=2X=2・（(D/cos（θ／2)-d))/tan（θ／2)

く＞内挿管長とさや管径の決定

「呼び径1200mmさや管の場合」

R=l20m、D=l.2m、Lo=2.43m、T=0.115m

d(P E形受口外径）＝1.174mより、

さや管

θ＝ 180L/ ( (Rー（ D+2T) /2））・π＝ 1.1672° 

L= 2 ( ( D/  cos （θ／2)-d))/tan（θ／2) =5.ll 7m 

受口寸法を除く有効管長を求めると、

L’＝ 5.117-0.270=4.84 7mとなり、

標準管長4.0m1ま可能で、あるが、6.0m1ま挿入不可能で、ある。

「呼び径1350mmさや管の場合」

R=l20m、D=l.35m、Lo=2.43m、T=0.125m

d(P H形受口外径）＝1.174mより、

。＝ 180L/ ( (R-( D+2T) /2））・π＝ 1.1680° 

x 

L= 2・（ ( D/ cos （θ／2)-d ))/tan （θ／2) =34.546m 

これより、標準管長4.0mおよひ、6.0mいずれも挿入が可能である。

平成11. 10 第67号

以上の結果、内挿管は、立坑寸法を考慮し

て直線部では標準有効管長L’＝4.0mのも

のを、曲線部ではPE形管の許容曲げ角度か

ら定まるL’＝2.5mのものを各々使用することに

した。また、さや管は、 1口径(lOOmm）遠いの

呼び径1200mmHPを採用することにした。
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でカーブ区間を通過させる場合、挿入抵抗

力の増加が予想された。

そこで、、これらのカーブ区間に限り、ロックリ

ングに代わって推力を伝達するフランジ付き

p E形管を採用することにした。その理由は

次の通りである。

く〉偏芯荷重によるロックリンクゃへの応力

集中の回避

く〉挿入時の耐荷力の向上

なお、推力伝達のためのフランジを補強す

るリブは、次式により耐荷力を算定して必要

枚数を求めた。

SカーブPパイプインパイプ工事で使用されたPE形ダクタイル鉄管

③ 特殊PE形管について

p E形管は原則として直線部に適用され

るノ号イプインノ号イプ専用管であり、継手部に発

生する推力は、受口・挿し口溝部に装着され

たロックリングを介して伝達される。（図4参

照）

一方、カーブ部を通過するPE形管は、継

子部の屈曲によりロックリングが偏芯荷重

（応力集中）を受けるため許容耐荷力が低

下することになる。また、 1口径（lOOmm）違

いのさや管を使用するため内挿管とのクリア

ランスは直径で、26.4mmと小さく、この条件下

P。＝2n・a・c・σaw

=2×22×10×140×10=616、OOOkgf= 616ぜ

ここに、 n ：リブ枚数（＝22枚）

：溶接脚長（＝lOmm)

：リブ軸方向長（＝140mm)

σaw：許容溶接応力（= 10 kgf /mm 2) 

カーブ推進時の偏圧を考慮して安全率＝3を考えると、

Po1=6l6 ==; 3 =205tfとなり、PE形管の耐荷力にほぼ等しくなる。

a 

c 

特殊PII形管図 8

丁
l

出
引

フランジ
リプ25t×22枚

2750 

白
川
V
H
H
本

45b弓~ ••• ~ 
ぷ計＂＂＂＂ ........ －λコ山 司、

I _j」

進行方向

さや管
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写真 2写真 1

④ 配管図

図9に全体の配管図（ただし、出来形図と若干異なる）を示す。

配管図図 9
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4. パイプインパイプ施工結果

4. 1 さや管（呼び径1200mmHP）推進工事概要

1）工事期間：平成10年3月6日一3月30日（準備・撤去工を含む）

2）適用工法：泥水密封式推進工法

3）施工条件

①管 径：呼び径1200mmHP管×2.43m×47本

② 曲 線： R=120mのSカーブ（HP設計曲げ角度；1.16°／継手）

③ 土被り： 5.0～ 5.9m

④ 平均 N値： N=14

⑤ 土 質：磯質土（磯率29%、最大磯径12cm)

⑤ 透水係数： 1.14×10-5 cm/sec 
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4）推進工事結果

図10、図12にさや管の出来形図および水

平方向の偏位量管理図を示す。計画中心法

線からのズレ量、即ち、偏位量は直線部では

少なく、カーブ部で大きい傾向が見られた。そ

の絶対値はOmm～47mm、平均で、は22mmで、

あり、これを継手部の屈曲角度に換算すると、

各々l.l1°(47mm）、0.52°(22mm）と計算さ

①推進延長出来形図

れる。一方、R=120mのカーブを通過する際

のHP管（L=2.43m）の設計屈曲角度は1.1

60／継手であり、これより平均で設計値の約l

/2程度のズレを生じたことになる。

図11に推力の推移表を示す。最大推力は1

63ぜであり、摩擦抵抗力に換算するとf句0.32

tf/m2となり、ほぼ計画通りの値で、あった。

図 10 推進延長出来形図

発進立坑

推進延長実測113.86m

管延長実測115.16m

②推進成果表

図11、図12に推力管理図、左右の偏位量

管理図を示す。なお、上下方向の偏位量は

非常に小さくほぼ設計値通りで、あった。

第 1到達立坑
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呼び径1200mmHP推力管理図図 11
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4. 2 呼び径1100mmP H形パイプインパイプ工事結果

1)管割図

図13に示すように、直線部、Sカーブ区間に各々4.0m標準管および、2.5mフランジ付き管を使用した。

図 13 管割図

第 1到達坑

¢1200×2.43m (HP）×47本＝114.21m（実測115.16m)

4.0 m×11本＝44.00m

直線部（46.5m／標準PE形）

2.5m×27本＝67.50m

Sカーブ部（68.5m／特殊PE形）

管延長¢1100×115m（実測115.4m)

2) p E形管挿入結果

図14にPH形継手屈曲角度の分布を示

す。これは内挿管挿入完了後、実測された

継子部左右の胴付間隔から平面屈曲角度

を算出したものである。PH形管がさや管に

沿って変位していることがわかる。特にSカ

ーブ区間では、右廻りおよび左廻りのカーブ

に沿って滑らかに線形が形成されている。

各継手は絶対値でO。－1.64°の範囲で

屈曲している。一方、曲率半径R=120m、

有効管長L’＝2.5mrこおける内挿管の設計

最大曲げ角度はθ＝1.375°（許容曲げ角度

=2.75°の1/2）であるが、これに対してー

写真 3

部オーバーする継手も見られるものの多くは

設計値内に収まっていた。

挿入抵抗力は直線部で約20ぜ、Sカーブ

部では最大50ぜと計測された。これは当該

管路を直線と仮定した場合の設計挿入抵

抗力24.7tf(=0.43ぜ／m×115m×0.5)

のほぼ2倍で、あった。

以上のことより、今回採用したフランジ付き

p H形管によるノfイプインノfイプ工事は、推力

の伝達がフランジを介して円滑に行われ、さ

や管のSカーブなどに良く順応して所定の線

形に施工されたものと考えられる。

写真 4
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図 14 呼び径11OOmm P H形継手屈曲角度分布図
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5. おわりに

西部配水池建設事業の一環として、今回初め

て呼び径llOOmm配水幹線布設工事にてSカ

ーブノfイプインノ刈プ工法を採用した。本市は過

去PE形管による施工実績を有するが、いずれも

直線部で、の事例で、あった。初めてのSカーブ推

進計画に対し事前調査・各種工法との比較検討

の結果、今回のフランジ付きPE形管による同工

法の採用を決定した。その結果、安全、確実で工

期通りの施工を実現できた。

今後、市街地における非開削工法は、長距離

化に加えて、カーブ推進工事が益々増加するもの

と予測される。本報告が関係各位の一助になれ

ば幸いである。
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阪神・淡路大震災における
復旧遅程の分析と
その短縮方策の検討

員

弘

亮
重

神戸市水道局技術部

計画課計画係長松下

計画係橋上

計画係小西

とで、今後の復旧戦略を立案するにあたり、復旧

期間の短縮方策について検討した。以下、その

内容について報告する。

2. 配水区域と、との被害と復旧状況

阪神・淡路大震災の復旧期間は、地区によって

かなりの差があり、東部地区では10週間、垂水区・

北区においては2～ 3週間で復旧を終えている。

全市と比較して復旧の遅れた東部地区につ

いて配水区域ごとに調べてみると、被害件数は

図1に示すように、埋立て地盤や沖積地盤など

の、低層配水区域と呼ぶ海抜30m以下の区域

に被害が多かった（図2参照） 。

配水区域別被害件数（東部地区のみ）
被 給水区域の地盤高；
. 300 I 0-30m － ~ · 31-90m 与に 91m以 上 ｜ 

再認｜． ； 

数 isoI・：: I 
（ ー ｜ 圃 ー属…」・..
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と 灘灘原低；神神 中甲高，南塚特吉吉神甲甲甲
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色 ~i 層池宮層 jt' 12,223  

層層 ’層層

配水区域名

図1

1. はじめに

平成7年1月17日午前5時46分、マク守ニチュー

ド7.2とpう強い地震が阪神・淡路地方を襲っ

た。神戸市を中心に、広範囲の地域で震度7の

激震を記録し、多数のビル、家屋が倒壊、火災も

発生し、多くの人命が奪われた。また、道路網は

完全に寸断され、交通機関も麻ひするなど、その

被害は甚大なものとなった。

そして、この未曾有の大地震は、上・下水道、

電気、ガスなど、市民生活に不可欠なライアライン

にも壊滅的な打撃を与えた。

あの阪神・淡路大震災が発生してからすでに

4年半以上が経過し、水道施設に関しては震災

復旧を終え、現在、「より災害に強く、早期復旧が

可能」な水道づくりを目指した復興事業に取りか

かっている。

この復興事業をより効果的に進めてLEくために

は、震災において得られた多くの教訓｜を活かすと

ともに、復旧過程を分析して今後の復旧戦略の立

案や耐震化計画に役立てていく必要がある。

今回、配水区域ごとの復旧状況に着目すると

ともに、GISを用いて給水復旧状況を分析するこ
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図2 東部地区の低層配水区域図

属性種別：配水区域

検:AJ項目配水区域名称

東灘君~ 1 

総議選東灘第2

篠原低層

E襲撃m灘低層

また、配水区域ごとの復旧状況は、図3に示す

ように、3種類のノザーンに分類できることが分か

った。このようなノザーンに分けられる理由は、各

配水区域の地盤条件や管路材質により被害状

況や復旧のし易さが異なっていたためである。復

旧期間を短縮するには、Bタイプのように早期復

旧可能な区域を早く見いだすこと、およびAタイ

プのような長期間の復旧をいかに短縮するかが

重要である。

図3 復旧率の回復パターン
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。
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月日

パターンAに属する配水区域：

被害が甚大で、幹線にも被害が及んで、おり、初

期に復旧率が上がらない区域。また、管網の被

害箇所数も多く最終的な復旧に長期間を要し

た区域。

パターンBに属する配水区域：

地盤条件が良く、被害も少ないので容易に復

旧できた区域。

パターンCに属する配水区域：

管網の事故復旧に手間取り、途中で復旧率が

停滞していた区域。

3. 復旧状況の分析

復旧に長期間を要したAタイプの例である東

灘第2低層配水区域は、被害が大きく、幹線の

事故復旧に手間取ったため、初期には復旧率が

上がらなかった。

この区域の復旧状況を詳細に分析すると、復

旧過程は①水道施設の被害状況の把握や配水

池の充水期間である「初期の混乱期」、②幹線

を復旧する「幹線復旧期」、③管網を復旧する

「管網復旧期」、そして④管網復旧の最終仕上

げ期間である「最終復旧期」の4つの段階に分

類して考えることができ、各段階では次のような

期間短縮策が考えられる。

①初期の混乱期：

被災直後の配水池水位の低下状況などから

被害程度を推定し復旧方策を事前に検討して

おく（復旧班は他の復旧し易い区域に優先投

入） 。

②幹線復旧期：

口径の大きい幹線事故は復旧期間の長期化

につながる。また、幹線の復旧は給水戸数の

増加にはつながらないが、管網への通水に不

可欠の作業であるので、事故が生じないよう、

管路の耐震化を進める必要がある。（500mメ

ッシュ管路の耐震化） 。

③管網復旧期：

管網内では膨大な管路が含まれるため、効率

良く復旧していくためのノウハウ（復旧優先順

位付け手法など）を確立する必要がある。

また、主要管網（200mメッシュ管路）の耐震化

や小ブロックに分割可能な管網とすることは有

効である。

④最終復旧期：

この時期では家屋の倒壊などが原因となって

復旧が遅れていると考えられるので、関係機関

との連携をとりつつ、場合により仮配管の布設

も検討する。
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4. 被害件数と復旧班数の関係の分析

災害発生直後には、混乱した状況の中でマス

コミなどを通じて復旧見通しを発表することにな

る。この場合、限られたデータである程度の精度

の予測が求められる。

復旧日数に影響を与える要因として、配水管・

給水管の被害状況、復旧班体制、水源不足や

倒壊家屋などによる作業効率の低下などが挙げ

られる。ところが、作業効率の低下は定量的に表

現しにくいため、今回は復旧のために投入された

班数（復旧班数）と配水管被害件数との関係に

着目してみた。これにより、水源不足や倒壊家屋

などによる作業効率への影響がある程度取り除

かれると考えられる。

ここでは検討の第1段階として、東部地区の

各配水区域の復旧班数と配水管被害件数の関

係について、先に述べた4段階に分類して分析

したところ、図4～6に示すように高い相関関係

が見られた。

y1= 1.85×X1 ① 

yz= 1.28×X2 ② 

y3=0.70×X2 ③ 

y =y1+y2+y3 ④ 

y1：幹線復旧期の復旧班数［班・町

yz：管網復旧期の復旧班数［班・日］

Y3：最終復旧期の復旧班数［班・日］

y：復旧に必要な全復旧班数［班・日］

Xl：幹線の被害件数［件］

X2：管網の被害件数［件］

式①～④を用いて予測計算した復旧班数と、

実際の復旧班数の比較を図7に示す。

このように、被害件数から復旧に必要な班数を

予測することが可能と考えられ、保有班数および

応援班数で予測復旧班数を除，せば、復旧日数

が算出可能と考えられる。

図4 幹線復旧期の被害件数と班数の関係
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図5 管網復旧期の被害件数と班数の関係
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図6 最終復旧期の被害件数と班数の関係
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5. 具体的な復旧期間短縮策の検証

復旧期間の短縮策として、①早期復旧可能な

区域を早く見いだした上で、その区域に優先的

に復旧班を配置する方策や、②被害が甚大で復

旧に長期間を要する区域に対して、ブロック化し、

別ルートからの多点注入による復旧方法につい

て、検討した結果を示す。

5 -1.復旧班の最適投入

復旧班の投入方法として、①早期復旧可能な

区域を早く見いだした上で、その区域に優先的

に復旧班を配置する方策、②被害が甚大な区域

に優先的に復旧班を配置する方策などが考えら

れる。

阪神・淡路大震災では、市民感情を優先させ、

②のように、被害が甚大な低層区域から復旧を

優先させたが、全体の作業効率を考えた場合、

①の方策も有効である可能性がある。

そこで、復旧班を被害件数が少なく作業効率

の良い配水区域に優先的に投入した場合、復旧

状況に遠いが見られるか検討した。

東部地区で実際に投入された総復旧班数を

変えずに試算してみると、図8に示すように初期

時点では給水率を約7%（給水戸数で約10,000

戸）改善することが可能となり、この分の応急、給

水の労力軽減が図れることになる。

心情的には、被害の大きい地区からの復旧が

望まれるが、全体の復旧作業の効率を考慮する

と、「やりやすい箇所から復旧して市民の負担を

図8 復旧班配置変更による初期給水率の比較

1月23日 1月30日

備考グラフ中の（ ）内数値は、東部地区全体における給水率

減らす」ことも必要で、さらに適切な時期に応援を

増強することにより全体の復旧を早めることがで

きるのではないかと考えられる。

5 -2.ブ、ロック化と別ルートカ3らの多点注入による

復旧

(1）大容量送水管整備計画

神戸市では、阪神水道企業団からの新規受水

に対応する目的で、これまでの山岳トンネル方式で

第3トンネルの計画を進めてきたが、阪神・淡路大

震災の経験を踏まえて見直し、新たに市街地を通

過する大容量送水管を現在建設中である。

図9 大容量送水管イメージ、図

この大容量送水管は、以下のような機能を併

せ持っている。

①既設送水トンネルの被災時のパックアップ。機能

②緊急時のための貯水機能（人口密集地区で

の応急給水）

③応急復旧の支援機能（耐震管路への連絡に

よる直接配水）

④既設送水トンネル更生時の代替送水機能

上記機能のうち、ここでは、③応急復旧の支援

機能を用いた復旧方法について検討した。

(2）ブロック化と多点注入による復旧

東灘第2低層配水区域を4ブロックに分割し、

大容量送水管から配水管網への注入点を3箇

所増加させることで、復旧状況がどのように変化

するかを試算した。なお、総復旧班数および各週

の各ブロックに投入で、きる班数、管路の被害件数

は、震災当時と同じとした上で、4つの注入点に

対応してブロック化を行い、同時に4箇所で復旧

を開始すると仮定した。
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その結果、復旧率は初期段階から上昇し、2月

13日時点で、0%で、あった復旧率を約70%にまで、

改善で、きる可能性があることがわかった（図10、

11参照） 。

また、東灘第2低層配水区域の実際の復旧状

況と本短縮策の復旧状況の比較を、GISを用い

て図12に示す。

図10 復旧率の推移と投入班数の関係（実績）
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図11 復旧率の推移と投入班数の関係（対策例）
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このことから、ブロック化し多点注入することが

復旧作業を進める上で効果的であることが示さ

れた。他の区域においても大容量送水管や同様

の効果をもっ配水連絡管を用いて、多点注入に

よる復旧が可能となるようブロック化を進めていく

ことが有効であると考えられる。

6. おわりに

震災時における管路被害の早期復旧ならび

に市民に対する給水の早期回復のためには、管

路の耐震化が不可欠である。

一方、限られた財源を有効に活用していくため

には耐震化する管路の優先順位付けと現状の

管路におけるブロック化やソフト的な復旧戦略が

肝要である。

本研究では、阪神・淡路大震災での東部地区

における実際の復旧過程を配水区域ごとに分析

することで、被害件数から復旧班数を算出する

方法を導き出した。さらに、復旧班の適正配置や

ブロック化および多点注入による復旧の有効性

について検討した。

今後、本研究で得られた結果をもとに、具体的

な復旧計画や耐震化すべき管路の優先順位付

けを立案してL瓦く予定であるが、全市レベルでの

計画を構築していくにあたり、次のような課題を

検討していく必要がある。

①業務・商業地区（例：中央区）などの水使用形

態の異なる地域における各段階別の復旧短

縮策

②漏水や復旧作業水量、管内貯留水量などを

考慮した水源水量の適正配分

③管路ごとの震災時の復旧順位や耐震化優先

順位の決定およびガイダンス表示

④大容量送水管を発展させた広域連絡管や隣

接事業体関連絡管の導入による復旧短縮効

果の評価

⑤復旧日数や断水率の予測値を用いた「わかり

やすい耐震化指標」の提案

これらの検討をもとに、震災直後の段階で早

期復旧に必要な戦略について明確な方針を確

立できるようにしていく必要があると考えている。

本市では、神戸市水道施設耐震化基本計画

に基づき水道施設の耐震化を進めており、本研

究のような「ソフト面での耐震化」の検討も進める

ことにより着実に「災害に強く、早期復旧が可

能」な水道システムを実現していくつもりである。

【参考文献】

1）神戸市水道施設耐震化基本計画

2）小西、松下、橋上、「阪神・淡路大震災におけ

る給水復旧過程及びその短縮方策」

（第50回全国水道研究発表会講演集）
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図 12 各時点における東灘第2低層の復旧状況の比較． 現状の配水区域

（東灘第2低層）

復旧管路

多点注入により

分割された

配水ブロック

大容量送水管

。大容量送水管

からの注入点

神阪

J路正火火

大ブ

、、

保ロ
谷ッ

、i託’ 匂〆

量ク
送化

2月6日時点

~ 

水

｜ 時の

、，、

管

を
用

復改旧た

善
例

, 

" vw 

2月20日時点

、、，，、、，、什
、．dv
、、



31 

置襲撃i
按術レポ→、

司F

阪神・淡路大震災による
呼び径500mmS形ダクタイル管路の

挙動調査（芦屋浜）

1. 目的

阪神・淡路大震災によって、阪神地区で上水

道管路は配水管で約4000件、給水管で約14

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、液状化を起こした所で、約

270km使用されていた耐震形ダクタイル鉄管（S

形，SE形）には被害が生じなかった。

今回調査した芦屋浜の地区は、液状化の発

生とともに護岸が管路に対して直角に約2m移

動し、管路が道路範囲から逸脱した地域である。

こうした、管路に直角な地盤変状が生じた場合の

S形管路が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調査を行ったの

で以下に報告する。

2. 調査の概要

2 -1.調査方法

断水状態で継手を解体した後、管内にテレビ

カメラを挿入し、管継手部の胴付す法（図1のY

寸法）を円周4ヵ所（上下左右）の位置で計測し

た。

芦屋市水道部工務課

施 設 係 長 山 岸 悟

鶏剖・

図1 S形継手の構造

ボルトナット

図2 調査状況
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図3 管路調査区間（浜風町内 併SOOS形管路xR, 339m区間）

2・2.調査場所

芦屋市浜風町内（芦屋浜）

2・3.調査対象

¢500S形管路×£ 339m 

（昭和52年埋設）

3. 調査結果

・図4に測定管路図を示す。

－図5に管路近傍の地盤変位を示す。

－図6に継手の平均伸縮量の分布図を示す。

－図7に継手の水平方向屈曲角度の分布図を示

す。

－図8に継手の鉛直方向屈曲角度の分布図を示

す。

－図9に継手の水平方向屈曲角度から求めた管

路の水平方向移動量と地盤の移動量の関係

を示す。

－図10に継手の鉛直方向屈曲角度から求めた

管路の鉛直方向移動量と地盤の動きの関係を

示す。

なお、図9、10に示す地盤の動きは図5の値よ

り求めた。

図4 測定管路図

備考

1）管路起点

計測を開始した管路の受口端面を管路起点とし

。
た

2）継手No

計測を開始した継手を1とし、JI頂に数字を付けた。

ただし、伏せ越し部（No.5と6の間の16.2m区間）

の継手は継手Noには入れていない。

昨＼守、干、晴、晴、晴、晴、
日目 , • • • 11 6 • II I 

I 1 

i 管路起点

－ 1-

2 3 N 

継手No
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一一一一... 
護岸移動

（約2m)

地震直後の現場の状況

」」

写真1

（
護
岸
）

管路近傍の地盤変位図5

十

調査時の現場付近の状況写真2

（液状化の痕跡がある）

伸
継ぎ
手
の
平
均

縮
量

ぎ－50「「

-75与ごゴ

継手の平均伸縮量の分布図図6

ι 斗 一一土 コゴ． ナ
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金令－－＋
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1)¢500S形継手の規定胴付寸法は75mmである。

2) ¢500K形継手の真直配管時の最大伸び量は64mmである。ただし、許容屈曲角度の場合の最

大伸び量は33mmで、ある。

300 250 150 200 

管路起点からの距離（m)

100 50 

備考
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図7

10 平成11.ダクタイル鉄管

継手の水平方向屈曲角度の分布図
道路がカーブしており埋設当初から（約一！－

-2・程度）屈曲していたと恩われる区間

34 

護白
水岸 i
平方；
方向；
丘，／＼..“

福居？
手巴；
屈 7
曲活 －：

角量二；
更側 －4

~届－？」 ー一一＋一一一一
曲 －！）

0 350 150 200 250 

管路起点からの距離（m)

¢500S形継手が地震時に曲がり得る最大屈曲角度は7°である。

300 100 50 

備考

継手の鉛直方向屈曲角度の分布図図8

鉛上：』

直方~ r －一一
下干へ I -
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管路起点からの距離（m)

¢500S形継手が地震時に曲がり得る最大屈曲角度は7。である。

300 100 50 

備考

継手の水平方向屈曲角度ヵ＝ら求めた管路の水平方向移動量と地盤の移動量の関係

一一．一一継手屈曲角度から求めた管路の移動

一一．一一図5から求めた管路の移動
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図10 継手の鉛直方向屈曲角度から求めた管路の鉛直方向移動量と地盤の移動量の関係

2500 

一一．一一継手屈曲角度から求めた管路の移動

（上方）

管
路
の
鉛
直
方
向
移
動
量
（

胴）

2000 

1500 

1000 

500 

（下方）
-500 。 50 350 100 150 200 250 

管路起点からの距離（m)

今回の調査によりS形ダクタイル管路に対して

以下の知見が得られた。

①当地区では最大2m程度の側方変位や

1.5m程度の地盤沈下が生じたが、S形管

路は地盤変状を継手の伸縮・屈曲機能で

吸収していた。

②液状化や護岸崩壌による地盤変状により、

継手は上下左右への伸縮・屈曲変位を生

じており、このような地区ではK形継手よりS

形継手の方がより安全であることが判った。

調査管路がK形継手で、あった場合には継

手の伸縮量が限界に達している箇所があ

り、継手の抜けなどの被害が発生したものと

思われる。

300 
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国機：：：
技術レポ→、

可V

汚泥管廊内配管の
設計・施工について

1. はじめに

現在、本市の各処理場で発生する汚泥は個

別に処理されており、焼却施設などのない施設

については、西部スラッジセンター焼却施設へ脱

水ケーキを運搬し焼却処分している。

しかし、これら個々の汚泥処理施設には、機器

i ！！~J！議瞳

2. 汚泥管廊

札幌市下水道局 建設部

施設建設諜宮本裕二

辻野修一

手稲処理場と西部スラッジセンタ一間には汚泥

圧送管、排水管、用水管などの計11本の管路を

布設する必要があるが、この管路は本市汚泥処
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理の重要幹線であり、震災などで破損した場合は

西部スラッジセンターの運転が停止し、全体計画で、

市全体の約60%の汚泥が処理できなくなる。

したがって、ループ化あるいは2条化の必要性

が高いが、手稲処理場と西部スラッジセンター聞は

直線距離で約600m離れており、北海道の管理

である濁川（にごりがわ）や民有地があるため用地

確保が難しく、ループ化あるし瓦は2条化とpった対

応は困難である。

このため、埋設する管路の本数は各々1条を原

則とするが、布設は震災時に強い管廊方式を採

用した。図1に汚泥管廊の計画ルート図を示す。

汚泥管廊の建設当初は7条を供用開始し、将

来4条を増設する計画である。図2および写真1

に汚泥管廊内の標準断面を示す。

写真 1 汚泥管廊内管配置

図 2 汚泥管廊標準断面図

手稲処理場側管廊 西部スラッジセンター側管廊

6500 

~I I l~~~t~ 
ii~ ~ii 

汚泥管廊の構築延長は、橋梁部も含めて約

lkmで、あり、管廊内にガス検知器、放送設備、電

話機、照明、換気設備、排水設備を備えている。

また、ポリピッグ洗管による維持管理を計画して

pる汚泥圧送管にはピッグp通過確認装置を設置

した。

3. 配管材料

配管材料は、安全性・施工性・経済性・維持管

理性のすべてに優れ、実績があり信頼度の高い

ダクタイル鉄管を採用した。

4600 

継手は基本的にK形とし、特殊な場所にはS

H形、S形、KF形を採用している。また、曲管部

の角度が規格外のものや配管が複雑となるとこ

ろはステンレス鋼管を採用した。

4. 配管施工

汚泥管廊配管工事は約lkmの管路を平成

10、11年度に6工区に分けて施工している。

①管材搬入運搬

各工区には管搬入口を設けておりトラッククレ

ーンにより搬入し、管運搬台車により目的の設置
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位置まで運搬し、チェーンブロックにより所定の位置

に管を据付けている。また、比較的広い場所ではフ

写 真 2 配管施工状況

オークリフトを利用して運搬・据付けを行った。

写真2に施工状況を示す。

② エキスパン、ンョン部の施工

汚泥管廊には「プレキャストコンクリート」と「現

場打ちコンクリート」の2種類を採用し、その接合

部はlOOmmの変位量に対応可能なエキスパ

ンションジョイントとなっている。

このため、管路も管廊の挙動に追随できるよ

うに、図3に示すような切管を挟んだ継手2カ所

の許容曲げ角で変位を吸収することとし、また、

その継手は離脱防止継手（S形およびSE形）

を採用した。

図 3 エキスパンション部の配管例

〆 〆 J ~「ンil / ~ノ
許容曲げ角で、エキスパンション部の変位を吸収

③ 管防護

本計画管路には水平曲りが8カ所あり、橋梁部

前後で、は縦断方向にも曲がっている。このような管

路の曲り部などには水圧によって管路を動かそうと

するカ（不平均力）が働き、管防護が必要になる。

表 1 各管路の設計水圧

口径・条数 流体
静水圧 衝水圧 設計水圧

(kgf/cm2) (kgf/cm2) (kgf/cm2) 

~600×2条 排水 4.0 4.0 8.0 

~400 × 1条 汚泥 5.0 4.5 9.5 

~300× 1条 汚泥 5.0 4.5 9.5 

~300 × 1条 用水 5.0 4.5 9.5 

~250× 1条 汚泥 5.0 4.5 9.5 

~100× 1条 排水 4.0 4.0 8.0 

~500× 2条 排水 5.0 4.5 9.5 

~500 × 2条 用水 5.0 4.5 9.5 

※衝水圧は静水圧が4.5kgf/cm2未満の場合はその100
%、静水圧が4.5kgf/cm2以上の場合はその60%あるい

は4.5kgf/cm2のうち大きい方の値とした。

1）設計水圧および不平均力

各管路の設計水圧を表1に示す。

管路の曲り部に働く不平均力は図4に示す計算

により求める。

図 4 水平曲り部の不平均力

。
P=2p・Asin2 

π h 
A= D2 • 

4 

D2：外径
p：設計水圧
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2）管防護方法

不平均力に対する防護の方法として、①コン

クリートブロックを設ける方法②離脱防止継手（S

H形、KF形）を用LEる方法③離脱防止金具（特

殊押輪）を用いる方法があるが、②、③はいずれ

も土圧を利用する埋設管路での防護方法であ

る。

本管廊は露出配管であり土圧を利用できない

ことと、コンクリートブロックは将来の増設配管およ

び更新時に施工性がよくないため、管廊曲部の

壁および床強度を増し、図5に示すようなサポー

ト（鋼材）により管を防護する方法とした。なお、よ

り安全性を増すために防護サポート前後の継手

には特殊押輪を用いた。

図 5 鋼材防護例

5. 橋梁添架配管

(1）橋梁

汚泥管廊の途中には一部河川横断（濁｝｜｜）が

あり、橋梁による横断としている。橋梁形式は単

純トラス橋で、橋長は約50mとなり、悪天候時の点

検などにも支障がないようにアルミパネルにより上

屋を設置している。また、汚泥管廊と橋梁間のア

ブローチはスロープとしており、配管の施工および

ライナー代20－ 
A矢視図メ

保守点検を容易にできるようにしている。

(2）管材の選定

配管は橋梁の温度伸縮や振動による影響を

受けるため、汚泥管廊同様に伸縮性および可と

う性に優れたダクタイル鉄管とした。

継手はK形としているが、図6に示すように橋

台スロープ部はSH形、KF形を採用した。

図 6 橋台スロープ部の継手形式
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(3）保温施工

橋梁部の管路は冬期間の凍結を防止するた

め保温施工を行うこととしている。ダクタイル鉄管

の保温材としては、①ポリスチレンフォーム②硬質

ウレタンカノレ③硬質ウレタン封入がある。経済比

較した結果、保温厚は厚くなるが一番安価なポリ

スチレンフォームとし、外装は屋内で、環境がよいこ

とから綿布仕上げとした。なお、長期間送水を停

止する可能性があるものはテープヒーターとして

pる。

(4）橋梁端の伸縮継手

橋梁と橋台聞は、①橋の熱膨張による伸縮②

地震による可とう性③車道の場合は車両通過時

の振動吸収のために片側を可動端としており、

本橋梁も手稲処理場側の橋台を伸縮方向に±

55mmの可動端とし、固定端側も角変位を自由

としている。したがって、この位置に合わせて配

管にも伸縮可とう性の継手を設けなければならな

i E。

伸縮継手にはゴム可とう管、クローザージョイン

ト、スリーブジョイントの実績があるが、今回は耐震

性を考慮し、偏心の吸収が可能であり高圧にも

使えるクローザージョイント（SUS製）とした。また、

伸縮継手と管の接続部はフランジとし、万が一凍

結したり詰まった場合にフランジから継手をはずし

て作業できるようにした。

6. おわりに

本市にとって、汚泥の集中処理ははじめての

事業であり、その一部である汚泥管廊配管も耐

震’性、安全’性、維持管理’性を重視した計画となっ

ており、現在も平成12年4月の運転開始に向け

て工事中である。

今後、試運転や長期運転を行っていく中で、

汚泥輸送全体のシステムの改善点や維持管理

上の種々の問題点が発生することも予想される。

それらの情報を得ながら、今後も汚泥管廊を含め

た管路施設整備にこれらの施工技術を生かして

i Eきたい。

最後に、今回この事業を計画するにあたり関

係各位の御協力に感謝するとともに、本文が読

者諸兄の御参考になれば幸いである。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

クッションリングを使用した呼び径
1100mmカーブ推進施工報告

鹿児島県大隅耕地事務所

技術主幹
　　　　　　　　　　　　　　　園田　喜一

  鹿児島県営特殊農地保全事業では、昭和61年より農地の浸食防止工と
区画整理を実施しているが、下流水田部はシラス台地上に開かれている
ため、素掘りの用排水路、農地などの浸食が激しく、現在も多大な被害
が発生している。同事業では、下流水田部の受益面積およそ111haの田
之浦地区へのかんがい用水施設として、約6,800mの開水路の幹線用水路
をパイプライン化工事した。そのうちの1,700mの区間をＵ形ダクタイル
推進管を使用して施工したが、同区間の1スパンにおいて実施した長距
離カーブ推進の施工結果を報告している。今回の田之浦幹線用水路推進
工事では、長距離で曲率半径200mのカーブがある難易度の高い推進工事
であったにもかかわらず、超泥圧加圧推進工法とクッションリングを含
むダクタイル推進管の組み合わせで安全、確実、短期間での工事を実現
できたと述べている。

斜面崩壊の地滑りによる耐震継
手ダクタイル鉄管の挙動調査結
果

仙台市水道局

  建設部計画課長　　　　板橋　潑
　給水部浄水施設係長　高橋　純一

  平成7年9月17日未明に東北地方を襲った台風12号に伴う集中豪雨によ
り、S形、SⅡ形耐震継手ダクタイル鉄管が埋設された箇所で、斜面崩壊
による地滑りが発生した。斜面崩壊は、幅約60m、長さ約40mにわたり東
側の高速道路から西側の区画道路方向の斜面に沿って発生し、これらの
管路の挙動調査を行った。本論では今回の調査の結果、地滑りによって
地盤のはらみ出しや沈下が発生したにもかかわらず、耐震継手ダクタイ
ル管路は、継手部の伸縮・屈曲および離脱防止性能によって鎖構造管路
としてうまく機能し、管路全体が地盤の動きに柔軟に追従していること
がわかったことを報告している。

1999年 No.66
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拡張事業と水道管路近代化推進
事業

指宿市

水道課
          　 工務係長　　 満永　英治
       　　　工務係技師　山崎　一麿

  日本本土の最南端に位置する指宿市は、温泉を核とする国際観光温泉
都市として年間350万人の観光客が訪れる。同市の水道の創設は昭和31
年4月。以来、6回にわたる拡張事業を実施し、安定給水をめざしてい
る。本論では新田総合開発に伴い建設された「ふれあいプラザなのはな
館」などへのアクセスとして進められた街路事業と同時に施工された管
路新設事業において、開削部728mおよび水管橋部2ヵ所にSⅡ形ダクタイ
ル鉄管を採用した事例を報告している。今後ともさらに、地区水道の統
合、老朽管の更新、施設の耐震化、直結給水の推進などを行い、住民
サービスの向上に努めていきたいとしている。

防災公園整備におけるダクタイル
鉄管製耐震貯水槽の設置工事に
ついて

徳島県北島町役場

総務課　主幹
　　　　　　　　　　　　　　　佐川　愛治

  徳島市と鳴門市に接した近郊住宅都市・北島町は、中央構造線の間近
にあり、吉野川流域の沖積平野上にあるため地盤が軟弱で、地震が発生
した場合、大きな被害を受けることが予想される。そこで「防災まちづ
くり」への関心が急速に高まり、防災公園の整備を進める一環として、
公園内にダクタイル鉄管製耐震貯水槽を設置した事例を述べている。同
公園は、災害時の一時避難場所として、耐震貯水槽のほか、緊急時に必
要な備蓄倉庫および道具類を整備し、地域住民の安全性と信頼性を十分
に備えたものである。
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クッションリンクを
使用した呼び径llOOmm
カーブ躍進施工報告

鹿児島県大隅耕地事務所

技術主幹園田喜一
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1. はじめに 2. 田之浦幹線用水路

鹿児島県営特殊農地保全整備事業では、シ

ラスを主成分とした特殊土壌地帯の畑地を中

心に据えた農地保全事業として、昭和61年よ

り農地の浸食防止工と区画整理を実施してお

り、農地保全という観点から効果を上げてい

るところである。 しかし、下流水田部ではシ

ラス台地上に聞かれているため、依然として

素掘りの用排水路・農地などの侵食が激し

く、現在も多大な被害が発生している。これ

らを解消し、優良農地を確保し、農業経営の

安定に資するため、本事業では、下流水田部

の受益面積およそlllhaの田之浦地区へのかん

がい用水施設として建設された約6,800mの開

水路の幹線用水路をパイプライン化し、田之

浦地区における用水路系の確立を目指した。

今回、この幹線用水路のパイプライン化工

事のうち約1,700mをダクタイル推進管を使い

施工した。このうちの1スパンにおいて、長距

離カーブ推進を実施したので、その施工結果

を報告する。

田之浦地区は鹿児島県西部の曽於郡志布志

町、松山町、末吉町の3町にまたがっている。

この地区に用水する田之浦幹線用水路は水源

を安楽川上流（末吉町）の頭首工とし、安楽

川右岸沿いを二面、 三面張水路で下流の志布

志町へ、途中から素掘りの水路トンネルで志

布志町、松山町に導水される総延長6,800mの

水路である。

受益地の中心をなすのは、安楽川右岸に拓

ける標高10om~195mのシラス台地の水団地帯

（大野原団地103.4ha）で、当該地区は南北に

5つの台地に分かれ台地聞には標高差約40mの

谷間があり、現在は配水路のパイプライン化

により各ほ場に給水栓が設置されている。ま

た、これとは別に安楽川右岸沿いに飛地（白

木八重団地3.6ha、大久保団地3.6ha）の2団地

があり、当該地区の配水路は素掘りの開水路

を利用している。

現況水路では、頭首工から320mの所に沈砂

池があり、上流からの土砂、ごみの排除を行
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っている。また、大野原分水工に至る聞には

白木八重分水工、大久保分水工の2ヵ所の分水

工がある。改修計画では、頭首工から沈砂池

に至る聞は開水路のまま改修し、沈砂池と大

野原分水工の聞を用水管理、施設維持管理、

水理設計面などを勘案し、自然流下のパイプ

5 

ライン形式とした。パイプラインの口径は、

0.9m3/sの設計流量時に、大野原分水工での動

水位が確保できる呼び径1,lOOmmとした。

また、パイプラインのルートは、施工および維

持管理の面から、安楽川左岸の県道に沿って南

下するルートとした。

図1 田之浦幹線用水路ルート図

一…帆道路

－－－境界

＝＝＝川

水田

畑

企山

lkm 

曽於郡

松山町

． 
企．／／／れN

曽於郡 .. / 4-
末吉町 ／ ｜ 

F ノ

f ‘J ‘ 

曽於郡

志布志町

県道塗木・大隅線

... 
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3. 推進工事槻要

自然流下のクローズドタイプのパイプライ

ンでは、パイプラインの管頂と動水こう配線

との余裕水頭は最小でも0.5m程度以上を確保

する必要がある。改修工事では、路線や地形

の制約からどうしても土かぶりが大きくなる

区間があり、土かぶりが概ね 5mを越える

1,700mの区間について推進工法を採用した。

その他の区間は開削工法を基本とし、河川横断

箇所は水管橋を採用した。

今回報告する工事は、図2の中の第6工区で、推

進工区の最下流に当たり、推進延長が424mと長

く、さらに曲率半径200mのカーブ推進となって

いることが特徴である。

本工事の概要は表1の通りである。

図2 推進工事区間

工事件名

路線名

施工期間

布設内容

挿入曲線

土質条件

推進工法

立坑築造

開削工区

＼ ／ノく.......1工区（334m)
. ~ 平成10年度施工

表1 推進工事の概要

特殊農地保全整備事業田之浦地区10-2工区

田之鴻幹線用水路

平成10年10月9日一平成11年3月25日

呼び径llOOmmU形推進工法用ダクタイル鉄管

推進延長416.48m 土かぶり4.0～ 15.lm

単曲線 R （曲線半径） =200m 

CL （曲線長） =177.24m 

IA（交角）＝50。46’30"

シラス 0 ¢ 5～30の軽石混在。N値5～ 50。

泥水加圧推進工法（超泥水加圧推進工法）

矢板式、親杭横矢板式

5工区 （267m)
平成9年度施工

／又＂＂＇~工区山）
平成10年度施工

):r: 開削工区

推進工法の選定にあたっては、主に以下の

項目について施工性、経済性、安全性などを

検討した。

(1）推進延長が長距離である。

(2）土質はシラス層が主体であるが、 一部、熔結

凝灰岩層を通過する。

(3）土かぶりが深い。

長距離推進に対する実績、経済性ならび

にカーブ推進区間での施工性を考慮し、
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超泥水加圧推進工法を採用した。超泥水

加圧推進工法は、地山掘削土砂と送泥水が

混合撹枠されてできる液状体（超泥水）を

利用して切羽とテールボイドの安定をはか

る工法である。カッター撹祥室で生成され

た超泥水をオーバーカットされたテールボ

イドに充満加圧し、切削面の崩壊を積極的

に防ぐとともに推進管と地盤との直接接触

を防止し、管と地盤との摩擦抵抗力を極端

に小さくさせることで、著しく小さい推進

力で施工できることが一つの特徴となって

いる。

図3 超泥水加圧推進工法

4.推進管とクッションリング

推進管は、多くの実績があるU形ダクタイル

推進管を使用した。推進管は先頭管を除き、す

べて植え込みボルトレスのものを使用した。

推進管の管種選定にあたっては、元押し推進

力を以下の式により求め、管の許容推進力を

考慮、して4種管に決定した。

F=Fo+R ・ S ・ L=337.4ぜ く 820ぜ

(4種管の許容推進力）

F ：元押し推進力（ぜ）

Fo：初期抵抗力（＝8.2ぜ）

R ：管周面抵抗力（=0.2tf/m2) 

s：管外周長（=3.952m) 

L ：推進長（＝416.48m)

また、カーブ区間の推進管の管長は、曲率

※l次テールポイドプラント

半径から求まる継手位置での屈曲角が施工余

裕をみて、 U形継手の許容屈曲角の半分に収ま

るよう、次式から2.9mに決めた。カーブ以外

の区間では、管長6mの管を使用した。

L=2 ・ R ・ sin ( () /2) =2.9m 

L ：管長（m)

R ：曲率半径（＝200m)

θ ：継手の曲げ角度（＝0.83° U形

継手の許容屈曲角1.66°の半分）

カーブ推進区間の継手には、次の 2つの目

的から図 4に示すようなクッションリングと

呼ばれる緩衝材を挿し口フランジ面と受口端

面との聞に装着した。

(1）推進力による応力集中の緩和

(2）先導管に対する追従性の向上



元押しジャッキ
一一一四令

第66号

低下量は大きくなる。

このクッションリングは、継手の屈曲によ

り生じる応力集中をクッション材の変形によ

り分散、低下させる。一方、水平面内のカー

ブ推進では、クッション材を上下に配置する

ことにより、推進力伝達範囲を円周上の2カ所

に分散する。その状況を図5の平面図に示す。

また、図6に示すように、推進力伝達部と管中

心軸との距離がクッションリングがない場合

に比べ小さくなり、推進力の伝達によって生

じる継手を真っ直ぐに戻そうとする偶力が小

さくなり、先導管に対する追従性が向上す

る。

クッション材により、カーブ部の継手屈曲による受口端面と

フランジのポイントタッチが原因の荷重集中を緩和する。

（カーブ外倶IJ)

5 平成11.

銅製リング

クッション材

スポンジ
受口端面

継手断面図

カーブ推進区間のクッションリングの配置

クッションリングを用いた継手接合状態

布分力

図

応
面平

挿し口フランジ面

f吊し口フランジ

（カーブ内倶IJ)

ダクタイル鉄管

クッションリング（緩衝材）

クッションリングは、図 5の構造図に示す

ように 3つの部品から構成されている。それ

ぞれの材質と機能について表2に示す。また、

クッションリングのセットは、図5の継手断面

図に示すようにあらかじめ挿し口側に預け入

れておき、立坑内の発進架台上でクッション

材が上下に配置されるように調整して継手接

合を行った。

ダクタイル推進管の許容抵抗力は、継手に

屈曲が生じると推進力伝達範囲が円周上の一

部に集中し、応力集中が発生して低下する。

この低下量は、継手の屈曲角の大きさに影響

され、屈曲角が大きいほど許容抵抗力からの

受口端面

管底

r」」コ三長；~r
＼＼＼スポンジ ーd

＼＼クッション材

、鋼製リング

90。。ノ

－•：＊~：o· 
90。＼、

（／／＼ 

（単位 mm)

図5

図4

管頂

構造図

ム＼。じ二＝

8 
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表2 クッションリングの構成部品

名 称 材 質 機 能

屈曲による推進力の集中を、クッション材の変形に
クッション材 スチロール棒切旨

よって緩和する

発泡ウレタン
継子の開口側IJに土砂が侵入するのを防止する

スホンジ
継手圧縮側では2mm程度に圧縮される

銅製リング SS 400 クッション材やスホンジをリング形状に保持する

図6 推力伝達部と管中心軸との距離

（クッションリングなし） （クッションリングあり）

．推進力 Li>L2 
：…曾佐進力

5.施工結果

施工結果の概要を表3に示す。

表3 推進結果の概要

推進日数

平均日進量

到達精度

最大推進力

継手ローリング量

継手屈曲角度

( 1）日進量

日進量は約 9mと、他の直線部のみの工区と

ほぼ同程度の結果となった。これは、 2.9m管の

接合時においても 6 m管用の発進立坑のスペ

ースを利用して、 2本1組として接合、推進する

39日

(11月11日～12月21日、うち2日間休み）

約9m/14時間

上下一12mm（下）

左右 5mm （左）

310ぜ

最大 0.9。

最大 1.50。

ことで、段取り替えの時間を最小限とする工夫

によるところが大きい。また、クッションリン

グは、重さ約9kg程度で、あり、立坑投入前に地

上で挿し口フランジ部に容易に人力で装着す

ることができた。



(2）施工精度

施工精度確保のため、直線部では常時レー

ザー測量を行い、先頭の推進機械部でオペレ

ータが修正ジャッキを操作し、方向を制御し

た。また、カーブ区間においては、推進距離

50cmごとに測量を行い、推進線形の正確を期

した。カーブ推進区間においてやや蛇行がみ

られるものの、全継手とも継手の許容屈曲角

の範囲内に収まった。

(3）推進力

推進力は、図7に示すように、計画推進力に

沿い、ほぼ推進延長に比例する形で推移し

た。途中に大きな土質の変化はなく、また、

カーブ区間により推進力が大きく変化するこ

第66号

ともなかった。最大推進力は、 310tfと計画推

進力の337.4ぜを若干下回った。

5 平成11.ダクタイル鉄管10 

発進立坑写真1

推進力の推移図7
到達
EC  

ーーー 実際の推進力

一一一計画推進力

カーブ区間BC 

発進

400 

300 

200 

100 

（

S

R細
川
製

(4）クッションリング

推進中にクッション材がどのように変化す

るか、表4に示すように3回にわたり調査した。

調査方法は、クッションリングを装着した全継

手（63ヵ所）の胴付間隔を管内から測定し、図

8に示すように、あらかじめ測定したZ’す法と

Pす法から逆算して、推進時のクッション材厚

さを推定した。クッション材厚さ（図9に示す

カーブ内側位置の厚さ）と推進距離、継手屈曲

角の関係を図 10と図11に示す。なお、図 10の

BC点付近でク ッション材厚さが急増した点が

いくつか見られるが、これらの継手ではカーブ

と逆方向に屈曲し、クッション材と受口端面の

500 

間の空隙が逆算した厚さに含まれたためと考

えられる。

450 400 350 200 250 300 

推進距離（ m)

150 100 50 

推進状況写真2
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測定時

1回目

2回目

3回目

推進力

160tf 

290ぜ

310ぜ

クッションリングの調査時

測定日 ｜推進本数｜推進距離

12月 1日（火） I 69本 I247m 

12月17日（木） I 97本 I39om 

12月28日（月） I 102本 I424m 

クッションリングを使用した呼び

表4

時期

先頭管がBC点に到達する直前

先頭管がEC点に到達する前

到達後

m
 

m
 2 （スポンジは実測値より仮定）

P寸法

クッション材厚さの推定（単位

Z’寸法

図8

.....・υ......・．．．－．．・、..-.. . 
• • •• .1..・・ . ・4・・・ニ・’
．・•＇ ・ ・ ・ ． ・ 0 ・・・・ a...... ・．・．・．ー．・J

継手断面図

カーブ内側位置のクッション材厚さ図9

平面図

（カーブ外側）（カーブ内側）

到達
EC  

推進距離とクッション材厚さ

カーブ区間BC 

図10
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継手屈曲角とクッション材厚さ図11

ッション材

j 
屈曲角が大きくなると、受口端面とフランジ
がカーブ内側で接触し、そこを支点、として
クッション材位置での開口量が大きくなり、
荷重の集中緩和の効果がなくなる。

カー

． 
ロ

ロ

12 

10 

（

5
5）
仰

世

主

入

m
入’
h
’
h
q

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 

。
-0.5 

縮され、応力緩和に有効に作用していた。

ただし、設計値（許容屈曲角の半分）以上

に継手が屈曲すると受口端面とフランジが

カーブ内側で直接接触し、そこを支点とし

てクッション材位置での開口量が大きくな

り、荷重の集中緩和の効果がなくなってい

た。施工時の屈曲角度の誤差を考慮すると、

さらにクッション材の厚さを厚くするなど

の配慮が今後は必要であろう 。

(5）ローリング量

ローリング量は、表 4に示す 1回目の調査時

に、継手上部にテープで合いマークを付け、 3

回目の調査時に、合いマークのずれ量 を計測

し、角度に換算したものである。継手のローリ

ング量と推進距離の関係を図12に示す。

先頭マシンでは、ローリング防止のため、常

にマシンの水平を観察しながら、カッターの回

転方向を正逆反転して推進した。その結果、

ローリング量は、最大でも10 に満たないわずか

なものであった。また、カーブ区間の影響で

継手がローリングする傾向も見られなかっ

た。 ローリング量が小さいことから、クッ

ション材の配置は施工中においても計画通り

維持できていた。

継手屈曲角（。）

クッションリングを預けた
U形夕、クタイル推進管

写真3

調査の結果、次のことが判った。

－図10より先頭の推進機械から発進立坑に向

けて、各継手位置での推進力が増加するに

従い、クッション材厚さも減少していた。

－図11の2回目の結果より、 BC点通過直後に

クッション材厚さが階段状に減少している

ことから、継手屈曲による応力集中をクッ

ション材の緩衝作用で円周方向に分散させ

ていると推測される。

－図11の2回目と3回目の結果から、継手の屈

曲角が増加するに伴い、クッション材が圧
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到達
EC  

推進距離とローリング量図12

カーブ区間BC 発進
3「一一

2 

1 -

。

（。
）
輔
、
入
「
－

l
ロ

ー1

-2 

500 450 400 350 250 300 

推進距離（ m)

200 150 100 50 
-3 

0 

カーブ部の推進管内状況写真5到達立坑での先頭管写真4

先頭管のみ、ローリング反力をとる目的で植え込みボルトタイプ推進管を用い、推進機械の植え込みボルトをフ

ランジ穴に通して、ナットは取り付けずに施工した。

また、クッションリングの調査についても、

カーブ推進工法におけるクッション材の効果と

課題をある程度定量的に捉えることができたも

のと考えている。

長距離・カーブ推進の推進工事が多くなり

つつあるなか、本報告が関係各位の設計施工

の一助となれば幸いである。

6.おわりに

今回の田之浦幹線用水路呼び、径llOOmm推進

工事の第 6工区では、長距離で曲率半径200m

のカーブがある難易度の高い推進工事であった

にもかかわらず、超泥水加圧推進工法とダクタ

イル推進管（クッションリングを含む）の組み

合わせで、安全、確実、短期間での工事を実現

できた。
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斜面崩壊の地滑りによる
耐震急鰹手ダクタイル鉄管の
挙動調査結果

仙台市水道局

建設部計画課長 板橋

給水部浄水施設係長高橋
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1.はじめに

平成7年9月17日未明に東北地方を襲った台

風12号に伴う集中豪雨によって、 S形、 SE形

耐震継手ダクタイル鉄管が埋設されていた箇

所で斜面崩壊による地滑りが発生した。当水

道局では、復旧方法を検討する上での参考と

するため、地滑りによってこれらの管路がど

のような影響を受けたのかその挙動調査を行

ったので、結果を報告する。

2.地滑り発生状況と調査対象管路の概要

2. 1 地滑り発生状況

1）場 所仙台市泉区北中山4丁目

2）発生月日 平成7年9月17日（午前9時30分

3）発生原因

4）状況

頃、斜面崩壊の発生を確認）

平成7年台風12号に伴う集中豪

雨によるもの

発生状況を写真1に示し、 その地点の平面図

と縦断面図を図1に示す。また、これらの写真

と図には耐震継手ダクタイル鉄管の布設され

ていた位置も示している。

この場所は仙台駅から北西へ約8.5kmの位置

にある標高60mから150mの緩やかな丘陵地帯

であり、第三紀系鮮新世の凝灰質砂岩・シル

ト岩などの比較的脆弱な地層が分布してい

る。

斜面崩壊は、幅約60m、長さ約40m＇こわた

り、東側の高速道路から西側の区画道路方向

の斜面に沿って発生した。高速道路から水道

管理用地にいたる切土斜面の法肩では滑落が

認められ、送配水管が埋設されていた箇所で

は地盤に亀裂が発生していた。その西側に位

置するモルタル吹付工においては大きな陥

没、隆起が顕著で、あり、水平方向には約4mlま

どはらみ出していた。なお、斜面崩壌による

地滑り発生時に管路からの漏水は見られなか

った。
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写真1 地滑り発生状況

2. 2 調査対象管路

1）調査対象管路

当該地点には次の2条の管路が布設されてい

継子部の水密性、離脱の有無、屈曲状態につ

いて確認するため、主に表1に示す内容の調査

を行った。

た。
図1 調査区域

①呼び、径400mm配水管（SE形ダクタイル鉄

管：昭和58年布設）

②呼び径500mm送水管（S形ダクタイル鉄

管；昭和58年布設）

このいずれの管路についても図1に示す範囲

を調査した。

平面図

2）調査対象継手

大きな地滑りが観察された図1に示す範囲の

継手について調査を行った。調査区域の配管

図を図2に示す。曲管部においては水圧による

不平均力に耐えるように、 S形管路ではKF形継

手を、 SE形管路では異形管については離脱防

止形のSE形を、直管についてはライナを使用

して管路が一体化されている。参考としてS

形、 SH形、 KF形継手の構造を図3に示す。

②ーベv縦断面図 t.:l;J 
水 道 J~ 1111 
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3.調査内容

1）調査月日

平成7年12月20日一12月27日

2）調査項目と調査方法

管体部および継子部の破損や変形、および

EL=llO.O 
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（単位 m)

平成11. 5 第66号

図2 調査区域の配管図
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~500 × 2.52乙切管SKF

同00×45。曲管町

¢500×2.27甲切管KF

¢500×45。曲管KF

¢500×0.76甲切管KF

¢400×3.27甲切管SIl 

¢400 継輪 SIl 

¢400×3.61乙切管SIl 

輪 SIl 

図3 継手構造（SE形、 S形、 KF形）

押輪 ゴム輪 パックアップリンタF

s E形 直 管

ボルト・ナッ卜

パックアップリング
ゴム輪

S形直管

なお、ゴム輪、ボルト・ナット、押輪の確

認方法および継手屈曲角度の測定方法は、次

の通りである。

ボルト・ナット

斗ゴム
て~－~十 ／ロyクリング

／ルん可＼
/ (' I 

押輪 ゴム輪 パックアップリンク・

s H形異形管

ゴム輪

KF形

（注） d＝押輪と受口端面間距離

①ゴム輪の確認

ゴム輪の出入り状態について図4に示すA,B, 

Cのどの状態にあるかを確認した。
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表1 調査項目

調 査 項 目

管体、継手部の目視確認

ゴム輪、ボルト・ナット、押輸の確認

挿し口外径の測定

継手屈曲角度の測定

図4 ゴム輪の出入り状態（S形の例）

状態A

押輪 普j輪 ゴム輪

状態B

日防
状態C

協

②ボルト・ナットの確認

ボルト・ナットの状態を外観で確認した。

③押輪の確認

押輪と受口端面間距離d （図3参照）を測定

した。

④継手屈曲角度の測定方法

挿し口外面に表示されている白線から受口

端面までの距離fを円周4箇所（管頂、管側左

右、管底、図5参照）で測定し、継手屈曲角度

を (1）式で計算した。なお、現地切管などで

白線表示がない場合には、ゴム輪の接合跡を

基準に測定した。

fl-fa 
継手屈曲角度＝tan-1 ( ) (1) 

D 

ただし、 fl,fa：白線から受口端面までの距離

D ：管の外径

調査内容

－管体部の破損、変形確認

－継手部の破損、変形確認

－継手部離脱の有無確認

－継手部水密性の確認

－継手部の変形確認

－継手屈曲状態の確認

図5 継手屈曲角度の測定方法

f1 

凸

3）調査方法

立坑を掘削した後、継子部前後のポリエチ

レンスリーブを切り取り、継子部や管体部を

露出して調査を行った。調査後はポリエチレ

ンスリーブを再度施工したのち、立坑を埋め

戻した。調査状況を写真2に示す。

写真2 調査状況

4.調査結果

1）管体部、継手部の目視確認

①露出された管体部には変形や座屈は認めら

れなかった。

②すべての継手において、鉄部の割れ、鉄部

の変形、接合部品の欠落や変形およびゴム輪

の飛び出しなどの異常は認められなかった。
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③すべての継手において継手の離脱は認めら

れなかった。

2）ゴム輪、ボルト・ナットおよび押輸の確認

表2にゴム輪、ボルト・ナットおよび押輪の

調査結果を示す。KF形継手の一部のボルト・

ナットで極く軽微な腐食が観察されたもの

の、ゴム輪の出入り状態、ボルト・ナットの

状態および押輪の状態は良好であり、継手の

水密性能に重大な影響を及ぼすような異常は

観察されなかった。

3）挿し口外径の測定

挿し口外径の測定結果を表3に示す。挿し口

外径は呼び、径400mmSH形管路の一部の継手に

ついて測定したが、挿し口の変形は認められ

なかった。

4）継手屈曲角度の測定

①表3に継手屈曲角度の測定結果と、参考とし

て継手部が地震時などに曲がり得る最大屈曲

角度1）を示す。No.4およびNo.31の継手を除い

て継手屈曲角度はこの最大屈曲角度以下であ

り、さらに屈曲し得る余裕の残っていること

がわかった。

②No.4および、No.31の継子部は、継手性能上限

界とされている最大屈曲角度を多少越えてい

たが、継手部に破損や変形は認められなかっ

た。このことから、継手部がある程度はこの

最大屈曲角度を越えて屈曲しても、継手部は

まだ安全性を有しているものと考えられる。

表2 ゴム輪、ボルト・ナットおよび押輪の調査結果

番号
呼び径 継手の種類I)

(mm) 受口

1 400 直SII 

2 400 輪S]] 

3 400 輪SII 

4 400 曲S]] 

5 400 ラSII 

6 400 直SII 

7 400 直SII 

8 400 曲SII 

9 400 ラSII 

10 400 輪SII 

11 400 輪SII 

12 400 直SII 

21 500 直S

22 500 輪S

23 500 輪S

24 500 曲KF

25 500 直KF

26 500 直KF

27 500 直S

28 500 曲KF

29 500 直KF

30 500 直KF

31 500 直S

注1）継手の種類の記号

受口直：直管

輪 ：継ぎ輪

曲：曲管

挿し口

切SII 

切S]] 

切SII 

切S]] 

曲S]] 

切SII 

直SII 

直S]] 

曲SII 

直S]] 

切S]] 

直SII 

直S

切S

切S

切KF

曲KF

切KF

直S

直KF

曲KF

切KF

直S

ゴム輸出入り状態2)

頂

A 

A 

A 

c 
B 

A 

B 

c 
B 

B 

c 
B 

B 

c 
B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

右 底 左

A A A 

B c A 

A A A 

B B B 

A B A 

B A A 

A B A 

B c A 

B c A 

A c B 

B B B 

B B B 

B B c 
B c c 
A A B 

c B B 

c B B 

B B B 

B A A 

B c B 

B B B 

B B 

B A A 

挿し口直：直管

曲：曲管

切：切管

ラ：直管にライナ挿人

ボルト・ナット
押輪・受口端面間距離（mm) 3> 

I頁

全数良好 16 

全数良好 20 

全数良好 16 

全数良好 14 

全数良好 15 

全数良好 17 

全数良好 17 

全数良好 14 

全数良好 20 

全数良好 16 

全数良好 18 

全数良好 17 

全数良好 13 

全数良好 12 

全数良好 10 

一部に極く軽微な腐食 17 

一部に極く軽微な腐食 21 

一部に極く軽微な腐食 20 

全数良好 16 

全数良好 20 

全数良好 20 

全数良好 19 

全数良好 16 

注2）図4参照

注3）図3参照

右 底

18 16 

14 14 

19 16 

14 17 

18 14 

19 20 

17 12 

18 15 

19 18 

16 16 

17 15 

19 20 

12 20 

11 13 

10 11 

19 15 

20 19 

19 17 

15 14 

20 20 

21 20 

19 17 

17 20 

左 最大 平均

19 19 17 

13 20 15 

16 19 17 

16 17 15 

19 19 17 

18 20 19 

17 !7 16 

16 18 16 

20 20 19 

16 16 16 

16 18 17 

18 20 19 

18 20 16 

14 14 13 

17 17 12 

11 19 16 

20 21 20 

18 20 19 

15 16 15 

23 23 21 

18 21 20 

16 19 18 

15 20 17 

－：確認できず
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表3 挿し口外径および継手屈曲度の測定結果

番号
日乎び径： 継手の種類I) 挿し口外径（mm) 継手屈曲角度（。）

(mm) 

1 400 

2 400 

3 400 

4 400 

5 400 

6 400 

7 400 

8 400 

9 400 

10 400 

11 400 

12 400 

21 500 

22 500 

23 500 

24 500 

25 500 

26 500 

27 500 

28 500 

29 500 

30 500 

31 500 

注1）継手の種類の記号

受口直：直管

輪：継ぎ輸

曲：曲管

受口

直SII 

輪SII 

輪SII 

曲SII 

ラSII 

直SII 

直SII 

曲SII 

ラSII 

輪SII 

輪SII 

直SII 

直S

輪S

輪S

曲KF

直KF

直KF

直S

曲KF

直KF

直KF

直S

ラ：直管にライナ挿人

挿し口 上下

切SII 423 

切SII 423 

切SII 424 

切SII 427 

曲SII 424 

切SII 426 

直SII 425 

直SII 

曲SII 

直SII 

切SII 

直SII 

直S

切S

切S

切KF

曲KF

切KF

直S

直KF

曲KF

切KF

直S

挿 し 口 直 ： 直 管

曲：曲管

切：切管

左右 水平 垂直 （参考）最大届曲角度21

425 -0.81 0.54 6.0 

424 0.27 6.0 

425 -0.27 2.69 6.0 

426 4.72 3.91 2.03) 

425 

424 -0.27 -2.02 6.0 

426 -2.02 -5.39 6.0 

1.48 1.62 2.03) 

-3.23 -0.40 6.0 

-2.96 -2.02 6.0 

3.80 1.95 7.0 

0.43 0.87 7.0 

3.47 -1.52 7.0 

-2.71 -4.89 7.0 

-9.81 -7.07 7.0 

一 ：測定せず

注2）最大屈曲角度：地震時などに曲がり得る最大屈曲角度のことであり、この角度まで曲がっても継子部が破損したり、

水密性が損なわれることはない（文献1参照） 。

注3)s H形曲管は、継手が図3の異形管に示すように離脱防止継手タイプであるため、最大屈曲角度が規定されていない

ので、伸縮余裕量（15mm）を管外径で除した参考値である。

5.管路挙動の推定

1）推定方法

管路の竣工図面と今回の継手屈曲角度の測

定結果をもとに、地滑り時の管路の動きを推

定した。水平方向には地滑りによって管路位

置の基準点が判らなくかったので、ここで

は、継手No.2,3の継ぎ輪および、継手No.22,

23の継ぎ輪の位置は変わらなかったものとし

て、これらの継ぎ輪に対する相対変位から地

滑り後の管路の位置を求めた。

2）結果

呼ひ、径400mmSH形管路についての結果を図

6に示し、呼び、径500mmS形管路についての結

果を図7に示す。地滑り前後を比較すると、ど

ちらの管路とも、水平方向には斜面崩壊下流

側に大きく湾曲しており、調査範囲の端部で

は、呼び径400mmSH形管路で、約1.4m、呼び

径500mmS形管路で、約2.0miまど管路が移動し

ていた。また、鉛直方向には下向きに湾曲し

ており、その最大沈下量は、呼び径400mmSII

形管路で、約2.2m、呼び径500mmS形管路で、約

2.lmで、あった。
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図6 呼び
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図7 呼び、径500mmS形管路の挙動
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このように、地滑りによって地盤のはらみ

出しゃ沈下が発生したにもかかわらず、耐震

継手ダクタイル管路は、継手部の伸縮・屈曲

および離脱防止性能によって鎖構造管路とし

てうまく機能し、管路全体が地盤の動きに柔

軟に追従していることがわかった。



斜面崩壊の地滑りによる耐震継手ダクタイル鉄管の挙動調査結果

6.まとめ

斜面崩壊による地滑り発生地点に埋設され

ていたS形、 SE形耐震継手ダクタイル鉄管の

調査を行い次のことがわかった。

①管体部および継手部ともに破損はもとより

変形も認められなかった。また、継手の離脱

も認められなかった。

②ゴム輪の出入り状態、ボルト・ナットの状

態および押輪の状態は良好であり、継手の水

密性能に重大な影響を及ぼすような異常は観

察されなかった。

③ほとんどの継手屈曲角度は継手の曲がり得

る最大屈曲角度以下であり、さらに屈曲し得

る余裕の残っていることがわかった。

④管路の挙動を検討した結果、鎖構造管路と

してうまく機能しており、管路全体が地盤の

大きな動きに柔軟に追従していることがわか

った。

この調査結果が今後の管路設計の一助とな

れば幸甚である。

【参考文献】

1）日本ダクタイル鉄管協会技術資料： 「地震

と管路について」 ,JDPAT 05 
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按術レポート回

拡張事業と
水道管路近代化
推進事業

指宿市水道課

工務係長 満永英治

工務係技師山崎 一磨
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1.はじめに

日本本土の最南端に位置する指宿市は、面積

78.25km2、人口3万1千人を擁し、 昔から湯の豊か

な宿としられ、四季折々の花が咲き乱れ、様々な

イベントが開催される温暖なリゾート地です。

温泉を核とする 国際観光温泉保養都市とし

て、年間350万人の観光客が訪れる南九州地域観

光の拠点、です。

図1 位置図

佐多岬

また、鹿児島県では、 高齢者の方々が社会の

担い手として活躍できるよう「すこやか長寿社

会運動」を県民総ぐるみで展開しております。

「ふれあいプラザなのはな館」は、この運動

の中核施設として建設されました。

県内外の高齢者 をはじめ幅広い世代の方々

が、鹿児島 らしい暖かい太陽、 美 しい花、 豊富

な温泉など恵まれた自然のなかで、ゆったりと

した雰囲気に包まれながら、 「生きがいづく

り・ふれあいづくり・健康づくり」ができる施

設として整備されています。

写真1 なのはな館
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2.水道事業の沿革

指宿市の水道は、嘉永5年（1852）薩摩藩主

「島津斉彬公」が、渇水で苦しむ農民のため

に東方字二俣から殿様湯まで、約3kmにわたり

石管を布設したのが、本市水道のはじまりで

あります。

昭和10年、指宿温泉水道土地株式会社による

水道会社が設立され、民間給水が始まりまし

た。昭和29年4月1日、市制施行とともに水道施

設の市営化の気運が高まり、昭和31年4月30日水

道会社の一切を買収し市営水道となりました。

併せて、計画給水人口7,300人、計画1日最大

給水量1,095m3と定める第1回拡張事業の認可

を受け、工事に着手しました。

その後、渇水が続き、長期にわたる給水制

限を余儀なくされたため、本市最大の水源で

ある池田湖畔に水源地（地下水）を求め安定

給水に努めました。

都市構造は、その後観光事業の飛躍的発展

に伴い、水需要は年ごとに増加し、ますます

水道施設の拡充の必要性がでてきました。

第5回拡張事業（5拡）は、昭和53年3月30日

変更認可を受け、昭和58年3月30日竣工、 4月

給水開始をしました。

内容は、計画給水人口30,600人、計画1日最

大給水量21,000m3で、供給しておりました。 し

かしながら、 5拡から 10数年の歳月の経過に

は、井戸水の枯渇（老朽化）の現象、ポンプ

機器類の老朽化、配水池容量の不足など、今

後の安定給水に危↑具される要素が顕著にでて

きたため、平成6年5月25日付、第6回拡張変更

事業（6拡）の認可を得て施設の整備拡充を図

ることとしました。

6拡の事業年度は、平成6年度から平成9年度

までの4年間とし、安定した取水のための放射

状集水井を築造し、計画1日最大給水量

23,700m3を確保しました。

容量6,000m3の石嶺配水池を建設し、配水池

容量の拡大とともにポンプ加圧区域の解消を図

ることを主事業に、給水区域の拡大を図りなが

ら、平成6年8月から工事に着手、平成10年3月

に完了し新施設より給水開始しています。

指宿市水道事業は、安心して飲めるおいしい

水を、安定的に供給し、生活環境の改善と市民

福祉向上のために、併せて高普及時代を迎えた

水道行政に対処し、さらに努力してます。

図2 配水池配置図
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図3 指宿市水道の概要
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3.安定給水をめざして

配水管の布設延長は、平成9年度末で約

200kmに及び、有収率の向上と安定した水道

水を送るために配水管整備計画をたて、毎年

配水管を新設延長しながら、石綿セメント管

の取り替えも同時に行っております。

大切な水道水も家庭に送る途中で漏れると

無駄になるばかりでなく、道路が陥没して事

故が発生したり、ときには思わぬ災害が発生

したりします。

水道課（職員数13名、内事務9名・技術4名）

では、貴重な水資源を無駄にしないために

も、漏水が発生すると昼夜を問わず、復旧作

業に全力をあげています。

給水人口と給水量の推移を表1に、導水管、送

水管、配水管延長を表2－表4に示します。

表1 給水人口と給水量の推移

年度
給水区域内 給水戸数 給水人口 普及率 年間給水量
人口／人 （人） （人） （%） (m) 

平成元年 30,487 10,942 29,347 96.3 4,396,534 

平成 2年 30,128 10,829 29,046 96.4 4,440,899 

平成 3年 29,919 10,896 28,831 96.4 4,473,514 

平成 4年 29,860 10,964 28,773 96.4 4,504,144 

平成 5年 29,982 11,151 28,890 96.4 4,429,498 

平成 6牢 30,407 11,382 29,222 96.l 4,714,571 

平成 7年 30,253 11,308 29,274 96.8 4,807,826 

平成 8年 30,197 11,417 29,218 96.8 4,835,525 

平 成 9年 30,111 11,941 29,166 96.9 4,764,266 

表2 管路延長の内訳（導水管）

口径 年 度 (m) 

(mm) 元年 ｜ 2年 ｜ 3年 4年 5年 6年 7年 8年 I9年

300未満 2,443 I 2,443 I 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 I 2,495 
計 2,443 I 2,443 I 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 I 2,495 

表3 管路延長の内訳（送水管）

口径 年 度 (m) 

(mm) 元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

300未満 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,018 

500未満 32,401 32,401 32,401 32,401 32,401 33,129 33,129 33,129 32,582 

百十 35,714 35,714 35,714 35,714 35,714 36,442 36,442 36,529 37,600 

表4 管路延長の内訳（配水管）

口径 年 度 (m) 

比（%率） (mm) 
元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

50 15,900 17,178 17,306 17,915 18,214 18,837 19,212 19,547 19,787 12.4 

75 50,501 53,271 55,153 55,311 54,889 56,075 50,753 57,009 57,700 35.7 

100 25,236 26,193 27,366 27,952 29,357 29,357 29,357 28,623 28,623 17.9 

125 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 679 679 679 0.4 

130 15,927 16,127 16,663 17,726 17,752 18,156 19,381 19,674 19,674 12.3 

200 17,125 17,125 17,125 17,125 17,125 17,125 17,125 17,268 17,268 10.8 

250 4,939 4,939 4,939 4,936 4,936 4,936 4,936 4,936 6,851 4.3 

300 5,353 5,353 5,353 5,353 5,353 5,353 5,353 5,362 5,365 3.4 

350 1,934 1,934 1,934 1,934 1,934 1,934 1,934 1,934 2,006 1.3 

400 830 830 830 830 830 1,558 1,558 1,614 2,398 1.5 

計 139,649 144,836 148,575 150,986 152,294 155,235 156,288 156,699 159,660 100.。
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4.管路新設事業

(1）工事名称、

迫五郎ヶ岡線配水管新設工事

(2）工事概要

ダクタイル鉄管 平成11. 5 第66号

街路事業と事前協議を行い、舗装前の施工

でコスト削減を図り2ヵ所の独立水管橋配

管があり、ダクタイル鉄管を採用し施工し

ました。

今回の工事は、永年の念願であった新団

地区100町歩の新田総合開発に伴い、建設

されたふれあいプラザなのはな館、シルバ

ーハウジング、宅地開発、総合運動施設な

どのアクセスとして、街路事業の整備が進

み、その工事と同時施工で、水道（ライフ

ライン）の整備を平成9年、 10年度の2ヵ年

で推進中であります。

(3）管種及び延長

写真2 全景（魚見岳より）

写真3 湯の里水管橋部（仮設時）

－開削部 ダクタイル鉄管

¢ 300mm 

k、SE形（3種管）

L=728m 

－水管橋部 ダクタイル鉄管

¢ 300mm 

s E形（1種管）

湯の里橋（2径問 ：レ19.3m+19.7m)

新田川水管橋（L=15.6m)

写真4 開削部（45。曲管）

写真5 湯の里水管橋部（中央部）
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5.今後の計画

・テーマ：水道未普及地域及び低水圧解消

市の北部に位置する小牧地区の水道は、既設の

地区水道に依存していますが、近年、渇水時にお

いて既設の水源（表流水、湧き水）からの取水量

が年々低下し、また、生活環境の向上に伴い、使

用水量が多くなってきたことにより、地区住民へ

の安定供給ができない状況であります。

このような状況を改善すべく、小牧地区に対

して幸屋地区の配水管より連絡管で連結し、給

水の安定供給を図るもので平成12年度より3ヵ年

計画で整備を行っていきたいと考えています。

また、南部地区の高台地域で低水圧解消事業

も今後の課題と受けとめています。

今後は、諸々の法手続きを踏まえ、厚生省、

県担当者のご助言、ご指導を仰ぎながら市民が

安心できる水道を目指して施策を展開していき

たいと考えています。

6.おわりに

本市水道においては、地区水道の統合、老

朽管の更新、施設の耐震化、直結給水の推進、

集中管理システムの導入を行い、経営の効率化

や財政の健全化を図り、住民サービスの向上に

努めていきます。

指宿市は、南九州地域の観光の拠点です。

美しいさつま富士（開聞岳）、九州最大の湖

（池田湖）、絶景の地（長崎鼻）、本土最南端

の佐多岬そして日本唯一の天然砂むし温泉も楽

しみのひとつです。

南国でなければ昧わえない解放感と驚きが

待っています。

最後に、 「日本砂むし・むかし話」をご紹介

します。

，－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一回一ー一回「

300年以上も昔のこと、あるところに魔法

の砂がありました。

それは火山の地熱で温められた砂だとかでそ

れを体にかけてもらうとアラ不思議、たちま

ち元気になるのでした。その効果は絶大で、

ウワサを聞きつけた人々が所せましと横たわ

り、何とも奇妙な光景だったとかこうして

「指宿」は「湯治宿」の名声を上げたとさ。

それにしても、今のような医療はもちろん食

べるものさえなかった時代、それでも、自然

の恵みとそれを活かす知恵で人々は今よりず

っとたくましかった。

ところでこの魔法の砂、今では“砂むし温

泉”と呼ばれ、相変わらず人々に重宝されて

いるんだとさ。メデタシ、メデタシ。

この地、砂むしを周ゆ、病客砂を

うがちで横に臥し暖砂を覆ふてその身を温む

諸病を治し最も筋骨の容痛に効験あり

旧薩摩藩「三国名勝図会」資料より

L一一一一一一一一一一一一一J

写真6 砂むし温泉風景
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按術レポート白

防災公園整備事業における

ダクタイル鉄管製
耐震性貯水槽の
設置工事について

l. はじめに

問問、明、V叩 U = 一~~開開閉醜«＝
掛拡玩~端治訟晶品~»捨五日ら~.~：沿：？~：－￥..«~...：.－：ミ永世柁量級減蹄

ひょうたん島は、旧吉野川と今切川の清流の

中に？芋かんでいる。

のどかなひょうたん島に、平成7年1月17日発

生した兵庫県南部地震は、関東大震災以来72年

ぶりで、耐震構造と思われている建築物や、日

本の高速道路は安全という神話もことごとく崩

壊、都市直下型地震の恐ろしさをまざまざと見

せつけました。

さらに、北島町は中央構造線の間近にあり、

直下型活断層地震の発生する可能性は非常に大

きく、また、 吉野川流域の沖積平野上であるた

め地盤が軟弱であるので、地震が発生した場合

は相当規模の被害を被る恐れがあります。

これを受けて、北島町でも地域防災計画の見

直し、同時に、災害が発生するまでに地域にお

いて被害の軽減・防止を目指す 『防災まちづく

りJへの関心が急速に高まり、防災連絡協議会

が策定されました。

平成9年度において、防災行政無線が完備致

しました。同時に防災公園（60m3のダクタイル

徳島県北島町役場総務課

主幹佐川愛治

鉄管製耐震性貯水槽）の整備に着手し、平成10年

度末に完成しましたので、ここに報告します。

2.北島町の地勢

北島町は、徳島市と鳴門市に接した近郊住宅

地で、徳島市まで約 8km、鳴門市まで約9km

と両市街地まで大変便利な所に位置 しておりま

す。面積は県下で最も狭く 8.77km2で、 平成11

年2月末日現在人口19,995人、世帯数6,845戸

と、人口密度は県下ーであります。

地形は、西高東低で山はなく、周囲を旧吉野川

と今切川に挟まれ、肥沃な土地・豊富な伏流水、

また、水陸の便に恵まれているため、早くから各

種工場が設置 され工業が盛んであり、さらに、産

業の面では、米作から果樹（梨）・れんこん・花き

（チューリ ップ）などの栽培と変貌し、近郊農業

の様相を呈 して参りました。

今切川流域一帯は、水陸の便に恵まれている

ため、昭和9年に東邦レーヨンを誘致して以

来、 工業の町として発展し、現在従業員30人以

上の企業は約40社を数え、県下有数の工業地帯
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となっています。

工場の設置とともに、他県から移住してきた

人々、他町村から転入してきた人々など、人口

の集積がみられます。また、教育、文化に対す

る意識 ・要望は、元々顕著なものがあり、 「教

育の町Jとして名を馳せてきたのであります。

そのような環境の中で、北島町は近年、徳島

市、鳴門市のベッドタウンとして発展中であ

り、とりわけ、これからの北島町を展望してみ

ますと、四国縦貫道、本四連絡橋の開通など

で、都市化に向けて大きく変貌することが予想

され、さらに、全国的にも現在、国際化、情報

化、高齢化が喧伝され、大きな時代の転換期に

立っております。

このような状況の中で、町民への知識、情報

の提供など、サービスへのニーズは今後極めて

高くなることは、論を待たないところでありま

す。

図1 北島町の位置図

3.防災公園の概要

①名称

「北村防災公園」

②目的

災害時の一時避難場所としての目的を持

った公園で、緊急に必要な備蓄倉庫および

道具類を整備し、地域住民の皆さんに安心

感を持ってもらうための安全性と信頼性を

十分備えた公闘であります。

③公園面積

1 207.4m2 

図2に北村防災公園の完成図を示します。

旧吉野川と今切川に固まれた

「ひょうたん型」の中州を中

心に構成されたまち

④防災公園としての機能整備

く防災設備＞

－防災広場（約550m2)

・耐震性貯水槽（60m3)

－備蓄倉庫（延べ床面積 24.0m2) 

－打抜き井戸（非常時の水洗便所に使用）

．防災無線柱

く児童公園設備＞

－屋根付きパーゴラ

・ベンチ（非常時はかまどとして利用）

・公衆便所（浄化槽付き）

※防災設備としても機能
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図2 北村防災公園完成図
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4.耐震性貯水槽の選定

貯水槽の使用材質を選定するに当たり、耐震

性貯水槽として実績の多いダクタイル鉄管製貯

水槽と鋼管製貯水槽との比較検討を行いまし

た。なお、鋼管製貯水槽については、現地溶接

部の防食措置が施工条件によってその性能が左

右されることから、貯水槽の水質への影響を考

慮、し、ステンレスクラッド鋼板使用としまし

た。

比較検討の結果、施工性（施工時間、天候な

どの施工条件による影響）、経済性（管材料、

管接合工事費）に優れたダクタイル鉄管製貯水

槽を採用することとしました。

5. 耐震性貯水槽の設計

①事前調査

貯水槽を設置する場所が配水管網（流入点2

箇所）の中央部に当たることから、貯水槽の水

質維持のために必要な流入水量が確保できるか

どうかが懸念されました。そのため、事前に配

水管網内の数箇所で流量測定を実施し、貯水槽

設置箇所での配水管流量を推定しました。

流量測定の結果、現状の配水管網、貯水槽設

置個所で問題のないことが確認されました。

なお、後述のように、貯水槽設置後も定期的

に貯水槽水質の検査を行い、貯水槽水質に異常

のないことを確認しております。
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②貯水槽の仕様、構造

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の規格に準じ、貯水槽

の仕様を次のようにしました。

－給水口： 2箇所

．採水口： 2箇所

・防 食：ポリエチレンスリーブ使用

．流入流出管：呼び、径150mm

(S E形ダクタイル鉄管）

31 

－形式：分散型（直線形）

・触手： LUF形

－容量： 60m3

－遮断弁：震度感知、水圧感知併用型緊急

遮断弁

．呼び径： 2000mm

－長さ：約20m

（直管4m×3本十5m×l本十帽、

栓×各1個）

図3

（水圧自動復帰形）

貯水槽本体の構造を図3に示します。

耐震性貯水槽の構造

~ 

!1! 'IT ¢ 150S H形ダクタイル鉄管

民fl三三日三 5÷＝コト；－：：三子←：：：：：.：：：－－；－！：：三王：さ寸l＝＝＞ー ・－ c=f主主主：・：毛＝＝・：→＝→÷三→：・主主主iペユ

主主
給水口

空気弁

1,520 

20,000 
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③貯水槽の布設位置

通常は貯水槽本体の土被りを1.5m程度にし、

給水設備などを地中に埋設する方法が一般的

ですが、

－住宅が近接しているので、鋼矢板打ち込み

時の振動、騒音から矢板施工はできるだけ

避けたい。

－地下水位が高いため、素堀施工での深い掘

削は難しい。

－素堀施工での深い掘削の場合、法面勾配か

ら広い作業範囲が必要となる。

などの理由から、素堀施工とし、掘削底面が

ほぼ地下水位面と同じになるような浅い掘削

としました。この場合、貯水槽の管頂がほぼ

地表面と同じ高さとなり、そのままでは給水室

が地上に出てくること、また、貯水槽が空の時

には地下水位の上昇によっては貯水槽が浮上す

る可能性があるので、貯水槽上部を盛土で覆う

こととしました。 （図4の埋設断面参照）

なお、図4のような埋設断面にした結果、地

域住民への工事による影響を低減できるだけ

でなく、工期の短縮と工事費の低減を図るこ

ともできました。また、盛土の表面には芝生

などの植栽を施すことにより盛土部分が子供

たちの格好の遊び場所になるのではないかと

考えられます。

図4 埋設断面
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6.耐震性貯水槽の施工

①掘削工

地下水位に対する安全を考慮、し、ウェルポ

イントをかけた上で掘削を行いました。

写真1 掘削状況

②基礎工

軟弱地盤であるので、管布設時の施工性確保

および、不同沈下防止のため、貯水槽の基礎部

を砕石基礎＋基礎コンクリートとし、その上

に砂基礎部を設ける構造としました。

写真2 基礎コンクリート施工状況

写真3 砂基礎施工状況

③管布設

公園内にクレーン車を設置して管の吊り込

み据え付けを行いました。

写真4 貯水槽本体布設状況

④埋戻し工

管底側は山砂、管頂側は掘削土を用いて埋

戻しを行いました。

なお、ほぼ管頂まで埋戻した段階で、給水

室の築造、流入流出管の布設をしました。

写真5 埋戻し状況

写真6 給水室築造および

流入流出管布設後の状況
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⑤盛土工

所定の高さ（給水室頂部）まで掘削土およ

び購入土により盛土を行いました。

なお、盛土完成時の状況を写真7に示します

が、盛土表面には芝生の植付けを行っていま

す。

写真7 盛土完成状況

⑥緊急遮断弁

地震や事故などによって配水管が損傷を受

けたとしても貯水槽内水の保持および濁水

の流入を防ぐ目的で、配水管と貯水槽との

聞を連絡する流入流出管（ ~ 150 s E形ダク

タイル鉄管）の途中に、地震および水圧変

動を感知して自動的に作動する緊急遮断弁

を設置しました。

写真8 緊急遮断弁設置状況

⑦備蓄倉庫

非常時の応急給水のために必要なポンプや給

水スタンドなどの給水備品およびいざと言う

時のための緊急資材、器具を保管する備蓄倉

庫を貯水槽に隣接して建設しました。

写真9 備蓄倉庫の外観

7.維持管理

耐震性貯水槽および備蓄倉庫の維持管理は

総務課が担当し、それ以外の施設については

通常「公園」として利用するので建設課にお

願LEしております。

また、耐震性貯水槽の入口と出口の2箇所で

水道課職員が10日に1度水質検査をしていま

す。

なお、水道法第20条に基づく水質検査を、

毎月1度業者に委託し実施致しております。

8.おわりに

耐震性貯水槽設置工事（第1期工事）に関し

ては、平成10年1月から工事に着手にし、当初

3月に完成する予定でしたが、流入および流出

管の布設位置が電話回線と交差するために設

計の変更などで工期の延長を余儀なくされ、 5

月の完成となりました。ただ、工事発注前に

地元説明会を開催するなどにより、地元住民

の信頼を得ていたので、工期延長に対しても

苦情はありませんでした。

なお、第2期工事（植栽．便所棟）は平成10

年12月に発注し、平成11年3月末日に完成しま

した。

最後に本事業の実施に関し、ご協力を賜り

ました関係各位に心より感謝いたします。
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