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パイプインパイプ工法による工業
用水道管路の更新工事

神戸市水道局

技術部浄水課
　　　　　　　係長　　　　鈴木　勉
　　　　　　　技術職員　山口　浩司

　神戸市の工業用水道は昭和40年度から給水を開始しており、水源は全
て市域外の河川から取水 している。経年変化による管路障害や埋設環
境の変化などで危険度は増大しており、工業用水道の安定給水確保を目
的とした第2次改築事業を平成13年度から行っている。今回のレポート
では、平成13年度に実施した 送水管路更新工事について、その背景、
管路更新に対する基本的な考え方、更新区間、工法の選定等を報告して
いる。

総武トンネル湧水対策工事にダ
クタイル鉄管を採用して

東日本旅客鉄道株式会社

東京支社　施設部　工事課
　　　　　　　　　　　　　　　秋山　淳志

　総武快速線総武トンネルは東京-錦糸町駅間の地下30mに位置し、昭和
47年に完成した鉄道専用トンネルで、このトンネル内部に常に湧水が流
入している。今回のレポートでは、この湧水を「水循環再生事業」 の
立場から有効利用する検討を進め、湧水を立会川まで送水するための管
路としてダクタイル鉄管を採用し、その施工手順を述べている。

蹴上浄水場施設更新事業につい
て

京都市水道局

給水部　工務課長
　　　　　　　　　　　　　　　松本　博司

　明治45年、東京遷都によってさびれた京都の町の近代化を図るべく、
最初の浄水場として蹴上浄水場が創設された。蹴上浄水場は創設以来90
年が経過し、老朽化が著しく、従来の施設能力を継続するのが難しいた
め、「蹴上浄水場整備計画」を策定、全面更新を行うことにし、その計
画概要と設計方針等を報告している。

塩化第一鉄添加による下水圧送
管の硫化水素対策

北九州市建設局

施設部　下水道管理課
　　　　　　　　　　　　　　　樋渡　真澄

　現在、北九州市では33ポンプ場、53低地ポンプ場が稼動している。近
年、下水道施設における硫化水素問題が注目を集めている。下水圧送管
の着水箇所では、少なからず硫化水素が発生し、臭気問題とコンクリー
トの腐食を引き起こしている。今回、硫化水素対策として塩化第一鉄添
加手法について実管路で効果確認実験を実施し、その結果を報告してい
る。
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2002年 No.73
管路総合評価システムと配水管
整備の考え方

福岡市水道局

計画課計画第一係長
　　　　　　　　　　　　　　　藤野　恭裕

　福岡市では大きな河川がなく、創設以来、水源確保に苦労しており、
昭和53年には給水制限を実施し、この渇水を機に「水管理センター」に
よる効率的な水運用、ブロック配水システムを導入している。今回のレ
ポートでは、安全で安定して水道水を供給するための施設整備の点で福
岡市の「管路総合評価システム」と配水管整備の考え方について述べて
いる。
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パイプインパイプ工法による
工業用水道管路の更新工事
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1.はじめに

人口 150万人を抱える神戸市は、慶応3年

(1868年）の兵庫開港以来、世界に名高い港湾

都市として、また異国文化を受け入れ発展しつ

づけた街として知られている。

市域のかなりの部分が大阪湾と六甲山系に

はさまれた狭監部に位置し、東西に長細い地理

的特長から数少ない河川の流路はいずれも極

端に短い。このため、水源となるべき河川の確保

が難しく、上水道は自己水源部分（22%）を除い

て阪神水道企業団（75%）および兵庫県企業庁

(3%）からの受水により賄っている。また、工業用

水道に至っては全てを市域外の河川から取水し

ている。

本市の工業用水道は、高度成長期に臨海地

区に位置する基幹産業への需要の増大に対応

するために、上水道施設を転用する形で発展し

てきた歴史を有する。しかし近年、水資源のリサ

イクルや有効利用などにより工業用水の需要は

漸次減少傾向にあり、経年化した諸施設の効率

的な更新・維持管理が重要な事業課題となって

pる。

神戸市水道局

技術部浄水課

一一一問機要議議機織機織

係長鈴木勉

技術職員山口浩司

2.工業用水道の概要

神戸市の工業用水道は、昭和28年度から神

戸港の東西に相次いで造成された埋立地区と

既存の工業地帯の産業基盤として整備され、昭

和40年度より給水を開始した。自己水源は皆無

であり、琵琶湖を水源とする淀川水系より取水を

行い、8市を経由する導水・送水施設を通じて市

内需要家へ給水している。（図1参照）

給水能力は、昭和40年度に第1期事業として

10万m3／日からスタートし、その後昭和45-49

年度の第2期事業では15万m3／日にまで、拡張

した。しかし近年需要の減少から、施設の縮小や

維持管理費の節約を図りつつ、平成13年度に

は10.6万m3／日に設定した。

3.工業用水道第2次改築事業

第1次改築事業として、昭和61年度から平成

5年度にかけて改築工事を実施している。その後

の施設の劣化に対処し、工業用水の安定給水

確保を目的に、工業用水道第2次改築事業を行

うこととした。対象は、土木構造物、建築構造物、

電機機械設備の改築工事と、工業用水道施設
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図1 工業用水道系統概略図

尼崎市 大阪市

須磨区

導水管路延長 L=20,934m 

表1 導送配水管路長

管種 口f歪 延長（m) 合計（m)

鋳鉄管 ¢1200 世1350 12,691 
導水管 鋼管 ¢1200 ¢1350 2,589 20,934 

コンクリート管 併1350 5,654 

鋳鉄管 ¢33” 6,073 

送水管 鋳鉄管 ¢36” 6,209 12,943 

鋳鉄管 ¢600-¢1200 661 

鋳鉄管 ¢100-¢1100 32,270 

配水管 ダクタイル鉄管 qllOO-ql 1100 31,933 67 617 

鋼管 qllOO-ql 900 3,414 

合計

全般にわたる。平成13年度からの10ヶ年計画の

事業で、国庫補助対象工事としてスタートしてい

る。

以下は、この事業のうち導送水管路の更新計

画について述べることとする。

4.導送配水管路と更新計画
4.1更新の背景

供用開始後約40年が経過した工業用水道施

設であるが、管路施設を取り巻く環境は著しく変

化している。特に、送水管路は上水道施設を転

用したもので、36”管が72年、33”管が85年経

過した施設となっている。布設ルートの大部分が

幹線道路と重なり、管体強度に直接影響を与え

101,494 

る交通量の増大あるいは車両の大型化、また経

年化に対する危険性の増大など、安定供給上多

くの課題を抱えている。

一方、平成7年の阪神・淡路大震災では、上

水道・工業用水道両施設ともに甚大な被害を受

けた。特に工業用水道じ於いては管路形態が基

本的に樹枝系管路（一部複線化）であることか

ら、局所的な被害が即時全面断水に直結する弱

点を露呈させた。ただし、六甲アイランドに布設さ

れていた鎖構造継手（SII・S形）管路について

は全く被害は発生しなかった。また、震災以前に

更新されていたPE形ダクタイル鉄管によるパイ

プインパイプ工法（以下PIP工法）区間において

も被害は見られなかった。

以上のことから、更新に対し次の方向づけが



裕をもって、設計・建設されていた管路も、時間と

ともに保持機能が低下するのに対し、交通量の

増大・車両の重量化など埋設環境は逆に厳しく

なっている。一方、要求される機能水準も時代と

ともに上昇する傾向にある。例えば、安易な断・減

水はで、きなくなっているし、水質変化に対するユ

ーザ、一要望も厳しくなっている。

その結果、時間とともに管路機能に余裕がなく

なり、最終的には管路障害に至る。（図2参照）

したがって、経年変化による管路障害および

埋設環境の変化に対応するとともに、要求水準

の上昇にも対応することが求められている。（図3

参照）

第73号

再確認できる 0

・工事中を含め、漏水等の事故時に給水障

害を最小限に抑えるためのパックアッフ。体制

の強化

・管材自身の経年化による危険性の排除

．脆弱な旧型印ろう継手（FC管）に替わる新

たな高機能継手への置き換え

．管路を含む施設全体としての耐震レベル

の向上

10 平成14.ダクタイル鉄管12 

4.2 管路更新の基本的考え方

1）管路機能の変化

建設当時は要求事項に対してある程度の余

管路機能、埋設環境および、要求水準の変化図2

鋳

鉄

管

路

の

機

能

時間

更新目的図3

①交通量の増大・重量化

②迷走電流の増加

③近接工事による地盤のゆるみ・沈下

①腐食（貫通子υ
②内面錆こぶ

③継手のゆるみ

①断・減水の少ない管路づくり（事故の少ない管路補強）

②水量・水圧の安定性向上（障害・変化に対応できる管材料）

③耐震性の向上（柔・鎖構造管路の横築）

要求水準の上昇
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2）更新区間・工法の選定

昭和49年度以降、導水・送水・配水管の3系

統の中から、更新区間・更新方法・優先順位を

決定し順次計画的に更新を実施してきた。

① 更新区間

更新区間は下記項目により選定した0

・事故履歴を有する区間

．環境変化が特に著しく危険性が高いと

予測される区間

・破損事故時の被害予測にもとづく危険

度の高い区間

② 更新工法

以下の点を考慮した結果、非開削工法であ

るPIP工法を、また、使用管種としては主にP

H形（4種管）を採用することにした。

．住民および社会環境への影響を最小限

に押さえられること

．施工スピードに優れ、短工期の工事が可

能な工法・管材料であること

・既設管の屈曲に追随できる継手形式を

有する管材料であること

・2条配管部（33"/36＂送水管）の狭い

作業空間内で、切替え工事を含む全作

業が安全にできること

図4 パイプインパイプ工法概念図

〆4.3 経年管更新の実績と今後の予定

表2 更新実績と予定

系統 年度 場所 更新口径 更新延長 備考

導水 S49 吹田市泉町一豊中市上津島 鋼管 ¢1200in¢1350 1,513m 23立坑13スパン

配水 S63 神戸市王子一水道筋
p H形手700in ¢33" 654m 

2立坑1スパン商店街
p H形 ¢800in ¢36" 654m 

導水 H5 伊丹市野間 p H形 ¢1200 in ¢ 1350 746m 4立坑3スパンP皿形あり

配水 H5 水道筋終点一将軍通り
p H形 ¢700in ¢33" 364m 5立坑4スパン都賀川部

p E形 ¢800in ¢36” 364m CL更生あり

配水 H7 
p H形 ¢700in ¢33" l,728m 

9立坑6スノTン震災復旧将軍通り一山手幹線通り
p H形 ¢800in ¢36" 1,436m 

導・送水 Hll 工業用水道施設整備計画策定

送水
p E形 ¢700in ¢33" 201m 

H13 工水送水南越木岩 2立坑1スパン
p H形 ¢800in ¢36" 201m 

送水 H14 工水送水南越木岩一岩園
p H形 ¢700in ¢33" l,092m 9立坑6スパン

p E形 ¢800in ¢36” 1,llOm 別途鋼管更新部分あり

送水 H15 工水送水芦屋川一本山
p H形 ¢700in ¢33” 1,450m 

現在更新計画中
p E形 ¢800in ¢36" 1,450m 

※Hl4年度分は現在施工中
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5.送水管路更新工事例（Hl3年度分）

平成13年度に実施した送水管路更新工事

についてここに報告する。当該送水管路は、上ヶ

原調整池（西宮市）と本山調整池（神戸市東

部）を結ぶ約12.9kmの区間を、¢33＂と¢36＂の

FC管による並列配管で布設されている。管路

周辺環境は建設当時とは異なり、現在では交通

量・地下埋設物ともに著しく増加した幹線道路下

に位置し、開削工法による更新は容易でない。こ

のような状況下、ダクタイル鉄管を用いたPIP工

法による経年管更新を実施した。

HWL=71.0m 

L羽TL=64.5m

5.1 工事概要

図5 送水管路縦断図

h2=39.5m 

打
出
！｜｜ 

h1=25.5m 

L= 12,943m (<,'133" ・ ql36＂ー2条分）

HWL=104.0m 

LW工＝96.5m

①工事名 ：工水送水管PIP工事

②工事場所 ：西宮市豊楽町1～菊谷町13

③工事期間： H13年7月11日～H14年3月31日

④工事内容 ：経年化した33＂と 36"FC管をダクタイル鉄管（PE形）にてPIP更新

5.2 立坑と挿入延長

表3 立坑と挿入延長

両発進 小判型ライナープレート
立坑 長さ9.15m×幅3.50m×深さ4.05m

立坑
両到達 小判型ライナープレート
立坑 長さ7.92m×幅4.00m×深さ4.37m

エアミルク充填 軽量鋼矢板
確認ポイント 長さ3.00m×幅1.00m×深さ 1.80m

A 
既設管 （併33”） L=197.76m 

挿入延長
PIP管 (¢700) L=201.02m 

B 
既設管 (¢36") L=197.35m 

PIP管 (¢800) L=200.65m 

図6 参照

曲率半径
R=.360m 
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図6 立坑図と施工区間

平面図

（了
10000 

時lド｜八l/<I刈
~－ 

~ 

A-A 断面

工水送水管PIP工事その1（南越木岩町）

（エアミルク点検箇所）

E 今
¢33＂管内清掃・エアミルク注入延長（既設管残置延長） L=197.76m

¢33＂管内清掃・エアミルク注入延長（既設管残置延長） L=197.35m 

B-B 断面

3500 

PIP¢700 

PIP¢800 

L=201.02m 

L=200.65m 

15 
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5.3 既設管と更新管

表4 特性比較

既 設 管

印ろう形継手（世75-¢1800) 

接合形状

j鉛ケ句〉

管 f圭
¢33" 

¢36＇” 

材 質 普通鋳鉄・高級鋳鉄管

引張強度 普通：122.5N/mm2以上品級：245N/mm2以上

伸 び ほとんどなし

継手の
ヤーンが水を吸収し膨潤して止水する構造

水密性

〈鉛コーキングによる剛構造継手〉

交通量の増大・重量化、地盤沈下等で、継子
継手構造 部に限度を超える荷重あるいは変位を受ける

と、漏水を生じやすい

錆こぶがある場合は、有効断面が小さくなり水
水量確保 量が少なくなる場合がある。文、一般的に組度

係数が低い

当該管路は2条並列であり図7のフローシート

にもとづき、最初に¢33”の更新工事を実施し、続

いて¢36＂の経年管を更新した。

フローシート末端の「立坑維持管理」とは、次年

度に継続して更新工事を予定している次区間の

ため、立坑部を覆工板養生にて道路解放したこ

とを示している。工事終了後、定期的に保守点検

を継続中である。

発進および到達両立坑ともに、道路事情により

終日占用をする乙とができず、日々の作業終了後

に道路開放となったが、ライナープレート工法の採

用により無事工期内に竣工することができた。

更 新 管

p H形継手（世700以上）

押輪用ボルト

セットボルトゴム輪押J輪／三／「ー 費口

三重宰を三一
ロックリング 挿し口

¢700 

¢800 

ダクタイル鉄管

420N/mm2以上

10% 以上

セルフシール機能を有するT形ゴム輪による水密性

l.5DkNの抜出阻止力を持つ鎖構造継手

既設管路の屈曲が、挿入管の許容屈曲角度以内の角度で

あれば、それに追随し挿入可能である

4平6滑00度以の上向の上場l合、1口径ダウンの更新で有れば管内面の
こより粗度係数が高くなり同等か、それ以上

の水量確保ができる

図7 フローシート

事前調査

ι 
試験堀工

ι 
｜地下埋設物移設 l

..(L 

立坑築造

（ 上水内水の
移設を実施

ι 〈断水｜

｜ 既設管撤去 ，~ 

ι 
｜管内清掃・調査 ｜

ι 雪間程；~説話く
｜（結晶） I 

.0. 

相試験工~ ~ l噌謀議後に
中詰充填工 ｜ 

ι 
｜立坑内連絡配管 ι－

ι 〈通水 l

｜ 立坑維持管理 I" 医さずに立坑管理を継続
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写真1 既設管切断工

写真3 φ800管吊込工

写真4 併800管挿入工

写真5 管端閉塞工

写真6 立坑内管連絡工

6. おわりに

供用開始以来、経年化がすすんでいる工業

用水道管路は、建設当時と比べて管路障害の

発生、埋設環境の著しい変化などにより、危険度

が増大している。

一方、今後の安定的需要の確保、地震時の安

定給水、また事故時の周辺地域への影響回避な

ど対処すべき課題は多く、更なる計画的な更新事

業の継続が供給者としての使命と考えている。

ところで、ダクタイル鉄管によるPIP工法が開発

されてから20年以上が経過したが、本市におい

てはPI形（内挿普通継手） ・P E形（内挿耐震継

手1.5DkN)・P皿形（内挿曲管部継手）・改良P

H形（会下山低層送水管で採用）とそれぞれ使

p分けてきた。これからも施工条件に適した工法

の開発を希望するものである。

例えば

・P皿形継手の簡素化（神戸市における実績

¢1200、¢1350) 
・傾斜配管部における PIP工法の適用

(22°/2程度の傾斜配管）など。
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総武トンネル湧水対策工事に
ダクタイル鉄管を採用して

東日本旅客鉄道株式会社

東京支社施設部工事課 秋山淳志

盤解機野手呼一 品：：：一一：ar襲警警護機慾慾際機議総議繋総綴灘綿織議蟻犠蟻欝纏鐙錨磁欝欝鶴纏醐箇箇醤田園

l. はじめに

総武（快速）線総武トンネル（東京一錦糸町

間）は昭和47年7月に営業を開始した延長

約3.0kmの地下トンネルである。

この総武トンネルは、開業当初から湧水を馬

喰町駅及び銭瓶の排水所に集め、ポンプ圧

送により東京都の公共下水道に排水してい

た。この排水量は東京都の地下水取水規制

（昭和46年実施）以降の地下水位上昇に伴

p年々増加し、現在では約4,500m3／日に達

していた。

一方、東京都は水循環マスタープランを策定

し、地下水や下水道処理水の利活用を図っ

ており、総武トンネルの湧水についても当社と

有効利用するための意見交換を進めてきた。

その中で東京都から悪臭に対する苦情の多

い、品川区の立会川ヘ放流するとLEう提案が

あった。当社は地域の環境改善に貢献でき

る、現在支払ってpる下水道料金が削減でき

るというメリットがあることから設備整備を行う

ことに合意した。

以上のような経緯からJR総武快速線馬喰

町～東京駅間でトンネル内に流入する湧水

を、立会川まで送水するための延長12.3km

の管路を敷設することとなった。（図1参照）

2. 工事概要

本事業は、馬喰町及び銭瓶排水所の地下

水を銭瓶町高架橋下に新設する新銭瓶排

水所に集約したうえで、東京トンネル～品川構

内～大井町～品川区道を経由して立会川ヘ

放流するルートで送水管路及びポンプ圧送

設備を新設する工事である。（図2）工事費用

は全額を当社が負担した。

以下に総武トンネル湧水対策工事の概要

を記述する。

①目的

総武トンネル内に発生する湧水を活用した立

会川の水質浄化

②位置

東京都江戸川区馬喰町立坑～品川区月見橋

③送水管

施工延長：12.3km



図1 総武トンネル湧水対策ルート
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内訳：総武トンネル区間：1.6km

東京トンネル区間：6.6km

地上部分：4.lkm （品川駅～立会川間）

管種：¢300、¢350K形・T形ダクタイル鉄管

④ポンプ設備

2箇所（馬喰町立坑内、銭瓶排水所）

⑤ 工期

平成13年3月一14年6月

3. 夕、クタイル鉄管の採用

本工事の送水管にはK形ならびにT形ダクタイ

ル鉄管を採用した。その採用の経緯を以下に述

べる。

3.1 送水管の敷設条件

総武トンネル湧水対策工事における、送水管

の特記すべき敷設条件は以下の通りである。

①送水管はトンネル内の電車に当たらない車両

限界外に配置する。すなわち、図2に示すよ

うにできる限りトンネル内壁に接近させた、狭

p空間に配管することが必要である。

図2 送水管の配置

②作業時間は終電から始発までの約4時間であ

る。さらに配管作業の前後に毎日おこなう準

備・後片付けの時間が必要であり、短時間で

の配管が要求される。

③駅の構内、トンネル内には列車を動かす上で

重要な設備が配置されており、直線配管が難

しLE箇所もあり、高い配管の自由度が要求さ

れる。

④通水後は車両が頻繁に走行するため、送水

管には高い水密性と信頼性が要求される。

⑤ 送水管はトンネル内の多湿な環境の中に露

出した状態で設置されるため、高い防食性能

が要求される。

3.2 配管材料の選択

送水管の管材を選択するに際し、上記の敷

設条件を十分に考慮した結果、K形・T形ダクタ

イル鉄管を採用するに至った。その主な理由を

以下に示す。

①接合に特殊な工具が不要で、狭い空間でも

短時間に施工ができる。

②曲管と切管の組み合わせにより、現場での配

管の自由度が高い。

③高い水密性を有している。

ダクタイル鉄管の耐水圧（内圧）を表1に示す。

④耐久性に優れている。

表1 夕、クタイル鉄管の内圧
単位：MPa

呼び径 ｜ 設計水圧 ｜ 保~「
300 I 4.9 I 9.s 

¢3so I 3.4 I 6.s 

注）ダクタイル鉄管の耐水圧は、K形－τ形とも共通の値で

ある。表中の値はダクタイル鉄管（3種）のものである。

⑤ ダクタイル鉄管は敷設環境に応じた外面防食

塗装を施すことができる。

なお、本工事では工場内で実施する一次

塗装として亜鉛溶射、23次ならびに現地塗

装にエポキシ樹脂塗装を施し、防食性能を確

実なものとした。（ダクタイル鋳鉄管外面特殊

塗装 JDPA Z 2009・19924C仕様）

4. 施工機器の製作

本工事の重要な課題は1日の作業を4時間以

内に完了することで、あった。そこで管の搬入・据

え付けには、図3に示すような、搬送台が上下移

動可能な台車を製作した。これによってダクタイ

ル鉄管を据え付けの高さまで正確かつ容易に

持ち上げることができた。

また、トンネル内側に設置した管受台には、配

管時のトンネル内壁に沿った移動を容易にする

目的で写真1に示すローラーを取り付けた。



図3 管運搬台車
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写真1 軸方向移動ローラー

5.配管の施工手順

トンネル内配管の施工手順を以下に示す。

①管受台の取付け（写真2)

トンネル内壁の所定の位置に管受台を取付

け、アンカーボルトで固定した。

写真2 管受台の取り付け

管受台の固定作業

軌道上を走行できる管運搬台車を使うことに

より、1日の使用量の10本を、1回で搬送する

ことが可能となった。

写真3 搬送

③据え付け（写真4)

管運搬台車を配管位置に止めた後、あらかじ

め設置した管受台に搬送台の高さを合わせ

た。搬送台から受台への管の移動は転がす

ことで、行った。

管運搬台車を使うことによって、作業時間

の短縮と安全が確保できた。

写真4 据え付け

管を転がしての移動作業

④管の挿入と接合（写真5,6)

管受台に取付けられた軸方向移動用ローラー

によって、配管・接合時のトンネルに沿った移

動は容易になった。

写真5 管の挿入

軸方向移動用ローラー
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写真6 K形ダクタイル鉄管の接合

⑤ スラストカへの対応（写真7)

スラストが発生する位置での管体防護は、施

工時間短縮のため、コンクリート防護とせずス

ラスト受金具を使用した。

写真7 スラスト受金具の設置

スラスト受金具

⑥ 完成（写真8,9)

トンネル内、地上部分とも、配管施工は順調

に行われ、作業は無事完了した。

写真8 トンネル部の配管

写真9 地上部の配管

5.おわりに

総武トンネル湧水対策工事は1日に4時間と

pう短い作業時間に加え、配管位置をトンネル内

壁にできる限り近づける必要があるとpう厳しL) 

施工条件のなかで実施された。

しかし、管運搬台車と軸方向移動用ローラー

等の製作、さらには迅速な接合が可能なダクタイ

ル鉄管を採用したことで工期内に作業を終えるこ

とができた。

また、ダクタイル鉄管は高い内水圧に耐える上

に、外面に重防食塗装を施しており、多湿なトン

ネル内の環境でも十分な耐食性能を有している

ことから、今後長期間にわたって安心して使用で、

きると考えている。

今後は、この管路によって送水された総武トン

ネル内の湧水が、立会川の水質汚濁の改善に

大きな効果を上げていくことを期待するものであ

る。

当社では「快適な環境の提供を通じてお客様

に貢献し、かつ環境にも優しい施策」を全社的に

推し進めている。今回紹介した内容が同様な環

境保護事業に取り組んでおられる皆様方の参考

になれば幸いである。

最後にこの「総武トンネル湧水対策工事」の

実施にあたり、関係者各位および安全に施工を

おこなっていただいた施工業者の方々に深く感

謝申し上げる次第である。
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蹴上浄水場施設更新事業
について

懇繋鱗3議議議：；fl烈・・・・・・・・・

1.はじめに

春の廊燭に始まり、四季折々の美しい自然に

恵まれた蹴上浄水場の周辺には、南禅寺や美術

館，往時を追懐できる水路閣や蹴上インクラインな

どがあり、琵琶湖疏水の流れとともに市民に親し

まれ、訪れる観光客も後を絶たない。

この風光明婦な地に、明治45年、東京遷都に

よってさひ、れた京都の町の近代化を図るべく、三

大事業のーっとして、道路拡築事業（市電建

設）、第二水利事業（琵琶湖第二疏水建設）とと

もに上水道事業が施行され、蹴上浄水場は京都

で最初の浄水場として創設された。

当時の浄水処理方式は、水質が良好で、あった

ことなどから、緩速ろ過方式が主流で、あった。しか

しながら、狭障な敷地による制約と将来の水需要

を考慮し、日本最初の急速ろ過方式（機械撹枠

式表面洗浄方式，20池）が採用された。

給水能力は68,100m3／日で、あったが，その後の

市域の拡大と水需要の増加に伴い、昭和37年に

創設期の第1系統沈澱施設の改良が行われ、ま

た、同時に日本初の大型高速凝集式沈澱池（スラ

リー循環型，3池）を備えた第2系統浄水処理施設

京都市水道局給水部

工務課長

松本博司

嬢懇鱗鱗議離婚鞘融持説函孟孟ふ邸時間園田田日；3：議議im;m警＠m懇意~務総務機

が新設され、現在198,000m3／日の給水能力を持

つ浄水場となっている。なお、浄水場敷地は高台

の配水池用地を除くと、東西70~lOOm南北340

mが浄水処理用地と非常に狭障な敷地で、ある。

写真1 蹴上浄水場全景（更新前）



蹴上浄水場施設更新事業について 25 

写真2 旧第1ろ過場

2.更新事業の必要性と目的

明治期以降の市勢の発展と高度成長期の水

需要増加を支えてきた蹴上浄水場であるが，第1

系統浄水処理施設は創設以来90年が経過し、

老朽化が著しく、原水水質悪化時にろ過障害を

生じるなど、従来の施設能力を継続していくこと

が困難な状況であった。

また、第2系統浄水処理施設は機械式大型高

速凝集式沈澱池であるため原水水質や処理水

量の急激な変化時に合わせた適切な浄水処理

が難しく、安定した浄水処理水の確保が困難とな

っていた。

これらの問題点を解消し、将来に亘り安定給水を

確保するため、「蹴上浄水場整備計画」を策定し、

浄水処理施設全体の見直しを行い、沈澱、ろ過方

式が異なる現2系統の浄水処理システムの一元化

を図ることを基本として、全面更新を行うこととした。

平成9年度から更新工事に着手し、平成15年

度に一部更新した施設の運用を行い、既存第2

系浄水処理施設を休止する予定で、ある。

その後、低区配水池の更新と沈澱池2池の建

設を計画している。

3.施設計画概要

更新施設の全体計画平面図を図1に、計画概

要と工程をそれぞれ表1、表2に示すとともに、更

新計画の概要を述べる。

図1 蹴上浄水場全体計画平面図

~ 

じコ：更新前施設

~ 
取水池
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表1 計画概要

項 目 内 '.{'.; 

施設能力 計画給水量 198,000m3／日、 計画浄水量 217,800m3／日

導水施設 導水管口径 ¢1800mm×延長80m（推進管us形）

着水井 有効容量 345m3 

急速撹枠池 機械撹梓方式、 立形翼車（吊下げタービン式）

フロック形成、池 パドル式機械撹枠方式

沈 澱 池 横有チェ効流ー式容ン傾量フ斜ライ板2チ，2沈5式8澱m汚方3泥×式掻4池（寄空機気洗浄管付）

急速ろ過池
後有中間塩効塩素ろ過素面積水水平1平30迂迂m流流2×撹撹1搾枠4池方方式式（内2τ2池酒池予一備一） 

塩素混和池

自己 方t 池 f比l星第1配水池8,500m3を増強

流量計室 i高t区g本f藷韓2流3量！U計電5磁3式； ii結0白n

受変電設備 受ガス電絶電縁圧式、2、OK変v 圧2器回2線，o~常OK用vA、予×備2 ） 

監視制御設備 集デー中タ管ー理ロ分ガ散設備制併御設方式（CRT監視装置、DOC分散制御装置）

ポリ塩化注一ア軸入ル機偏ミニ芯1.3ウネムtジ／（式10分注%入溶×ポ液ン） 
プ3台方式（内、1台貯予蔵備槽） 4lm3 × 3槽

薬品注入設備 硫酸アル注一ミ入軸ニ機偏ウ芯ム1.3ネ（Beジ%／式溶分注液入） 
×ポンプ3台方式（内、1台貯予蔵備槽） 23m3 × 3槽

次亜塩素注イン酸入ゼ機ナクト8タリ台ーウ吸ム（内引（有1圧台効送予塩方備素式）濃、度12%)
貯蔵槽 19m3 × 5槽

表2 事業の全体工程 （概略）

施工年度
工事名 整備内容

H9 HlO Hll H12 H13 H14 Hl5 Hl6 H17 H18 

準備工事 第 1系統 ろ過池・沈澱池撤去
砂田園圃．

急速ろ過池築造
躯体築造（機械・電気設備含む） ー

130m2／、池× 14池
． 

3・4号沈澱池築造
躯体築造（機械・電気設備含む） ー

横流傾斜板方式 4.5段

薬品注入設備改良 薬品室（ばんど、パッ夕、次亜塩）築造 畠

電気・機械設備
． 

幹線流量計室築造 高区（高区本線世4tgo、 0東、御陵¢3t6~0)
最高区（吉田 山 ー

表洗ポンプ棟築造 ポンプ後室塩，ろ素過混池和電池気、電室気、水・機質械計設器備室 ー． 

導水管布設・高区 導水管 ~1800×80m 
本線布設等 高区本線等 1200×370m

1・ ． 

着水井築造 ー

1・2号沈澱池築造 (2系ろ過池・沈澱池撤去含む） ... 
一－ー一 圃圃．

第 1低区配水池改良 8,500m3を増強 ・ーー・ー－ ーー・
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( 1)施設能力

公称施設能力は，近年の水需要の動向から判

断し、現況施設能力と同じ198,000m3／日とし

た。

ただし、建設にあたっては蹴上浄水場の給水

区域の半分を他の3浄水場で受け持ち，第1系

統施設を休止して工事を進めている。

(2）導水管の更新による安定取水

取水池は三条通りを挟んだ東側、琵琶湖第1

疏水と第2疏水の合流点の付近にあり、そこカミら

呼び径1500mm（鋼管）と呼ひ、径900mm（鋳鉄

管）×2条の導水管により導水しているが、創設

時の呼び

び、径1800mmの耐震管（推進工法用us形ダク

タイル鉄管）を新設し、取水の安定性向上を図る

こととした。

(3）沈澱池・ろ過池の一元化

第1系統浄水処理施設は、迂流式を横流式に

改造した横流式沈澱池とジュエール式の下部集

水装置からなる円形急速ろ過池（20池）で構成

されていた。また、第2系統浄水処理施設は大型

高速凝集式沈澱池（3池）と一般的な矩形状の

急速ろ過池（10池）とで構成されていて、一つの

浄水場の中に2つの浄水場が存在しているかの

ような状態で、あった。

計画では、これらのろ過施設や沈澱施設をそ

れぞれ一元化し、浄水処理性能の向上や維持

管理の容易性を図ることとした。

薬品沈澱池は傾斜板方式4池とし、急速ろ過

池は有効ろ過面積130ぱを14池築造することと

し、残存する用地は将来の高度処理予定地と計

画した。

(4）薬品注入設備の更新

薬品類の注入設備は全て更新し、管理本館

内の旧ポンプ室およびポンプ井を改造し、凝集剤

（ポリ塩化アルミニウム、硫酸アルミニウム）および

次亜塩素酸ナトリウムの注入設備と貯蔵槽を設

置することとした。

(5）監視制御設備の導入

マイクロコンピューターとCRTオペレーションを

主体とした水平分散型ディジタル計装、ンステムを

基本とし、

①運転管理を支援する情報の集中化

②システムの高信頼性とフェイルセーブ

③監視性・操作性の優れたシステム

④保守点検の容易なシステム

⑤拡張性を持ったシステム

などの整備・実現を目指すこととした。

(6）配水幹線の整備

場内には配水区域・水圧の異なる3系統の幹

線配水管が布設されており、施設建設に支障と

なるため、場内南側に配水幹線を移設し4幹線

の流量計室を建設、場外は三条通り（旧京阪電

車軌道内）の道路改修工事計画に併せて布設

替を行う計画とした。

(7）配水池能力の増強

創設期に建設された低区第1配水池（容量

8,500m3）は老朽化が進行しており、容量も不足

していた。また、昭和37年に建設された低区第2

配水池（容量10,900m3）と水深が異なるなど，運

用上の問題点もあることから、浄水施設の更新

に引き続き改良する予定である。

4.設計方針

設計にあたっては、水処理性能はもとより、

①耐震性の向上

②維持補修の容易性

③管路の二系統化

④建設コストの低減

をコンセブ。トとした。

( 1)耐震性の向上

ろ過池・沈澱池等については、阪神・淡路大

震災を想定し、その被害を防止するため、日本水

道協会の耐震工法指針に基づき耐震設計（重

要度ランクAを設定し、地震動レベル2を採用）を

行い施工した。

埋設される配管材料（導水管、沈澱池流入・

流出管、ろ過池連絡管、逆洗管など）について
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は、重要度の高いものは全て、大きな伸縮量と離

脱防止性能を有したS形、SE形、NS形の耐震

管を採用し、耐震性の向上に努めた。

(2）維持補修の容易性

ろ過池は原水渠のループ化と、ろ過池流入門

扉取替用角落しの設置により2池毎の休止を可

能とし、逆洗弁にはフランジアダプターを設置し弁

取替を容易にした。沈澱池には急速携枠池を各

池に設け、1池毎の休止を可能にするなどの対策

を講じ、バルブ、機械設備などの維持補修や更新

の容易d性を図った。

写真3 原水渠角落し

写真4 逆洗弁に設置したフランジアダプター

(3）管路の二系統化

新設導水管（呼び径1800mm)1本で導水可

能であるが、既設導水管（呼び、径1500mm）を予

備管として浄水場内で連絡し、2系統化を図るこ

ととした。また、逆洗管も当面の仮設管を残し，第2

系統施設撤去後新設する配水池からの逆洗管

と連絡し、より安全性の高い二系統の管路構成

を図ることとした。

また、将来の高度処理化を考慮し、沈澱池処

理水の連絡管を先行布設している。

(4）建設コストの低減

当浄水場の敷地内には、水質試験所や配水

池を有していることから、日々の業務に支障の無

t h通路を確保する必要があった。そのため仮設

道路を設けることとしたが、コスト低減のため現場

発生土で盛土し，垂直に近い盛土可能なジオグリ

ッド工法を採用した。また、ろ過池の施工にあたっ

ても、西側は土留工を型枠として躯体築造を行う

など、コストの低減に努めた。

写真5 ジオクリッド、工法を採用した仮設道路

5.設計面で苦労した点とその対応

実施設計は，狭騒な敷地の限られたスペースの

中で、片系統の施設を稼動させながら、更新を行

うもので、あったため、施設の構造と配置，配管スペ

ースの確保、桟橋や土留め工法などの仮設検

討、既設構造物や既設管の安全性確保などとい

った多くの課題を抱えていた。これらの諸問題に

ついては種々検討を行い対処したが、現場での

変更・解決事項も多くあった。
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以下に配管を主に事例を述べる。
(1)導水管布設工事

導水管（呼び、径1800mm）は三条通りを横断

するため、浄水場側を発進側とした羽口推進工

法で、行った。到達側の地盤が高いこともあって、

立坑の深さを出来るだけ浅くするため5%の勾配

を持たし、推進することとした。

到達側は余裕の無い配管で、あったため、到達

立坑内の約9mの垂直配管部分で、5%の勾配を

解消し水平に戻す必要が生じた。

施工性などの検討の結果、垂直部にはK形継

手を採用し、各継手で許容曲げ角度内で微調整

を行い、その後Co防護を施し一体化することと

した。

図2 推進管断面図

発進立坑
（円形ライナープレート）

厚2.7mm×~6.5m×深 12.0m

推進工法用直管
UF-US形

¢1800 

写真6 配管状況

三条通り

到達立坑
（円形ライナープレート）

厚2.7mm×,P4.5m×深9.5m

cP 。
。
。

． 

推進延長47083

53596 

推進工法用直管
us形
¢1800 

推進工法用直管
UF-US形

¢1800 

(2）不断水挿入弁設置工事

ろ過池建設にあたっては、支障となる高区予備

配水管（呼ひ、径900mm、鋼管）を撤去する必要

があった。しかし、仕切弁が無く挿入弁を設置す

ることとしたが、管材質が鋼管であり、水圧による

不平均力（190kN）が懸念されるため、H鋼による

杭打ちとCo防護との併用により、堅固な防護を

行い対処した。
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図3 防護図

管防護コンクリート Fト ル プ 仰

管固定用鋼材（H-200×200)
ノTドjレ

高区配水管世900SP撤去

管固定用コンクリート

（後に撤去）

旧高区配水バイパス管

世700CIP 

基礎コンクリート

写真7 不断水挿入弁設置状況

(3）ろ過池管廊内配管工事

ろ過池管廊内には、K形ダクタイル鉄管で表洗

管（日乎ひ、径3閃mm）・逆洗管（ロ乎び、径800mm）.浄

水管（呼び、径400mm)・ろ排管（日乎び

を上下4~受、左右2列に配置するが、ろ過池躯体の

伸縮継子部分（2ヶ所）の管路にも伸縮性を持た

せる対応が必要で、あった。

当初は伸縮可携管を設置する予定であった

が、コスト低減の観点から、離脱防止性能を持つ

S形やSE形の継ぎ輪を配置し、伸縮などの変位

既設防護コンクリート

高区配水管 ¢1350SP 

新設高区配水パイノTス管

900 DIP 

配管のため撤去、
後にコンクリート打設

に対処した。また、埋戻し後の配管に生じ易い沈

下や、地震時の管路と構造物の挙動の相違によ

る変位などに対応するため、管路と構造物の接

続部にも、向上の継ぎ輪を配置した。

写真8 エキスパンション対応配管
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図4 管廊内配管図

ろ過池管廊縦断面図

(4）幹線流量計室築造工事

幹線流量計室内には、4本の幹線配水管の流

量計を設置するもので、あった。4幹線の本管と，流

量計取替用パイノfス管を設置するには、平面的に

大規模な躯体構造になり、用地の制約上平面的

図5 流量計配管図

平面図

12000 

A-A断面図 電磁流量計¢800

！
 

日
u

－
nv
－
 

0
0

一
弁一J

4
 

－フ一フ一タ－
J

、．，，，
 

(BlF) 

継ぎ輪SH形<6350

にで、きるだ、け小さな構造にする必要があった。そ

のため配管の配置など検討した結果、本管、バイ

パス管をそれぞれ上下に配置し、躯体構造を地

下2階の階層式にすることで対応した。

写真9 流量計設置状況

；翻

ミ
1渉。

品

写真10 流量計バイパス管（写真9の下層階）
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(5）建築工事

創設期の施設は赤煉瓦造りの趣のある建物

で市民に親しまれていた。

今回の更新にあたっても、伝統的な面影を残

し、沈澱池・ろ過池等の入口や表洗ポンプ棟など

の地上の建築物全ての外壁に煉瓦調タイルを用

い、勾配屋根を取入れるなど、景観にも十分配慮、

を行った。

写真11 ろ過池階段室

6.施工面で苦労した点とその対応

現場では稼動施設と工事範囲が隣接し、また

埋設物が輯鞍しているなかで、の工事で、あった。

工事をすすめるにあたっては、運用施設の安全

性を最重視し、試験掘りによる調査確認等を行

い、必要に応じて保安・防護対策を行って施工し

ている。

南北2ヶ所の出入口も配管工事・流量計室築

造工事等による通行止め、沈澱池築造による仮

設桟橋等の設置により、業務および、工事に支障

の無いよう施工計画および工程管理を徹底し、

綿密な連絡・調整を行い施工している。

土木・建築・機械電気設備などの工事が輔湊

している上、稼動中の施設や配水管が接近して

pること、また、工程に合わせて使用中の配水管

や設備の切替えが伴うなど、非常に厳しい条件

下で、の作業となっている。

創設期の施設も多く、また度重なる改良・改修

が行われた浄水場であるため、竣工図面にない

埋設物等が発見され、その都度確認を行い移

設・撤去等の処理を行いつつの施工で、あった。

( 1)電蝕による漏水修理

既設沈澱池撤去工事に際し、供用中の高区配

水管（呼び径1200mm、鋼管）から、土留杭の打

込みによる影響と想定される漏水が発生した。即

座に調査を行ったところ、浄水場に隣接する路面

電車の電蝕と思われる蜂の巣状の腐食が多数認

められ，約50mの間で、7個所の漏水があった。

当時この配水管は移設前で、日量45,000m3を

給水する当浄水場唯一の高区系幹線配水管で

あり、断水は不可能で、あった。そこで木栓を用い

て止水し、鋼板の溶接補修を行うこととした。腐

食の状況から、木栓を打つことにより、漏水孔が

更に拡大することが懸念されたが、無事ことなき

を得た。その後布設替えまでは、休日を含め常時

監視を行い、即応体制をとることとした。この漏水

により掘削工事・躯体撤去工事がストッフ。し、その

後の工程に影響を与えた。

写真12 漏水修理状況

(2）バタフライ弁設置工事

上記の漏水した高区配水管は沈澱池築造に

支障となるため撤去する必要があったが、新設配

水管に切替るまで撤去できなく、沈澱池築造も，下

流部半分の施工を終え手待ちとなった。

その後切替を終えたが、この管は上流部では

業務用水（第2系統ろ過池の表洗・逆洗および場

内給水）が供給されており、しかも撤去部分まで

バルブが設置されていないため、何処かで、パル

プを設置する必要があった。漏水した鋼管を残す

ことができないため、鋳鉄部分である本館部分で

断水し、バルブを設置することにした。
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搬入ピットの制約や施工’性等により、短面問バ

タフライ弁を用いることとし、手狭な地下部分での

作業であり、かつ施工時間に制約がある作業で

あるため、浄水場と入念に協議を行い、断水・排

水作業から工事完了・通水作業までのタイムスケ

ジュールと施工機械・配置人員および指揮命令

図6 バタフライ弁設置図

本館地下管廊断面図開口2000L×1250W

山引一

~I~ 

①K形 短管2号 ¢1200（既設）

②K形 継ぎ輪 ¢1200

③K形 切管乙 ¢1200×1450

④K形 短管1号 ¢1200

⑤立形バタフライ弁 ¢1200 
（短面間）

既設スラプはつり

写真13 バタフライ弁設置状況

の確認等詳細にわたる協議と安全な施工体制

を確立して施工した。

断水にあたっては、ろ過池（10池）全ての洗浄

を前日に終え、施工に着手し、予定どおり短時間

で無事施工を終えることができた。

(3）グランドアンカー打設工事

沈澱池築造の土留めは、H親杭横矢板工法

とグランドアンカー工を併用し施工した。

アンカー打設面には、第2ろ過池が近接してお

り、その内側に高区配水管（呼び径1200mm、

鋼管）とろ過池洗浄排水管（呼び径lOOOmm、

ヒューム管）が埋設されており、削孔時に損傷を

与えれば、浄水場全体の機能を停止させてしま

う恐れがあるため、綿密な事前調査による施工

計画と慎重な作業が要求された。

写真14 アンカー設置状況

調査の結果、第2ろ過池および高区配水管に

ついては、高さ、位置ともに問題なく施工できる

と判断できた。しかし、ろ過池洗浄管について

は、土被りが9mもある上、相当古いヒューム管で、

あるため、削孔中に損傷を与えられていても気

付かない恐れがあり、慎重に調査する必要があ

った。

人孔を頼りに測量を行い、平面図、断面図を

作成し、誤差および管への影響を考慮した結

果，管外面よりlmの離隔を設けることとし、アンカ

一打設角度（水平角度含む）を決定した。
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図7 アンカー施工図

。の吋
V
ド

施工時には、2個所の人孔の鉄蓋を開け、管

内に注入モルタルが流入しないよう注意深く確

認しながら、削孔を行った。その結果、施設に悪

影響を与えること無く完了した。

高区配水管

｜第2ろ過池｜

ろ過池洗浄排水管

7.おわりに

稼動している施設を使用しながらの工事であ

ることから、細心の注意を払う必要があり、完成ま

でには幾多の困難を伴うことが予想されるが、本

事業は20世紀から21世紀にまたがる大事業で

あり，本市水道事業にとっての総括でもある。

技術上の問題点や障害などを克服しつつ、当

面の平成15年度一部更新施設の通水に向け、

着実に実施していきたいと考えている。
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近年、下水道施設における硫化水素問題が下

水道関係者の注目を集めている。特に、下水圧

送管内で生成する硫化水素は維持管理上の重

要な問題となっており、合理的な対策の確立が

求められている。

現在、北九州市では34ポンプ場、80低地ポン

プ場（マンホールポンプを使用）が稼働しており

（図1参照）、圧送管の着水箇所では少なからず

硫化水素が発生し、臭気問題とコンクリートの腐

食を引き起こしている。また、低地ポンプ場は今後

図1 北九州市の主なポンプ場と圧送管
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も新たに設置して行く予定であり、最終的には約

110箇所の低地ポンプ場の維持管理が必要とな

る。こうした中、下水道施設を健全な状態に維持

管理するためには、早急に抜本的な対策を講じ

ていく必要がある。

硫化水素対策にはpくつかの方法があるが、

本報では、その一つである塩化第一鉄添加手法

について実管路で効果確認実験を実施した結

果を報告する。

2.硫化水素対策の種類

圧送管における硫化水素対策については種

々の方法が提案されており、そのいくつかは実施

設で効果が確認されている。代表的なものを図2

に示す。本市では、今回実験を行った塩化第一

鉄添加手法の他にも、空気注入手法、酸素注入

手法、硝酸塩添加手法について実管路で実験を

行い、硫化水素抑制効果を確認している。

図2 代表的な硫化水素対策

E亙 匡亘 医盟

酸素の供トf 議室交二二二ト下水の嫌気化防止

薬品添力ト一一→一硝酸塩 硫酸塩還元反応の抑
制下水の嫌気化防止

過酸化水素一一一一一
および硫化物の酸化

塩素
殺菌および硫化物の酸化

水酸化ナトリウム 一一ノ叫オフィルムの不活性化

r一高流速洗浄一一一「
管 路の清ト」ー排泥 一一ート管路内堆積物および

川 ｜ バイオフィルムなどの除去
」ピグ洗浄 一一一一一J

換気 硫化水素ガスの排除

施設の防ι-c：裏切空弘 コー施設の劣化防止

3.塩化第一鉄添加による硫化水素抑制実験

3.1硫化水素抑制の原理

圧送管内に塩化第一鉄を添加した場合の、硫

化物と鉄イオンの反応プロセスを図3に示す。反

応①により圧送管内で生成した溶存硫化物は、

反応②で下水中に添加された塩化第一鉄中の

第一鉄イオン（Fe2＋）と反応し、硫化鉄（FeS）とな

る。硫化鉄は、下水が強酸性（pH2程度以下）に

ならない限り不溶解性であるため、硫化物が硫化

水素ガスとして気相中に放散されることを防止で

きる。この時、理論的には溶存硫化物1モルを除

去するために、第一鉄イオンが1モル必要となる。

図3 塩化第一鉄添加による硫化水素抑制

反応プロセス

反応①（硫化物生成）

so~－＋有機物→HS-+H20 + C02 

反応②（硫化物の固定化）

Fe2++Hs－→FeS↓＋H+ 

3.2実験方法

実験を実施した浅野町ポンプ場圧送管を図4

に示す。本圧送管末端から下流側に位置する室

町地区は合流式で、自然流下管の気相中に存

在する硫化水素ガスが雨水桝などから大気中に

放散されることによる臭気に対して、たびたび苦

情が寄せられている。そこで、防臭器具の設置や

人孔蓋空気穴の閉鎖など、の対策を行ってきた

が、抜本的な解決には至っていない。圧送管は

口径600mm、管路長約1500mの2条管で、あり、

管材にはダクタイル鉄管が使用されている。

本実験では、定量ポンプによりポンプ場の沈砂

池に塩化第一鉄を添加し、その効果を調査する

ため、圧送管下流側の自然流下管のNo.10マン
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ホールで気相中硫化水素濃度を測定した。さら

に、沈砂池（塩化第一鉄添加地点の上流、Sl）、

庄送管始点（S2）、圧送管末端マンホール（S3）の

3箇所で採水し、水質測定を行った（図4参照）。

塩化第一鉄添加条件を表1に示す。

なお、実験期間中のSlで、のCODcr（ニクロム

酸カリウムによる化学的酸素要求量）は245～

380mg/e、平均水温は21℃、ポンプ。稼働時の平

均流速は0.94m/sであった。

塩化第一鉄添加による下水圧送管の硫化水素対策

浅野町ポンプ場圧送管の概要図4
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塩化第一鉄添加条件

ケース 塩化第一鉄添加量 理論上除去できる容存
[mg-Fe/e］※） 硫化物農度［mg-S/eJ

1（無対策）

2 5.2 3.0 

3 8.2 4.7 

4 12.1 7.0 

表1

※）塩化第一鉄添加量は下水送水量に対する濃度を示す。

塩化第一鉄は、送水ポンプ穣働時のみ添加した（送水ポン

プの稼働・停止に合わせて、塩化第一鉄添加用ポンプも

稼働・停止した）。

15 

ケース4

5 10 
塩化第一鉄添加量（mg-Fe/I)

。
。

帯」に分けて求めた。まとめを以下に示す。

①塩化第一鉄を添加すると無添加時と比較して

気相中硫化水素濃度は低減された。「その他

の時間帯Jでは塩化第一鉄を添加した全ての

ケースで硫化水素濃度は約5ppm以下になっ

ており、硫化水素抑制効果が確認された。

3.3実験結果

(1）気相中硫化水素濃度測定結果

塩化第一鉄添加量とNo.10マンホールにおけ

る気相中硫化水素濃度の関係（各ケースの平均

値）を図5に示す。各ケースの平均値は、送水ポ

ンプの稼働頻度が少ない夜間（0時一6時）と、送

水ポンプが頻繁に稼働している「その他の時間



② 塩化第一鉄添加量を増やすに従って、S3で

の溶存硫化物濃度は低くなっていた。塩化第

一鉄添加量が少ないケース 2では S3で

0.17mg-S/lの溶存硫化物が検出されたのに

対し、塩化第一鉄添加量が最大のケース4で

は溶存硫化物は全く検出されなかった。

③ 塩化第一鉄添加量を増やすに従って、S3で

の全硫化物濃度も低くなっていた。

6 

第73号

3.4第一鉄イオン消費量と溶存硫化物生成量

に関する考察

図8，こ圧送管内における第一鉄イオン（Fe2+)y肖

費量と溶存硫化物生成量の関係を示す。考察を

以下に示す。

① 塩化第一鉄無添加の場合、溶存硫化物は平

均で、約2.lmg-S/l生成していた。

② 溶存硫化物生成量がゼロになる第一鉄イオン

消費量は約2.8mg-Fe/lで、あり、第一鉄イオン

消費量と、塩化第一鉄添加により除去された

溶存硫化物量との聞にはほぼ1.3:1.0の相関

があった。

③ 図3に示した反応式では、溶存硫化物lmg-

S/lを除去するために必要な第一鉄イオンの

理論量はl.74mg-Fe/lで、ある。それに対し、本

実験では理論値より若干少ない第一鉄イオン

で溶存硫化物を除去できていた。

④ 第一鉄イオン消費量が2.8mg-Fe/l以上の場

合、溶存硫化物生成量はほぼゼ、ロで、あった。

圧送管内における第一鉄イオン消費量と

溶存硫化物生成量の関係

ロ塩化第一鉄無添加
。塩化第一鉄添加

1 2 3 4 5 

第一イオン消費量 （mg-Fe/I)

10 平成14.

3 
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図8
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S2 （圧送管始点）S3末端
採水地点 マンホール

S2（圧送管始点）S3末端
採水地点 マンホール

(2）下水中の硫化物濃度測定結果

図6に溶存硫化物濃度測定結果、図7に全硫

化物濃度測定結果を示す。まとめを以下に示

す。

①ケース1（無対策時）では圧送管内で硫化物が生

成し、末端マンホール（S3）で溶存硫化物が

2.lmg-S/l、全硫化物が2.4mg-S/l検出された。

② すべてのケースで、夜間の硫化水素濃度は

「その他の時間帯」より高かった。

③ ケース2-4での気相中硫化水素濃度の変

化は小さかったので、本圧送管での塩化第一

鉄添加量はケース2の条件でよいと考える。た

だし、将来下水中有機物濃度が高くなるなど

により、圧送管内で、の硫化物生成ポテンシャ

ルが高くなった場合には、ケース2以上の添

加量が必要になると考えられる。

溶存硫化物濃度測定結果

全硫化物濃度測定結果

0.0 
Sl（沈砂池）

0.0 

Sl(沈砂池）

図7

図6
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3.5実験のまとめ

① 塩化第一鉄を下水圧送管に添加することで、

圧送管下流の自然流下管での気相中硫化

水素濃度を大きく低減できた。

② 塩化第一鉄添加により、圧送管内での硫化

物生成も抑制できた。

③ 報告されている反応式では、溶存硫化物

lmg-S/lを除去するために必要な第一鉄イ

オンの理論量は1.74mg-Fe/lとなる。それに

対し、本実験では理論値より若干少ない第一

鉄イオンで溶存硫化物が除去されていた。

4.おわりに

下水道施設は人の体と同じく24時間休むこと

なく働き続けている。人の体では、病巣の早期発

見・早期治療を行えば健康の回復が見込まれ

る。都市における下水道管路施設の機能を人に

例えるならば、血管に相当する。早期に調査を行

い、計画的にかつ効率的に改築、修繕を行わな

ければ、都市機能の一部を担う下水道施設の寿

命を縮めかねないことになる。

これから下水道施設を計画、整備、拡張される

事業体の方々には、全ての血管が張り巡らされる

前に、効率的な維持管理を考慮されることを期待

すると同時に、本市と同様の問題を抱えている都

市の方々には忌憎のない意見交換、情報交換

ができるようお願いしたい。

39 
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管踏総合評価システムと
配水管整備の考え方
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l.はじめに

配水管路の整備目標は、給水区域の拡大とと

もに、安定給水のための水圧確保を第一に進め

られてきた。現在、水道普及率がほぼ100%に近

づき、さらに市民のニーズは多様化し、良質で安

全な水道水の供給は当然のこと、地震等の災害

時においても供給することを求められるなど、時

代とともに変化している。

そこで、過去に整備された配水管を現時点で

再評価すると、部分的に過大や過小な管路の存

在や、地震や災害時にも給水を確保するための

管路整備また、合理的な水管理のために本市が

行っているブロック給水とLEった考え方に基づき、

整備することも一方では必要とされている。

このような更新時期を迎える配水管路整備

は、配水、ンステム再構築のチャンスで、あり、整備計

画に必要な流量・流速・水圧・老朽度とpった物

理的機能評価とともに、将来の市街地形成や水

需要動とpった社会的要因を加味することも必

要となってくる。従来の経験や勘だけでなく定量

的なデータを基に、配水管の更新時期や口径決

福岡市水道局

計画課計画第一係長

藤野恭裕

議綴議議機鱗緩鱗鱗鱗総綴輔鱗醐醐轍鱗醐瞬踊醐λ市抑制明抑制"IMt官制税務署揖·•＂＇＇ぷか夜，，，，，，.，.，，.，.う.，，，，，，へ·~~.－：－：~· u ～＇＂宮川 ..... , . .%~1＇括討J劫もA$

定など、より精度をより高め、安全で安心できる水

道水を安定的に供給していくために、効率的な

施設整備を行うことが求められている。

そこで、福岡市の「管路総合評価システムJと
配水管整備の考え方について述べてみたい。

2.福岡市の特徴

本市は、都市形成の核となる大河川が市内に

なく、水資源に恵まれていないため水源確保に

大正12年の創設以来、現在までに19回もの拡

張事業を行って対応してきた。

この間、昭和53年には延べ287日間に及ぶ給

水制限を実施し、この渇水を契機として、節水型

都市づくりに向けた様々な都市政策を新たにスタ

ートした。その中でも特筆すべきものに、「水管理

センターjによる効率的な水運用管理がある。この

「水管理センター」は、配水管に設けた水圧計及

び流量計を監視しながら、電動弁を遠隔制御す

ることにより、水圧、流量のコントロールを行うもので

ある。これにより、水源状況に応じた浄水場聞の流
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量調整、さらに余剰水圧を減じ漏水量の削減や、事

故時の早期発見即時対応など大きな効果をあげて

pる。

また、昭和57年、平成6年と発生した渇水時

の給水制限には、現地の水圧、流量が把握でき、

公平給水確保に大きな力を発揮した。この「水管

理センター」によるコントロール効果を高めるため

に、配水主管網の相互連絡とともに、既存配水

管を活用し市内を21に分割するブロック配水、ン

ステムを導入している。

図1 ポリスリーブの効果（検体数 N=35) 

腐食あり
N=2 

6% 

腐食無し
N=33 
94% 

3.配水管整備事業

本市の配水管整備事業は、昭和40年度に第

1次計画を策定後、現在、第11次管整備事業を

実施中である。具体的には、修理履歴や出水不

良などの配水機能障害がある管、昭和39年度以

前に埋設された管内面無ライニング管や更生管

を優先的に更新している。この結果、約3,780km

に及ぶ配水管路のうち92%はすでにダクタイル

鉄管に替わっている。

なお、このダクタイル鉄管の防食のためポリエ

チレンスリーブ装着を、昭和54年に全面採用して

pる。この効果は平成3年度から6年度に、配水

管路とその埋設環境との相関関係を解析するた

め、直接管路を掘削調査する「管体調査Jを実

施し図1のように、腐食件数も少なく、腐食程度も

軽微で良好な防食効果を確認することができた。

本市では、これらの調査結果を踏まえ現時点では

ポリエチレンスリーブを装着したダクタイル鉄管の

実質的な耐周年数は60年以上と考えられること

からjlき続き経年的に調査を行い、今後の配水

管整備計画に反映させていきたい。

図2 配水管布設年代別延長（2002年3月）

2500 
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明石
市い当

1000 

。 経察遊歩

年代不詳 昭和39年以前 昭和40-53年 昭和54年以前

しかし、図2のように昭和40年代の事業拡張期

に整備し、かつポリエチレンスリーブカ、i装着されてい

ない、昭和40年から昭和53年にかけて布設された

約1,300km＇こついては、今後、順次耐周年数に達

することとなる。このことから、現状のままでは同時期

に大量の更新事業が生じ、事業運営の大きな負担

となるため、「管路総合評価システム」を用いて長期

的な更新計画の策定をすすめてpく予定である。
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4.管路総合評価システム

「管路総合評価システム」のフローを図3に、ま

た各評価の考え方を以下に示す。このシステム

によって、管路のランク付けを行い、長期的な管

路更新計画を立案してpく予定である。

図3 管路総合評価システム

腐食進行度予測式

( 1)腐食進行度予測式と腐食性評価

腐食進行度予測式の基本データは、先の「管

体調査j結果をもとに、埋設された配水管路とそ

の埋設環境との相関関係を解析し、土壌を6種

類の土質に分類することで、管が土壌などの埋

設環境によって受ける腐食進行度の予測式を作

成した。この予測式をもとに配水管路の腐食性

評価を行うため、市内約6,000箇所の既往ボーリ

ング資料や地質図・文献等を収集し、地域メッ、ン

ュ単位（250×250m 総数5614）でデータを整

管路総合評価

システム

－物理的機能面評価

．社会的影響面評価

長期更新計画

理し、メッシュごとの土壌評価を行っている。

腐食進行度予測は、土壌の評価値と管の管

厚及び、埋設経過年数によって［腐食深さがダク

タイル鉄管の規格管厚－許容差（規格管厚10

mm以下は1.0mm、lOmmを超えるものはその10

%）］を超える場合、すぐに更新すべきものから、

設計腐食代2mmに至らず、当分その必要性が

ないものまで、5段階の腐食度ランクで評価する

ものである。（図4参照）

図4 腐食進行度予測式（ポリエチレンスリーブ装着なし）
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(2）管路情報システム

①管網モデルの構築

管路の分岐箇所や口径の変化箇所などを節

点として、節点の水需要量・地盤高、配水管の口

径・延長・布設年度・材質・接合形式などをシステ

ムヘ入力し、管網モデルとしている。現在のシス

テムは、図5のように呼び径150-1800mmまで、

の配水管について福岡市全域の管網モデルを

構築している。

②需要予測

長期整備計画を策定する際には、将来の需要

図5

λj 
F ～‘~·· 
' y-' 

＼』九
、「、

）なら
I 、~ :;.,o.噌？町、

J 、i.,
〉、 t'j

夕

、JL..... ~ .,l 

③ 耐震性評価

全市管網モデル

耐震性評価機能は、地震動や地形分類・地盤

種別等をもとにした地震時の被害率予測式によ

って、配水管路ごとの地震による被害予測を行う

量を予測することが重要となるが、市全域の管網

モデルは約8,000個の節点があり、このシステム

内で予測を行うとともに管網モデルの各節点ヘ

水需要を自動的に入力することが可能な機能を

有している。データは地域メッ、ンュを基準とするこ

とで、国勢調査による結果から居住及び就業人

口等の各データを収集し、これに別システムによ

る料金データをもとにした町丁別使用水量を整

合させ、各メッ、ンュ単位の原単位を算出し、将来

の原単位の変動や大規模開発、土地区画整理

等の将来計画により、将来の水需要量の予測及

びその分布を算定する。

（呼び径150～ 1800mm)

ものである。

ただ、現時点では本市における地震動の想定

がなされていないため、現行は市内一律に地震
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動が生じるものと想定して評価を行った。なお、

本市の想定地震動が決定されれば再評価が行

えるシステムとしている。

④社会的要因評価（管網解析）

社会的要因のーっとして、管路の重要度を評

価するため管網解析機能を利用し、管路のパッ

クアップ。機能の有無や、メッ、ンュ内の避難所、病

院、重要施設等給水に関する情報を加味して解

析を行う。なお、管網解析結果の検証は、水管理

センターによる日々の流量・流向・水圧のデータが

揃っていることから適宜実施し、解析精度の向上

に努めている。

⑤今後の課題

現行の「管路総合評価システム」は、外面腐食

を中心とした管の老朽度を判断基準として構築

してきたが、表1に示すとおり鋳鉄管の漏水発生

件数が少なく、特に腐食による漏水は減少し、そ

のかわり円周方向割れが上位を占めている。こ

のことから、腐食による判断基準のほかに交通量

や埋設位置等の周辺環境を加味した基準の必

要性が考えられ、今後周辺環境をL功心システム

に取り込むかを検討してpく予定である。

5.配水管整備の考え方
( 1)配水主管（輸送管）の連絡

前段で述べた、水管理センターの効果を高める

のに大きく貢献しているのが、配水主管網の連

絡である。

本市の配水形態は、図6「配水幹線概略図」

のように浄水場付属の配水池5池と受水専用配

水池2池から、自然流下で配水している。

表 1 漏水修理実績（平成13年度）

鋳鉄管 腐食 0件 0.0% 

配水管 34件 円周方向割れ211'キ61.8% 

67件 51% 継手 121'キ35.3% 

漏水制｜

2% 縦割れ 1件 2.9%

その他

33f'牛

49% 

給水管

2,717f'牛

98% 

図6 福岡市配水幹線概略図
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そのため数が少なく、維持管理上は大変便利

であるが、事故時の融通性は受け持ちエリアが広

範囲であるため非常に影響が大きい。このため配

水管の相互連絡を行い、水の効率的な運用によ

り、水量・水質の安定化を図っている。今後も呼

び径600-1800mmの配管を計画的に整備して

Lミく予定である。なお、水運用時において赤水等

が発生しないように、水管理センターの機能を活

かし、平常時から定期的に流向方向を変動させ

る操作を行い、水質の保持にも努めている。

(2）配水ブ、ロック

配水管理の高度化を目指して水圧、流量の管

理を中心とする配水のブロック化を進めてきた。

特徴は、まず市内を一つの大ブロックとしている

点である。本市は5つの浄水場と、企業団からの

受水があり、かつ、規模の大小差が大きく、水源

の安定度も異なる。このため、給水の安定度を高

め補完しあう必要があることから、全市を一つの

配水区としている。このために配水池聞を大口

径管で結ぶとともに、それぞれの配水池の固有

エリアを最小とするような配管形態としている。こ

れにより水の融通性が向上し、水源状況に合わ

せたきめ細かい運用が可能となっている。（図7

参照）

図7 福岡市の配水ブ‘ロック

大ブ、ロック

⑦水圧計

州電動弁

回流量計

次に中ブロックを形成するため、図8のように標

高別に横断的なラインを引き、次に鉄道、河川、幹

線道路を境界に縦のラインを引きブロック分割を

行った。

この中ブロック形成により給水区域内の標高

差が小さくなり、水圧制御が容易となっている。ま

高所

た、配水幹線からのブロック注入弁を集約化し、

さらにこの注入点を遠隔制御化し水圧のコントロ

ールを経常的に実施している。今後もこのブロッ

クの考えをもとに、さらに流量制御や水圧制御適

正化のためにブロックの再編成を進めていきた

pと考えている。
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図8 配水縦断図

GL(m) 

35 

20 

。

6.おわりに

地球環境の保全が叫ばれるなか、本市水道局

においてもISO14001の認証取得や環境会計

の公表など積極的な取り組みを行っているが、今

後さらなるコスト縮減、省エネ対応や、新技術導入

そしてLCAにも配慮し、加えて民間活力の導入

など事業手法の検討を含め施設整備が必要と

考えている。

ジャン＝ピエール・クゃベール著「水の征服」とい

う本のなかに、19世紀初頭のフランスで水需要の

増大とともに、水道の配水システムを古代からの

「線状配水」 lこよって特定の箇所ヘ供給すべき

か、それとも「網状配水」にして多数の人々を対

象に供給するかで、問題となったことが書かれて

pる。結論は、「網状配水の勝利はゆっくり達成

されるだろう。なぜならば、技術的な諸問題に財

政的理由が加わるからである」と現代の水道施

設整備のありかたを示唆することばにめぐりあっ

。
た

－盟冨・

水道事業の目的は、将来にわたって、質・量と

もに常に安定供給することであるが、そのための

施設整備によって市民の負担が増加することと

なる。今後財政的な問題は、水の需要量が伸び

悩むなか避けて通れない、大きな課題である。

さらにアカウンタピリティとLEう言葉が定着してい

るように、将来に備えた設備投資をどうやれば理

解してもらえるのか、さらに長期間を要する配水管

路整備等の事業が世代間の公平性確保や、現

在の利用者に過度の負担増とならないようにす

ることが可能なのか、検討していくため、ごの「管

路総合評価システムJのさらなる充実を図ってい

かなければならないと考えている。

参考文献

「水の征服J：ジャン＝ピエール・グベール著

吉田弘夫吉田道子訳

（株）パピルス発行



発行年 号数 タイトル 著者 概要

柔構造樋門対応の推進樋管　斧
渕取水樋管に呼び径1800mm推
進工法用ダクタイル鉄管および
遮水壁函体内築造工法を使用し
て

国土交通省九州地方整備局

　大隈工事事務所　工務第二課長
（前）川内川工事事務所
　　　　　川内出張所長　末吉　正志
河川部河川管理課　ダム管理係長
（前）川内川工事事務所
　工務課工務第一係長　井上　幸治

　川内川は、その源を白髪岳に発し、流域は九州南西部に位置してい
る。この川内川下流右岸に位置する取水施設が塩水遡上のため、取水障
害が生じており、その対策として取水施設を上流側に移設・新設する事
業を実施した。今回のレポートではダクタイル鉄管の推進工法で柔構造
の樋管を施工し、建設コストの縮減、工期短縮、および地域社会への影
響を抑えることができた事例を紹介している。

呼び径200mmFT形ダクタイル鉄
管　水管橋の施工事例

奈良市水道局

給水部東部事業推進課
　工務第一係　榮　富也(設計担当)
　工務第二係　巽　文男(現場担当)

　奈良市では、平成3年度から国の「ふれっしゅ水道計画」に基づき給
水区域を市全域に拡張する第6期拡張事業に着手している。この事業は
「清潔でうまい水の安定供給」を基本目標に、市民皆水道やライフライ
ンの確立などを図るもので、併せて市の東部地域における水道整備事業
を実施している。同事業では送・配水管延長約165kmを布設している
が、その一部である水管橋の計画にあたり、独立水管橋についての経済
性等の諸条件を勘案して検討した結果、ダクタイル鉄管の独立水管橋を
採用し、短期間で確実に施工できた事例を報告している。

呼び径1800mmダクタイル鉄管に
よる堀越送水トンネル更新工事

北九州市水道局

給水部東部工事事務所　工務係
　　　　　　　小川　信生 （前設計課）

　北九州市の水道事業は、前身の一部である旧門司市が明治44年に部分
給水を開始して以来およそ90年の歴史を重ねてきた。現在では、第5期
拡張事業の完成により、769，000㎥/日の給水能力を有するまでになっ
ており、これらの拡張事業の完了により同市は、本格的な維持管理の時
代へと移行している。
　今回のレポートでは東部地区の基幹送水施設であり、老朽化が進行し
ている井手浦浄水場と堀越ポンプ場を結ぶ全長4,000m余の堀越送水トン
ネルの更新工事に呼び径1800mmのダクタイル鉄管をパイプインパイプで
実施した事例を述べている。

2002年 No.72



発行年 号数 タイトル 著者 概要

2002年 No.72
シリア・アラブ共和国ダマスカス
市における漏水防止活動につい
て

横浜市水道局

配水部　漏水管理所　技術史員
　　　　　　　　　　　　　　 　鈴木　千明

　シリア・アラブ共和国の首都ダマスカス市はローマ時代から非常に長
い歴史を持った都市であり、イスラム教発祥期には中心地となり、現在
に至るまで「人間が継続して居住した世界最古の都市」と呼ばれてい
る。
　今回のレポートでは、国際協力事業団の専門家として平成10年3月か
ら13年3月までの間、首都ダマスカス市の漏水防止の向上を目的として
当地に赴任し、現地で取り組んだ活動の実態について報告している。
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ぜやァ
按術レポート

〉
柔構造樋門対応の推進樋管

斧沸l取水樋管に呼び径1800mm推進工法用ダクタイル鉄管
および遮水壁函体内築造工法を使用して

国土交通省九州地方整備局
大隅工事事務所工務第二課長 末吉正志
（前）川内川工事事務所 川内出張所長

河川部河川管理課ダム管理係長 井上幸治
（前）川内川工事事務所 工務課工務第一係長

1.はじめに

川内川は、その源を熊本県の白髪岳に発し、

流域の大部分は九州南西部に位置している。そ

の流れは宮崎県西諸県盆地を西流して鹿児島

県ヘ入り、川内平野を貫流して、東シナ海へ注い

でおり、流域面積 1600km 2、幹川流路延長

137kmの九州屈指の河川である。また、当流域

は年間降雨量が2700mmに達する多雨地域でも

ある。

利水は農業、発電用水が主であるが、近年、臨

海部の川内市では南九州における大規模エネル

ギー基地として、原子力発電所、火力発電所の

稼働や、川内港の重要港湾指定、また、工業団

地の造成により河口部を中心とした工業都市へ

の変貌の兆しがみられる。

2.事業概要

本事業は、川内川右岸16K/600付近に位置

する現取水施設が塩水遡上のため、取水障害が

生じており、その対策として、同取水施設を上流

の右岸18K/800附近に移設・新設するものであ

り、その全体の事業概要は以下の通りである。

く塩水遡上対策事業の概要＞

①目 的：上水道・農業用水・工業用水・河川

浄化用水の取水

②位置：鹿児島県薩摩郡東郷町斧淵地先

③形 式：¢1800推進工法用ダクタイル鉄管

④延長：50m×2連

⑤遮水壁：各連にl箇所ずつ 計2カ所

⑥工期：平成12年 11月16日一

平成13年10月31日

(2次沈砂池を含む）

その内、推進工（準備工含む）：

平成13年3月5日一4月4日

遮水壁工（準備工含む）：

平成13年4月4日～4月27日

3.推進樋管の採用の経緯

樋管は従来、堤防を開削して函（管）体を敷

設し、再築堤して築造することが一般的である。

当施工箇所は、堤防上面を交通量の多い旧

国道267号として兼用し、かつ東郷中学校、墓

地および住宅地が近接するなど、従来の開削工
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法では仮設工事費の増大、交通遮断等による周

辺住民への影響が甚大であると予想された。

そこで、建設コストの縮減、工期短縮および地

域社会への影響が小おものとして、推進樋管

を採用するに至った。

図2 計画図
能駈図

4.採用した推進樋管工法の概要
4. 1管種の選定

2次沈砂地

推進工法として使用可能な管種は表1に示す

ものが挙げられるが、施工実績、強度、耐周年数、

継子部の信頼性等から、ダクタイル鉄管を選定し

た。

また、ダクタイル鉄管の継手は、「柔構造樋門

設計の手引き」に記載されており、推進施工が可

能で伸び、可とう性および離脱防止機構を有す

るus形継手とした。

4.2推進工法の選定

推進工法は主に表2に示す4種類がある。

本工事では、河川堤防下での機械推進工事

の実績が少ないことや堤防の土質が砂磯層であ

る等の理由により、安全性を考慮して、刃口推進

工法を採用した。

4.3遮水壁函体内築造工法の採用

函体周りの浸透流を迂回させる遮水壁におい

ては、下記の理由により、管内から築造可能な

「遮水壁函体内築造工法」を採用した。

①堤防を開削せず、開削工法と同等の遮水

壁が築造可能である。

②遮水壁は管体と溶接により一体構造であ

る。

③柔構造樋管と堤防が不同沈下しても、止水

性能を確保できる。

④築造時に交通遮断が不要である。

4. 3. 1 工法の概要（施工手Jll頁）

当工法は堤防上面の兼用道路の交通を妨げ

ない推進工法の利点を生かし、管の推進施工

後、遮水壁の築造作業を全て管内作業で行うこ

とを特長としている。

( 1) 管の推進工

堤防の両サイドに立坑を設け、片側の発進立

坑から、推進工法用ダクタイル鉄管を推進する。

このとき、遮水壁築造部に位置する管には遮水

壁取り付け用管を組み込む。

図3 管の推進工

(2）地盤改良工

管内から掘削する遮水壁設置用の溝を安定

させるため、推進工終了後に薬液注入により地

盤改良を行う。

地盤改良は、遮水壁取り付け用管内に地盤

改良機をセットし、管内から薬液注入ロッドを管外
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（遮水壁築造部）に向けて圧入し、所定の位置

に必要量の薬液を注入して行う（以下、図4参

照） 。

ピースを組み立て掘削した溝内に挿入する。な

お、遮水壁と遮水壁取り付け用管は、管内からの

溶接により一体化する。

但し、本工事では刃口推進工法を採用したた

め、地盤改良は推進工事前に地上から行った。

詳細は、5.工事の概要にて示す。

(5）壁周充填工

掘削溝と遮水壁の隙間にグラウト材を充填す

る。

(3）地中溝掘削工 (6）管内仕上げ、工

遮水壁取り付け用管に取り付けたライナを取り

外した後、掘削機を使用して、幅20cmの溝を遮

水壁の張り出し幅に合わせて掘削する。

遮水壁取引寸け用管の内面にカバープレート

を溶接した後、遮水壁取り付け部内面にモルタ

ル充填して、管の内面を前後の管のモルタルラ

イニング面と平滑にする。(4）遮水壁設置工

管内に遮水壁を分割して搬入した後、各分割

表 1 管種の選定

管種 特徴 適用性

－強靭性で術常に強い
・樋管として採川された’jミ紺も多く、推進樋管として探jllされた実結. t・下水道、1:1業rn水、工業問水道管として、幅広い実

紛があり、耐久性は実証済み。
もある。

ダクタイル鉄管 －比較的耐食性がある。
－河川精進令、河川砂防技術法準及び柔構造樋！”l設，Hの子引き

－継子は、 伸縮、可とう件：を有するとともに、 1~1iい水衛門：が
で、適川が認められてL唱 。

。
確保できる

－推進工法で施 l：する場合、非開削による遮水噌の構造が吋能。

－継子はメカニカル桜合であり、後合作業は？字坊である。

－強制性で衝常に強い。 －値管として採川された’Ji例はある。

鋼符
－幅広L、実紛がある。 －河川構造令、河川砂防技術基準及び采椛造樋門設.11・の子引き

－継子は浴後継子であり、水密性は碓保できる。 で、適！日が認められている。
ム

－比較的鮮はである。 －推進工法で施 l：する挺合、JI；開削による遮水憎の築造｝j法がない。

鉄筋
－継子はl汀とう、1111縮性がある。 －断l函強度が低いため、符外而をコンクリートで巻き包てる必要があ

コンクリート管
－自然流下のド＊道特として多くの実組がある り、推進樋竹’として適さない。 × 
－安価である －推進工法で施工する嶋介、非開削による遮水喧の築造方法がな

L、。

表2 推進工法の種類

時類 メjI I iii~進 泌 tit:式行i；進 泌水式f住進 j尼j償式十位進

－先導体としてメJIIを使fl] 上圧式十世進は、先導体として方向修正 －先導体として、Ji／旬修正機能付き密閉噌 先導体として、方向修正機能付き？密l~·I

発進立坑に推進設備として油！正ジャッキ 機能付き密l':tl型t圧倒進槻を使m。 掘進機を｛史!Tl 1'i泥濃式掘進機を｛史m。

を設位して推進管を述*1'1彬：逃する工 発進V.坑に推進設備としてi1t1圧ジャyキ 発進tr.tfi.に推進設備として油圧ジヤソキ 発進立坑に＃~進.%！：倣として油圧ジャ y

法。 を設抗して批准~：を述紋推進する工 を設置して推進管を述統推進する工法。 キを設位して般進符を述あ.u佐進する仁

切羽郷削、残 t排出は人）J主体 法 －掘進機1Ji1凶1のカッターと隔墜との聞の泥 法

仁法概要 J届進織前面のカソヲーと陥喧との｜首］のカ 水害に泥水を充t良し、I也ド水圧との安 －品調進機前I苅のカソターと隔墜との聞の
ソターチャンパ｜勾の術開111：の圧力を一定 定をl元！りながら、掘削する カソターチャンパ内にお浪度の泥水を

に！呆ち、切羽の安定を院｜りながら術開lj 術削上は、泥水と償作し坑外へ流体輸 充満し、切;j~の安定をl'Xfりながら、婦問If

排t惟進を行う 迭する する

－泥上正式推進は、上Jillの上IE式推進の ・｛絹円11上は、，：]j波度泥水とJ覚作混合し、
カッター前l煩から添加材をit入し、縮問lj rm欠的にiwtする
上妙を観性流動化させて切羽の安定を
図る方法。

粘性 t、砂質 t、妙、傑士 trE式シルト粘上の合引ヰl.30%以上 －粘性上、砂'.ft！：、砂線上 粘性上 N<50 

対象土質 ・！也下水位のd郎、軟弱地盤および透水 の上質 地下水位のl郎、軟弱地骨量及び透水性の 砂質 t
性の高い砂機上等不安定なt也豊富では、 泥土圧式砂質仁、日liiltじり t、砂匝壁土 高t、砂機上等不安定な地盤で刃U十位進 砂臣農 民整合イ｛準80%末i前及び透水係

地盤改良を必要とする およびEィi屑 が凶雛なI易合に適する。 数の上限は10'cm/sec程度

人11編円ljのため、常時切羽の変化が目 土かぶりがj主t、所では、チャンパ内圧の 上かぶりがix~ 、所では、泥水が地表に逸 J範削機応大H千び｛壬は1650mm

視でき、大きい磯にも対応できる。 バランスがとりにくく、オヘレータの熟練度 i尼し易く切羽の安定がl肩雛で、オペレータ 続距離推進では不経済。

障害物等にも対処できる。 によるところが大きい の熟練度によるところが大部、。

考察 到達立坑も小さく1!11えられる。
管径が大部、とプラントが大掛かりとなる。

－上かぶりがj郎、均合、薬i夜j主人効＊は
50～60mm以上の礁がある場合は機破

期待i＼事。
砕装Ii丘が必'Ji!となり、相！進機の仕様があ
がり、不経済となる。

i討2価
通常の堤防では卜分適IT！可能 I曲線によって、 1-.1正式、iii:'.!-.Ii:式と｛郎、分 プラントが大掛かりとなるため、短距離 －対象II千ぴifによりイ三日I
経済的にも段通 けが可能で、機械1fli進の，，，ではJi！；適 推進では不経済となる ・オーバーカソト1,1が大きく、精度に聖flぁ。 。 × り × 
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図4 遮水盤工

①地盤改良工
発i並立坑

｛〉
②地中溝掘削工

~進立坑

4.3.2 遮水壁

遮水壁は管内から張り出し可能とするため、

扇状のピースに分割している。管下側から順に

組み立て、最後に張り出す上部ピースは長方形

となっている。図5に構造図を示す。

なお、遮水壁のセクションは図6に示すように、

鋼矢板と同様に管内からスライド連結できるもの

である。

なお、当セクションは鋼矢板の寸法・形状に準

拠している。メーカーの透水試験により、鋼矢板

図5 遮水壁の構造
単位：mm

図6 遮水壁セクションの断面図

ー一寸

③遮水壁設置工
先進 ~ff(

④壁周充填工
｛〉

発進立坑

のセクションと同等以上の遮水性能（107のオー

ダー）を有していることを確認した。透水試験の

概要を図7に示す。

図7 セクションの透水試験

単位：mm

（注）土木設計便覧による

4.3.3遮水壁取り付け周管

遮水壁取り付け用管は図8に示すように、受口

側と挿し口側の2本のダクタイル管を中央の遮水

壁取り付け部にあるライナおよび、ゴムリングでl本

の管に連結したものである。

推進時はライナにより推力を伝達する。

地盤改良が不十分で管内からの補足の薬液

注入が必要な場合は、ライナ固定用ボルトをとり

はずして、そのタップ。穴から行えるようにした。



12 ダクタイル鉄管 平成14. 5 第72号

遮水壁取り付け時は、管内からライナを除去し

て溝掘削および遮水壁設置が可能である。

遮水壁取り付け後は、管内からカバープレート

を溶接し2本の管を1本化し、さらに内面には前後

の管のモルタルライニングの高さまでモルタルを

充填する構造とした。

なお、遮水壁取り付け用管は遮水壁取り付け

後にはダクタイル鉄管製樋管として供用されるた

め、曲げ剛性、通水性能等において本管と同等

の長期性能を有しなければならない。表3に、遮

水壁取り付け後の遮水壁取り付け用管の性能を

示す。

図8 遮水壁取り付け用管

単位：mm

［推進時］

［地盤改良時］

［溝掘削および遮水壁設置時］

グラウ ト注入孔 （2×4ヶ所）

［遮水壁設置後］

グラウ卜注入孔（2×4ヶ所）
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表3 遮水壁取り付け用管の性能

許容縫）J J佐進工法則ダクタイル鉄管の許容維力と同等程度

曲げ鋼tt us形継手の曲け澗IJ性の3.6倍以 t

us形継子の舷抗曲げモーメントを負荷したが、漏水空宇の異常

耐内水fE なし。

／水！王0.2MPう土かぶりlOm下に埋設された遮水墜取引、lけ岡管の（逃水笠

を境界として）片側半分の管底部が完全不陸状態になった渇
¥ 負荷 合に作則するせん断力を負街したが、漏水等の異常なし。

us形継手の抵抗曲げモーメントを負荷したが、漏水等の3異常

耐内水圧
なし。

（水官~~pう
七かぶりlOm下に埋設された遮ゆえ墜取引、lけ周管の（逃水虫

を境界として）片側IJ半分の管底部が完全不降状態になった幼

合に作附するせん断力を負荷したが、漏水等の奥常なし。

5.工事の概要
5. 1地盤改良工

刃口推進を行う前に、堤防下の施工位置全

断面において、地上から薬液注入による地盤改

良を行った。

なお、薬液注入は2重管ストレーナ単層方式で

行った。

図9に、地盤改良範囲を示す。

図9 地盤改良範囲
縦断図

写真1 地盤改良の状況

5.2推進工

発進立坑内に、推進設備（反力壁、油圧ジャッ

キおよび推進レール）を配置し、前面矢板にエン

トランスを設けた。刃口およびアダプタを推進工

法用ダクタイル鉄管の先頭管に取り付け、エント

ランス内周の鏡切りと同時に管の推進を開始し

た。

管の推進王は、元押しの油圧ジャッキにて管

先端の刃口を地中に押し込み、管内の土砂を人

力にて掘削、ベルトコンベヤーおよびトロパケット

にて坑外に搬出する手順で、行った。

また、油圧シリンダのストロークに合わせて馬蹄

形のストラットを順次組み込み、管1本分押し切っ

た後、新管を接合することを繰り返した。

推進施工終了後、管1本当たりに3カ所設けた

グラウトホールから、管外面と余掘り分の隙間に

裏込め注入を行った。

写真2 刃口

写真3 推進状況
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5.3遮水壁工

遮水壁工は、図10の手順にて行った。

図10 遮水壁工の手順

試掘

遮水壁取り付け用管の
ライナ・ゴムリングの撤去

溝掘削

遮水壁設置・本溶接

遮水壁周りのグラウト充填

管内仕上げ

写真4 掘削部先端の状況

ダクタイル鉄管 平成14. 5 第72号

写真5 推進終了後の管内状況

( 1)試掘

遮水壁取り付け用管を解体する前に、2カ所試

掘を行い、地盤改良効果を確認した。

写真6 試掘状況

(2）ライナ・ゴムリング撤去

円周分割されたライナおよびゴムリングを管内

に撤去した。

写真7 ライナ撤去の状況
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写真8 ゴムリング撤去の状況

(3）溝掘削

管内に溝掘削機をセットし、アームを回転させ

て、土砂を掘削した。発生土は掘削機に取り付け

たバキュームホースで、坑外に排出した。

写真9 溝掘削機

写真10 坑外設置のバキューム装置

写真11 掘削した溝

(4）遮水壁設置・本溶接

遮水壁は管下側から、番号順に組み立てた。

予め、メーカーにて仮組されているため、短時間

で設置できた。

遮水壁の本溶接は、反自動溶接にて行った。

写真12 遮水壁の陸組状況

写真13 遮水壁の設置状況
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写真14 遮水壁の本溶接状況 写真17 モルタル仕上げ後

(5）遮水壁周りへのク‘ラウト充填

掘削した溝と遮水壁の隙間に、管内からグラウ

ト材を充填した。

なお、遮水壁より高い位置に配置したノfイプか

らエア抜きを行い、充填されていることを確認し

。
た

写真15 グラウト状況

(6）管内仕上げ‘

遮水壁取り付け部の強度を確保するため、内

面倶山ニカノすープレートを；容f妾した。

その後、前後の管のモルタルライニングと同じ

高さまで、モルタルを充填、仕上げを行った。

写真16 カバープレート設置後

6.効果

今回の樋門築造施工において、推進樋管およ

び遮水壁函体内築造工法を採用したことにより、

以下のような効果があげられる。

①ダクタイル鉄管を推進施工することにより、既存

堤防を開削しないで樋門および遮水壁を築

造することができた。

また、遮水壁は管体と一体化されており、開

削工法と同等の遮水性能を有する遮水壁を

築造できた。

②堤防上面の兼用道路の交通への影響は最小

限におさえることができ、開削工法に比べ、約7

ヶ月間の工期短縮を実現した。

③開削土量の減少、迂回道路の建設不要によ

り、建設コストを縮減できた。

④周辺住民への影響を最小限にして、施工時の

安全性を確保できた。

7.おわりに

ダクタイル鉄管を使用することにより、推進工法

で柔構造樋門を施工することができた。

その結果、工期短縮・建設コスト縮減を実現で

き、地域住民への影響も最小限に抑えることがで

きた。今後は、推進工法による樋門の施工の標

準化が進められていくことを期待する。

本報告が河川事業の各関係者の皆様方のご

参考となれば幸いである。
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ぜ含フ
妓術レポート

v 
呼び径200mmFT形ダクタイル鉄管

水管橋の施工事例

後富也 巽文男

奈良市水道局給水部東部事業推進課

工務第一係栄富也（設計担当）

工務第二係巽文男（現場担当）

1.はじめに

奈良市では、国の「ふれっしゅ水道計画Jに基

づき給水区域を市全域に拡張する第6期拡張

事業を、平成3年度から着手している。

この事業の概要は「清潔でうまい水の安定供

給」を基本目標に、市民皆水道やライアラインの確

立、安全でうまい水づくりを図るために、計画給水

図1 位置図
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人口40万人、計画一日最大給水量24万7400m3の

計画で推進している。

また、この事業計画には、市の東部地域におけ

る水道整備事業で、既存の簡易水道（18箇所）

を上水道に統合することと、その他の地域に点在

している水道未普及地域の解消を図るためにポ

ンプ所（11箇所）と配水池（8箇所）を築造し、こ

れら地域をパイプラインで連絡すべく送・配水管

延長約165kmを布設しているところである。

このパイプラインは、呼び径500-50mmで、こ

のうち呼び径75mm以上については、ダクタイル

鉄管を使用している。今回水管橋の計画にあた

っては、独立水管橋についての経済性等の諸条

件を勘案して検討した結果、ダクタイル鉄管の独

立水管橋を採用することになった。

2.工事概要

(1）工事名

呼び径200-150mm送・配水支管

（水管橋）布設工事（第30工区）

(2）工事場所

奈良市阪原町

(3）河川名

白砂川

(4）橋梁名

新鳥ヶ谷橋、野田橋（2橋）

(5）水管橋

呼び径： 200mm

支間長： 22m、17.5m

3.採用の経緯

今回、ダクタイル鉄管水管橋で架設できる支間

長であり、鋼管、ステンレス鋼管と比較検討した結

果、比較的安価で施工期間も短いダクタイル鉄

管（Ff形）の採用となった。表1にFf形ダクタイ

ル鉄管水管橋の最長支間長、表2，こ管材比較を

示す。

表 1 FT形夕、クタイル鉄管水管橋の

最長支関長

呼び径 支問長
(mm) (m) 

75 17.0 

100 18.0 

150 23.5 

200-350 25.0 

表2 管材比較

項目 ダクタイル鉄管（DCIP) 鋼管（SP) ステンレス鋼管（SUS)

DCIP S1W370 SUS316TP 
・51張強さ 420N/mm2以上 ・51張強さ 370N/mm2以上 －号｜張強さ 520N/mm2以上

機械的性質 －曲げ強さ 600N/mm2以上
－伸び 10%以上 －伸び 25%以上 －伸び 25%以上
・比重 7.15 ・比重 7.85 ・比重 7.98 

支間長 表1参照 種々の補剛形式により、延長可能 同左

－柔構造継手または鎖構造継手で －溶接継手で一体化されており、温
継手性能 あり、継手自体に伸縮性があり、 度伸縮等に対して別途伸縮継手 同左

管体に無理な応力が発生しない。 が必要となる。

－接合に特殊な技能を必要とせず、 －溶接に高度な技術を必要とする。

施工性
簡単な工具で接合できる。また接 －現場溶接であるため、天候に左右
合時間も短い。 される。 同左

－天候に左右されることが少ない。

内面はモルタルライニングまたはエポ 内面は液状エポキシ樹脂塗装を被 材質そのものに高い耐食性を持

耐食性
キシ樹脂粉体塗装、外面は特殊塗装 覆するが、中小口径管では、溶接部 ち、無塗装でも問題ない。

(JDPA Z 2009）を施し、高い耐食性 の塗装の補修が困難である。

を示す。

経済性 比較的安価 比較的高価 最も高価
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4.設計
( 1)構造

図2に水管橋の管割図を示す。新鳥ヶ谷橋は

片勾配となっており、桁長20mで、高低差が約

60cmある。そのために通常は中央に空気弁を設

置するが、新鳥ヶ谷橋水管橋は橋台近傍に空気

弁を設置した。

図2 水管橋管割図

a）新鳥ヶ谷橋

b）野田橋

(2）管体

Ff、SH形ダクタイル鉄管1種管

※ Ff形の規格管厚は1種管のみである。

(3）内外面塗装

内面塗装は、管体の応力軽減する目的で管

重量を軽くするため、エポキシ樹脂粉体塗装管と

した。また外面塗装は布設場所の湿度が高く、露

出配管であることから、JDPAZ 2009-1992 （ダ

クタイル鋳鉄管外面特殊塗装）の4-bとした。

(4）管体応力

管体応力の照査は、日本ダクタイル鉄管協会

技術資料JDPAT41「タヲタイル管による水管橋

の設計と施工」に基づき行い、管体応力、Ff形

継手の曲げモーメントが許容値を満たしているか

検討した。以下に主な設計条件および検討結果

を示す。

a）設計条件

・呼び径 D （管外径D2) 200 (220) mm  

－設計水圧 p 1.75 Mpa 

支問長 17.45m 
，.，＿，邑16.25m、

－設計管厚 t（規格管厚T) 6.5 (7.5) mm  

－形式 両端国定支持

－地震荷重kh

－風荷重

－積雪荷重

ノfイプビーム

0.3 （水平震度）

1.5 kN/ m2 

（風速40m/s相当）

考慮せず

・ダクタイル鉄管の弾性係数E

1.6×108 kN/ m2 

．ダクタイル鉄管の許容引張応力 σa
1.4×105 kN/m2 

．ダクタイル鉄管の許容せん断応力 Ta

0.8×105 kN/m2 

・地震荷重に対する許容応力割増し 50% 

・風荷重に対する許容応力割増し 25% 

・温度変化量ムT 50℃（－10～ 40℃） 

．ダクタイル鉄管の線膨張係数 α

1.0×10-s／℃ 

－水管橋総重量 10.95 kN 

（新鳥ヶ谷橋）

8.57 kN （野田橋）
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・¢200mmのFf形継手の許容曲げモーメントMJ

31.4 kN・m 

・S H形継手の伸縮量 e

b）検討結果

新鳥ヶ谷橋（支問長22m)

±52mm 

．割増許容引張応力 σu
σa×1.25= 1.75×105 kN/m2 

（＼・風荷重＞地震荷重）

・最大発生応力 1.44×105 kN/m2くσta

. IT形継手の最大曲げモーメント

－温度変化による伸縮量

野田橋（支間長17.Sm)

17.4 kN・m< M1 

11 mmくe

－割増許容引張応力 σta

σa×1.25= 1.75×105 kN/m2 

（＼・風荷重＞地震荷重）

・最大発生応力 0.83×105 kN/m2くσta

. IT形継手の最大曲げモーメント

14.2 kN・mく MJ

－温度変化による伸縮量 9mmくe

図3

a）新鳥ヶ谷橋

f民主l弁

615 

。

(5）キャン／＼

水管橋のキャンパは一般的に支間長の1/200

が最も美しpとされる。また、キャンノく線形は放物

線にすると最も美しい梁に見える。以下にキャン

パ線形の二次方程式を示す。

Y＝一一一生－x2＋－」ιー

200・L 200 

ここで、 Y：キャンパ高さ L：支間長

x：支問中央部からの距離

今回、新鳥ヶ谷橋が片勾配の橋で、あるため、次

の二次方程式で、キャンパ線形を求めた。

Y=_E_X(2L-X) 
L2 

ここで、Y：キャンパ高さ F：高低差

L：支間長

x：支間端からの距離

図3，二本水管橋のキャンパ線図を示す。

キャンバ線図

lli似 mm

。

棚橋J~時－：：：－~..：.矧とごこ斗ー：i
一一一一一一：据え付高さ
一一一一一一：自重時高さ

：供用時高さ
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(6）橋台

橋台は重力式橋台で、検討を行った。管体重

量、水重作用時および水圧負荷時に転倒しない

よう形状を決定した。

5.施工
( 1)仮組み

FT形ダクタイル鉄管は製作後、規定に従い工

場内で仮組みをする。仮組みした結果、設計通

りのたわみ量であることを確認した。

写真1 仮組状況

(2）足場設置

管の接合、キャンパ調整および現地塗装が円

滑に行えるよう足場を設置した。

写真2 足場

(3）管体吊り込み

管の吊り込みは、2車線道路の内1車線を占

有し、管を1本づっ吊り降ろし足場で接合する単

管吊り込み方式とした。

写真3 管体吊り込み状況

(4）接合

管を足場に仮受けし接合を行った。作業自体

は管の受口にゴム輪を挿入し、ボルトを締めるだ

けのもので迅速に行われた。

接合状況

(5）キャンバ調整

キャンパの調整は、足場に吊り材を取り付けチ

ェーン・ブロック、ターンパックルを用いて調整を行

った。

(6）橋台コンクリート打設

写真5 キャンバ調整状況
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橋台は重力式橋台で、検討を行ったが、ひび割

れ防止のため鉄筋を配した。

写真7 工事完了後（新鳥ヶ谷橋）

写真6 橋台コンクリート打設状況

(7）現地塗装

現地塗装として、配管終了後にJDPAZ2009 

-1992 （ダクタイル鋳鉄管外面特殊塗装）の4-

bに基づき、ポリウレタン樹脂塗装を塗布した。

写真8 工事完了後（野田橋）

なお塗装色は、橋梁および周囲の景観を考慮、

し水色系とした。

(8）空気弁

新鳥ヶ谷橋水管橋の空気弁側の防渡柵は、

河川の法面との取り合いで、空気弁と橋台との

聞に設置することができず、空気弁部が防渡柵

より道路側に配置することになった。そのため河

川の法面に弁室を構築し、空気弁部を法面部に

埋設した。

表3 水管橋施工のタイムテーブ‘ル

日 数（日）

1 2 3 4 5 6 

仮足場設置
．－． ...... 

管の吊り込み・ ・--e
据え付け・接合 ．－ ． 

．．  
キャンパの設定 .. 

1－‘ ーー

橋台コンクリートの打設
円．， ーー

現地塗装

計：10日間

-‘．， 
凶・・‘円．，

－橋台コンクリートの養生期間、型枠の撤去および現地塗装の乾燥時間は計上していない。

上段：新鳥ヶ谷橋、下段：野田橋

7 8 9 10 

ーー a・
官官 司．，

ゅー．

........ 
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6.施工期間

表3に水管橋の施工のタイムテーブルを示す。

施工はトラブルもなく、予定通り完了した。（写真

7、8に工事完了後の全景を示す。）

7.おわりに

以上のようにダクタイル鉄管で架設された2橋

の水管橋はいずれも設計通りの緩やかなアーチ

を構築し、施工性もよく短期間で確実に施工を完

了できた。

最後に本事業の実施に際し、ご協力を賜った

地元、関係各位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。

23 
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イ③ァ
掠術レポート

〉
呼び径lBOOmmダクタイル鉄管
による堀越送水トンネル更新工事

北九州市水道局給水部東部工事事務所

工務係小川信生（前設計課）

して以来およそ90年の歴史を重ねてきた。その

問、周辺都市の発展に伴い、若松、小倉、八幡、

戸畑の各市においても相次いで、水道事業が創

設され、それぞれ単独に水需要に対応してきた。

昭和27年、旧門司市を除く4市と福岡県は北

九州水道組合（昭和37年4月に北九州水道企

業庁と改称）を設立、水道の一元化を図り、旧門

司市と併立して水道用水の供給を開始した。

1.はじめに
その後昭和38年、旧5市が合併して北九州市

が発足、翌年の昭和39年に北九州水道企業庁

と旧門司市が統合して新たに北九州市水道局と

して再発足し、今日に至っている。

北九州市の水道事業は、本市の前身の一部

である旧門司市が明治44年に部分給水を開始

図1 水利系統図
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写真2 更新前の送水トンネル

現在では、第 5期拡張事業の完成により、

769,000m3 ／日の給水能力を有するまで、になって

L唱。これらの拡張事業の完了により本市は、本格

的な維持管理の時代へと移行していくこととなる。

今回、東部地区の基幹送水施設であり、老朽化

が進行している井手浦浄水場と堀越ポンプ場を結

ぶ全長4,000m余の堀越送水トンネルについて更

新工事を実施したのでその概要を報告する。

2.堀越送水トンネルの概要

井手浦浄水場と堀越ポンプ場を結ぶ堀越送水ト

ンネルは、昭和40年代、第3期拡張事業にて築造

されたコンクリート製縫道式送水路であり、現在、

160,000m3 ／日の浄水を本市東部地区（門司区、

小倉北区、小倉南区）の約30万人市民に給水し

ている基幹送水施設の一つである。

同送水路は、建設当時、トンネル工法としては最

もポピュラーで、あったコンクリート巻き立てによるもの

で、あった。しかし、30年以上の年月を経た今日、先

のトンネル健全度調査の結果、老朽化が進行し、今

後の安定給水に支障を来たすことが判明した。

この送水トンネルを修復するためには次の課

題を抱えている。

① 長期間断水が困難であり、断水可能期間が

約120日程度である。

② 本トンネルは送水施設であるため、浄水の流

出や外水侵入による汚染を完全に防止する

ことが必要である。

③ 仮に長期間断水を行うためには、当送水施設

の代替機能を別途準備したり、改修時の施工

性・経済性等を更に総合的に評価する必要

がある白

以上のことを総合的に評価した結果、完全な機

能回復（水密性）が期待できる「ノ旬、ブ0・イン・ノfイプ

工法Jが最も効果的な工法であると判断した。

また、先の阪神淡路大震災の教訓から、全国

的に災害時における「ライアラインの確保」の必要

性および対策の強化が叫ばれている折り、本市

においても堀越送水トンネル更新事業を「ライフラ

イン強化対策事業」と位置づけ、今回、更新工事

に踏み切ったもので、ある。

・名 称：井手浦一堀越間送水隠道

・位 置：井手浦浄水場～堀越サージタンク

・竣 工：昭和47年3月

．送水開始：昭和47年4月

・延 長：4,049m

・内 径：2,300mm

．縦断勾配：1/1000

・構 造：円形コンクリート造

図2 トンネル断面図

3.更新計画
3. 1施工時期・工期の検討

全長4,049mの堀越送水トンネルは、市内最大

の送水施設であり、これを停止することは大きな

リスクを背負うことになる。検討の結果、浄水の運

用及び安定給水の面で一番リスクの小さP （使

用水量が少ない期間） 1月から4月末の120日間
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図3 トンネル位置図

3。曲管使用

図4 トンネル平面図

3。曲管使用

施工方向施工方向

’一一・_J U形直管¢1800
U形直管世1800×5m@343本 ×5m@lll本

図5 縦断面図

井手浦立坑

L1 
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に限り送水を停止することに決定した。

なお、更新工事期間中の応援給水として、西

部地区の穴生浄水場から110,000m3／日を、ま

た、トンネル点検用に別途整備していたバイパス

管路（通常時、配水管として使用）を使用して

50,000m3／日をそれぞれ送水することで対応した。

図6 更新工事工程表

平成11年度

4: 5: 6: 7: 8: 9:10:11:12: 1・2・3

①実施設計
．，，，．．．．．  
I I I I I I I I ~ ． ． 

②立坑工事 ． 

－準備工、片付け工

－仮設鋼台工（堀越）
． 

－仮設用地造成（母原）

－鋼矢板土留め工

－掘削工、注入工

－埋戻し撤去

③更新工事

④断水期間

3.2口径の検討

「ノfイフ0・イン・ノfイフ工法」の採用により

通水断面の縮小は避けられない。内挿管

の口径は、井手浦浄水場の計画処理水量

( 160,000 m3 ／日）を確保した上で、将来

の水需要の変化に対応できる最大口径を

決定することとした。

内挿管の口径は、堀越送水トンネルの内

径（¢2300）の現況調査を実施し、また、羽

根式断面確認機を送水トンネル内に持ち

込み、作業スペース等の検討を行い、施工

が可能と思われる最大口径を求めた。その

結果、内挿管の口径を¢1800と決定した。

3.3管種と接合形式の検討

「120日間の短工期」、「ノfイプ・イン・ノfイ

プ工法の採用」、「それに伴う内挿管の口径

確保」等の施工条件を満足させることが管

種選定のポイントとなった。そこで、ノfイプ・イ

平成12年度 平成13年度

4: 5: 6: 7: 8・9・10・11:12・1:2・34: 5: 6: 7 
．． ． 
．． ．． ．． ． 

ー：： ，．圃
．． ．． ．． 
．．．．．．．．． ．．．．． 

． ． ． 
：炉『 ． ． ． ．． 

I I I I 
－－－－－ー・－－－－ー
－．．－．．－．，－．一，．．．ー－．．－．． 
． ．．．．．，  
ーーー・ ー・ー．．．．．．．  
ーーー－ ..・
－－－－－－－  ・・・・・・・・・圃・..・・ ・・・ ． 
・ー ・ー ーー ー・ ・ー ・ー ・， 
I I I t I I I 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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図7 施工断面図
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図8 羽根式断面確認機

ン・パイプ工法における「鋼管」、「ダクタイル鉄

管」について特’性・経済’性の比較検討を行っ

た。

検討の結果、工期的な優位性が確保で

き、かつ、多数の施工事例を有するダクタイ

ル鉄管を総合的に評価し、採用することに決

定した。また、継手形式としては内面接合方

式のU形継手とした。

図9 U形継手構造

~ 

~。s。, 

トンネル底

4.施工方法
4. 1工区の設定

工期短縮のため、母原中間立坑を含む3箇所

の立坑（両発進立坑 1ヶ所、片発進立坑 2ヶ所）

を設置し、井手浦浄水場から堀越ポンプ場前の

サージタンクまでの4OOOmを4工区に分割、 1工

区当たり約1,000mを同時に施工した。

4.2施工フロー図とサイクルタイム

仮設ポンプ室築造、ポンプ設置、市内給水ブロッ

クの変更など周辺整備を12月までに実施し、1月か

図10 工区割

母原立坑 堀越立坑

堀越送水トン机 「一一「 堀越送水トンネル

搬入方向 搬入方向 ｜搬入方向

1工区（L=915m) 2工区（レ964m) 3工区（L=1078m) 4工区（L=1092m)

堀越送水トンネル L=4049m 
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らの断水開始に照準を合わせて準備を完了した。

断水期間中の更新工事は、昼夜間連続施工

となるため夜間施工時の管材料の不足に備えた

置き場の確保や周辺住民への騒音問題などを

考慮し、作業ヤードの整備も併せて行った。

モルタル裏込め充填作業と同時に施工すること

により、2日間で、60mの進捗が可能となった。

120日間とpう短期間で施工するため、空白時

間の発生を最小限に留めるべく図12に示す24

時間のサイクルタイムを定めた。

また、後続作業となる水圧試験（テストノfンド）

および継子部モルタル充填作業は、翌日の発泡

また、工期短縮およびトンネル内作業スペース

確保の面から、管材料及び工事資材の運搬用

仮設レールを、既製のレール材に替えて、2m単位

で、ユニット化した特注品とすることでこれらの固

定作業の簡素化、布設日数の短縮化を図った。

管運搬作業は、まずクローラークレーンまたは橋形

クレーンを用いて地上部から立坑内に吊下ろし、

次に管運搬用台車に載せてバッテリーロコにより

①仮設作業

図11 施工フロー図

小配管撤去作業

＋ 
｜ 充填工仮配管 ｜ 

一一一一一一一一一一＋一一一一一一
立坑内吊込作業

②管運搬作業 ＋ 
I p/,t，ル内運搬作業 ｜

一一一一一一一一一＋ 一一一一
！ 管据付作業 ｜ 

＋ 
③管布設作業 ｜ 管接合作業 ｜ 

＋ 
｜ 管固定作業 ｜ 

一一一一一一一一一一＋一一一一一一
水圧テスト

（テストノすンド方式）

④水圧テスト

＋ 

一一一一一一一一＋一一一一一一

⑤充填作業

空隙部充填作業

(1スパン＝12本）
5m／本×12本＝60ID

（昼夜間作業）

5m／本×3本
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図12 サイクルタイム

A班作業時間（昼）

図13 施工概略図

ダクタイル鉄管仮置場

のoxo
• 立 坑

エアーモルタル注入パイプ（VP~50）セメントレンガ閉塞
ダヲタイ，，

誰管

;1800 

12本×5.0m=60.0m(lスパン）

トンネル内据付現場まで搬送した。

搬入されたダクタイル鉄管は、図14に示す手

順で据付、接合作業を行った。

管布設作業は1工区において順調に進捗し

た。しかし、2・3・4工区において仮設備設置後、

ダクタイル鉄管の搬入テスト中に通過不可能区

間が発見された。

φ圃

仮設レールの中心位置から管運搬時の中心点

を求め、この点をトンネル中心として再度測量した結

果、3工区分合わせて約220m（全体の約5.4%）が

図15のように変形していたことが判明した。

はつり作業に約1ヶ月を費やし、施工工程が大

幅に狂ってしまった。そこで計画の120日工期を

達成するために、当初の12本／日の日進量を見



① 管運搬作業

② 管芯出し・接合作業

③ 運搬台車引抜作業

④ 管固定作業

呼び径1800mm夕、‘クタイル鉄管による堀越送水トンネル更新工事

図 14 施工手順

管固定材（キャンパー）

ダクタイル鉄管U形
骨一一一一 ノTッテリーロコ

ー一－－¢I800-- 「ー・一一一γ－－1

ー「.， -
D 

管固定材（キャンパー）

骨一一一一一一

管固定材（キャンパー） 油圧ジャッキ

ダクタイル鉄管U形

手1800
運搬台車撤去

管固定材（キャンパー）

管固定材（キャンパー）

｜／＼ 
-.......¥ ダクタイル鉄管01800

31 
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写真3 管吊下ろし

写真4 運搬台車引抜き

写真5 管固定

直し、作業員の増員に加えて1本づつ施工して

いた作業方法を、管据付と接合作業を同時に進

行できる体制に改善した。その結果、12本／日が

14本／日となり、投入坑が近くなった頃には最高

16本の日進量を記録することができた。

写真6 継手部水圧テスト

写真7 モルタル充填

これら作業手順の改善の結果、予定通り4月4日

に最後の1本を立坑内に据付けてトンネル内配管を

完了した。その後、浄水場内の連絡配管工事も無事

終わり4月末に全体通水を完了することができた。
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図15 トンネル断面の変形

5.おわりに

積年の懸案事項であった堀越送水トンネル更

新工事を、当初の計画通り、無事竣工させること

ができました。

本市東部地区への基幹送水施設であり、長期

間の断水が許されない条件下で、全長4,000m

余の同トンネルを120日の短期間に無事改修す

ることができましたことは、工事関係者並びに地

元住民のご理解・ご協力の賜であると深く感謝

いたします。

計画

また、工事に先立ち、同様の現場をお持ちであ

った阪神水道企業団殿には、現地見学の機会あ

るLEは数々の貴重なご教示を頂きました。あわせ

てお礼を申し上げます。

以上、ライアライン強化対策事業と位置づけた

既設トンネル更新工事の事例を紹介し、今後とも

増加が予想、される更新事業の参考に供する次

第です。
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ザ宥ァ
妓術レポート

〉

シリア・アラフ共和国ダマスカス市
における漏水防止活動について

1 .はじめに

シリア・アラブ共和国は、北緯32-37度、東

経 35～ 42度、中近東に位置し、トルコ、イラク

等に接するほか、一部ゴラン高原を挟んでイス

ラエルと接しています。

国土面積は18万5000km2で、このうち約

6万km2が農業に適した平地で、あり、残りは砂

漠と岩山です。

首都ダマスカス市は同国の南西部、レバノ

ン国境近くに位置し、市域面積は106km2で、

人口は約155万人が市当局の公式発表であ

ります。しかし、実際には仕事を求めて地方か

らの人口流入があり、現在の人口は350万か

ら400万人とも言われています。ダマスカス市

はローマ時代から非常に長い歴史を持った都

市であり、イスラム教発祥期には中心地となり、

横浜市水道局配水部漏水管理所

技 術 史 員 鈴 木 千 明

現在に至るまで「人間が継続して居住した世界

最古の都市」と呼ばれています。

私は、国際協力事業団の専門家として平成

10年3月から13年3月までの問、首都ダマスカス

市の漏水防止の向上を目的として当地に赴任い

たしましたので以下報告します。

シリア・アラブ共和国
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2.ダマスカス市の水道事情

シリア、レノすノン国境には南西方向に延びる標

高2000mを越えるシャルキ山脈があり、冬季には

積雪が見られ、年降水量は250mmから600mm

に達します。この山脈に源を発するノτラダ｝｜｜沿い

には多くの湧水が存在し、この内の一つフィジェ

湧水がダマスカス市の主な水源となっています。

パラダ川はダマスカス市を横断した後、市の南東

部約20kmのエル・オテイベ湖に流入します。た

だし、エル・オテイベ湖が水面を形成するのは、数

年に一度の豊水期だけで、通常はその付近で消

滅する尻無し川です。ダマスカス市は、このノfラダ

川の扇状地に発達した町です。

ダマスカス市における給水開始は古くローマ時

代にさかのぼります。現在首都ダマスカス市への

給水はダマスカス市上下水道公社（Damascus

City Water Supply and Sewerage Authority 

以下DAWSSAと言う）が担当しています。

DAWSSAは、フランス統、治時代にダマスカス市の

富裕階級が自宅に水を供給するために1925年

に設立した委員会（Leco mite des eaux de 

Figeh）がその始まりで、この委員会が水道会社

を作り1960年に国営化され現在に至っていま

す。現在はローマ時代に建設されたトンネルは使

用していませんが、 15km離れたフィジエ湧水を

表 1 横浜市・夕、マスカス市比較

横 浜 市 ダマスカス市

面積 434km2 106km2 

人口 344万人 115万人

普及率 100% 74% (100%) 

一日平均
124万m3 62万m3

給水量

有収率 91.75% 36% 

漏水率 5.2% 34.7% 

職員数 2400人 1500人

1924年に人力掘削で建設されたオールドトンネル

と1980年に完成した口径2500mmのニュートン

ネルで市内まで自然流下で導水しています。

DAWSSAの給水人口は約115万人、一 日平

均給水量は約62万m3、総配水管延長は1221

kmで、その内の約12%が鉛継ぎ手の鋳鉄管で

す。給水普及率は74%ですが、無許可居住区を

除くと100%です。また、約1500名の職員が勤務

しています。

ダマスカス市における水供給は市内の井戸か

らの補足揚水にも関わらず乾期を中心に制限す

るなど、安定給水の確保が課題となっています。

実際に私の赴任中は乾期の3月から11月頃まで

昼の12時から翌朝6時までの給水制限を行って

i Eました。また、赴任当初有収率はわずか36%

で、不明水（UFW）の割合は約64%であり、その

構成は漏水（34.7%）、メーター不感（14.4%）、不

法使用（13.6%）、そして宗教施設と公共栓（1.7

%）でありました。

3.赴任の背景

上述のような背景の下、シリア・アラブ国政府

は平成5年、「効率的な給水に資するための既

存給水施設の改善と将来の水需要に対応する

ための拡張に関する協力」を日本政府に要請し

ました。

そこで、日本政府はダマスカス市における水道

の現状を把握するために1995年に事前調査を

行い、1997年その結果を踏まえ「シリア・アラブ共

和国ダマスカス市給水システム改善拡充計画調

査」を策定しました。調査結果の勧告は，水利権

の再配分から会計、財務管理機能の自動化、組

織改革まで多岐にわたりました。

この勧告を基に日本政府はダマスカス市にお

ける給水の改善拡充を目的として総延長約

50KmのダFクタイル鉄管と付属品（口径200mm

から600mm）と5台の建設車両を3年間で無償

供与すると共に、漏水調査監理体制の強化をは

かるために漏水防止の専門家を派遣することを

決定しました。
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4.主な業務内容

私が最初の派遣専門家で、あったことから、赴

任直後はDAWSSAの組織全般、特に漏水防止

業務の実態把握に努めました。具体的には調査

方法、調査エリア、調査チーム構成、調査時間

帯、漏水の発見から修理完了までの仕事および

書類の流れ、記録方法等をDAWSSA本部や実

際に漏水調査チームと現場に同行して調査しま

した。その結果、現状およひ、課題が明らかになっ

たことから、その解決策を指導しました。

( 1)漏水防止業務の現状

① DAWSSAには私の赴任前から漏水調査

専門の係があった。

② 調査係は係長の他技術系職員と事務系

職員が各1名、そして調査班3班で構成され

ており、調査方法は地上漏水個所の調査だ

けでなく、ダマスカス市内を3区域に分割し、

それぞれ1年で2巡し地下漏水の探査を行

っていた。

③ 漏水修理件数は給水管で年間4000件

程度、配水管では年間500件程度で過去数

年間は同程度の修理件数で、あった。

④ 配水管の管種は口径300mm以上はダク

タイル鉄管を使用している。しかし、約12%

は鉛継ぎ手の鋳鉄管で、小口径配水管はシ

リア産のPVC管が使用されているが、PVC

は低品質のために口径BOmm以上につい

てはダクタイル鉄管に切り替えていた。また、

給水管にはポリエチレン管か亜鉛メッキ鋼管

が使われている。

⑤ 主要都市水道事業体では、オーストリア政

府から小麦の輸出代金の代わりlこ受け取っ

た漏水探査用の機材一式を積んだ作業車

を保有している。しかし、DAWSSA漏水調

査係は、これとは別に横浜市と匹敵、もしくは

それ以上の漏水調査用機器を日本から供与

されている。

(2）漏水防止業務における課題

① 漏水量の防止は新規水源の開発を遅ら

せることが出来る手段であることや、漏水個

所からの水質汚染が問題であることの意識

が上級管理職員や技術者に不足している。

② 漏水調査係が市内を一様に調査してい

るが、鉛継ぎ手の鋳鉄管路に調査を集中さ

せるなど効率的な調査区画割り，調査頻度

が採られていない。

③ 日本およひ、オーストリア政府から受け取っ

た機器を使いこなしておらず、漏水個所の的

中率が50%を下回っている。

(3）課題に対する対応策

① フ。レゼ、ンテーション

課長職以上の上級管理職員に漏水防止に

関するフ。レゼ、ンテーションを行い、漏水防止に

対する意識改革を行った。

② 組織改革

上記の結果を踏まえ、総裁および設計部長

と協議の結果、設計部を設計・技術情報部

と組織改革し、訓練部門を創設した。

③ 管路研修施設

現地技術者への技術移転を目的に、管路

研修施設をDAWSSAの予算により工事を

竣工した。施設としては、赴任時は砂地であ

った約2500m2の敷地に、総延長600mの地

上、地下配管を布設し、その管路に10箇所

の漏水ポイントを設けた。なお、口径、管種、

埋設深度、舗装種別はダマスカス市内で使

用しているものを充てた。さらに、管路研修施

設は研修目的だけでなく、新製品等のテスト

ヤードとしても使えるように設計したため、量

水器や各種流量計の比較も行った。

④ テキスト作成

写真1 管路研修施設（流量計比較）
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漏水防止に関するテキストを英文で作

成し、DAWSSAがこれをアラビア語ヘ翻訳

した。後に研修中の技術者の理解度や現

地事情を反映させ2回改定を行った。

⑤ 技術者研修

3日間の室内講習、3日間の管路研修施

設で、実機を使った研修をダマスカス市をは

じめ住宅省、シリア主要13都市の技術者

約 100名を対象に15回に分けて行った。

⑥ 現場職員研修

漏水調査係の現場職員に対して，管路

研修施設の実習に重きをおいた特別メニ

ューで、研修を行うと共に、畳間だけでなく深

夜早朝の調査現場に同行し、現場で調査

方法、機器の使用方法等のトレーニングを

行った。

⑦ 調査機器の改良

水圧測定器が消火栓の口金径の違い

により使用できないなど、日本から供与され

た漏水調査機器の問題点を洗い出し、現

地施設に対応可能なジョイント等の部品を

現地工場で製作し、使用を可能とした。

写真2 管路研修施設

（漏水探知器による音聴作業）

⑧ 管路更新フ。ロジェクト指導

日本から供与されたダクタイル鉄管の布設

工事に関し、設計・技術情報部で更新管路

の優先順位や管路設計に対して助言や指

導を行った。また、建設部内に作られた日本

供与機材で、の管路更新フ。ロジェクトチームに

は，夜間布設現場で布設および一般土木関

係の指導、建設機械や作業員に対する安全

管理等の指導を行った。

写真3 配水管布設（幹線道路）

5.活動による成果
(1)効率的な漏水調査

漏水の発生は、主に配水管総延長の12%を

構成する鋳鉄管とそれに接続されている給水管

からと考えられ、3班体制の漏水調査係が鋳鉄管

布設地域に集中することで効率の良い調査を行

えるようになった。

(2）調査機器の活用
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漏水調査係が機器の使用方法を習得したた

め、未使用で、あった供与機器が活用することがで、

きた。

(3）工事関係書類の整備

工事日報、進捗状況報告書等の書類を整備し

たことにより管路更新フ。ロジェクト現場の施工管

理が容易となった。

(4）設計手法の技術移転等

① 管路研修施設の計画時の管網解析や設

計にあたり技術移転対象者のDAWSSA技

術者に対し技術移転を行うことが出来た。

② 以前はすべての工事で設計図を竣工図

としていたが、管路研修施設工事で竣工図

を作成させたことにより以後管路工事にお

いても竣工図作成が一般化された。これに

より配水管台帳の整備に寄与することが出

来た。

(5）配水ブ．ロック化への準備

写真4 配水管布設（市中心部）

設計・技術d情報部の職員が配水ブロックの重

要性を理解し、市中心部の管路更新にあたって

は，将来のブロック化を考慮しながら弁類等の設

置を行うようになった。

(6）漏水防止率への貢献

私の離任時の漏水率は31%で、着任前の

34.7%に比べ3.7ポイント改善をされた。また、3年

間で日本から供与するダクタイル鋳鉄管により配

水管の更新を行うことで、試算では全体で8%程

度の漏水率の低下が更新終了時に見込まれて

~ Eる。

(7)研修施設の活用とその効果

漏水防止に関する研修をDAWSSAにおいて

38名，住宅省5名、シリア主要13都市36名の技

術者と12名の現場技術者、ダマスカス大学講師

1名に行ったことにより、漏水防止の重要性をダ

マスカス市だけでなくシリア主要都市の技術者に

理解する者が増えた。

また、住宅省では漏水防止の重要性に気づ

き、省内にシリア全都市を対象とした漏水防止課

を創設するに至った。さらにダマスカス大学の講

師は、学生に対し管路研修施設で授業を行うこ

とを希望したことから、現職の技術者だけでなくダ

マスカス大学土木工学部の学生も対象とした研

修を行うこととなり、研修施設の活用がさらに増し

た。

6.改善が不可能であった課題等
( 1)水利権の再配分

① シリア・アラブ共和国では水道事業体はす

べて住宅省（Ministryof Housing and 

Utility）に所属している。DAWSSAが持っ

ているフィジェ湧水を除いた水源は、すべて

潅減省（Minis仕γofIrrigation）に所属して

いる。また、シリアはGNPの構成比で農業は

30%以上を占め、中近東諸国ではめずらし

p農業国である。従って、水を利用する権利

は潅減省、農業省の力が強く、水利権の再

配分はおろか新規水源の開発すら非常に

困難で、あった。

任期中の乾期にはDAWSSAが既得の

水利権を行使しているにも関わらず、農民に
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よって水道施設が破壊されたことがあり、ダマ

スカス全市内が一日中断水し、その後2日に

わたり減水となる事故があった。このような事

情により住宅省およびDAWSSAは新規水

源をユーフラテス川や地中海沿岸部に求め

ているが，開発費用の確保に目途がつかず

調査だけに終わっている。従って、水利権の

再配分、新規水源開発が当面出来ない現

在はフィジェ湧水カ当らの取水を上限取水する

か、不明水量を解明し、確実に給水すること

以外に方法は無い状況となっている。

(2）量水器の精度

不明水の中にはメーター不感水量が含まれる

が、ダマスカス市内には約24万個の水道メーター

がある。その大半はシリア国軍の工場で製造され

た半インチのマルチジェト型で、ある。このメーター

は精度が低く，無収水量の一因であると開発調

査でも指摘されている。また、定期的に水道メータ

ーを交換する制度が無く、明らかな故障が発見さ

れた場合のみ新メーターと取り替えている。軍の

工場はヨーロッノtのメーカーのライセンスを買って

生産しているが、旧式であり新型のライセンスは資

金力不足で購入できないとのことで、あった。市内

には故障メーター数も非常に多く、設置方法も適

正でないものが多くあった。故障メーターの早期

取り替えや設置方法の改善については助言した

もののメーター本体の改善については資金面で

の問題があり不可能で、あった。

(3）夜間音聴調査時間帯

漏水調査係の夜間音聴調査は午後11時頃

開始し、午前1時頃終了していた。しかし、当国の

生活スタイルは、夕食は午後9時から10時頃始ま

るため、午後11時からの音聴作業時は夕食時間

帯となる。この時間帯は都市騒音が多いため調

査時間帯を午前1時頃から午前5時頃までに変

更を試みたが不可能で、あった。理由は二つあっ

た。

① 漏水調査係で夜間音聴調査を担当する

職員は、畳間に別の仕事を持っており、調査

時間帯を移すことにより昼間の仕事に差し

支えるため。

このことは、公務員の給与体系と直結する

問題であり、総裁と何回か協議を行ったが改

善をするに至らなかった。

② 乾期には夜間給水制限を行っていて、漏

水音に頼る夜間音聴調査は不可能であっ

た。

7.今後の課題

漏水は新規発生と成長を絶えず続け増加す

るものである。従って、3期に分けた50km＇こ及ぶ

ダクタイル鉄管の供与や、私の任期が終了した後

も、DAWSSAは引き続き次の事項に努力をしな

ければならないと提案を行った。

(1)漏水防止作業の継続

管路更新と漏水防止作業により市の中心部

の漏水量は減少するが、流量、水圧の変化によ

り漏水の発生は老朽化した鋳鉄管が残る市の外

周部地域へと移動すると思われる。従って、

DAWSSAは市外周部においても老朽管の更新

と漏水防止作業を継続しなければならないと考

える。

(2）調査データの有効利用

日々の漏水調査作業や破裂漏水個所等の管

の履歴に関するデータを蓄積し復元率、許容漏

水量等予測値をダマスカス市のそれぞれの調査

区域に見合った算出式を作成し、より効率の良

い漏水防止作業に努めなければならない。また、

計画部、設計・技術情報部との連携により，効率

的な予防的対策を今後も努める必要がある。

(3）無許可居住地区への給水の対策

ダマスカス市周辺部には農村部からの人口流

入およびレバノンからの難民が居住する地区が

ある。これらの地区では住宅省の基準に達しな

~ E無許可住宅が大部分を占め同省は対策に苦

慮、している。住民の多数は配水管に独自で分岐

を設け、ブースターポンフ。を取り付け盗水を行って

pる。DAWSSAは今後も無許可住居地区に水

道を積極的に整備し、料金徴収に努めなければ

ならないと考える。

(4）配水ブ、ロックイヒ

夕、、マスカス市内の水圧は0.6Mpaから0.08Mpa

とぱらつきがあり、そのうち高水圧が漏水発生の

大きな要因である。このことから減圧や水圧コント
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ロールを目的に配水管のブロック化を進め水圧、

流量を制御する必要がある。また、配水ブロック

化は将来の維持管理、水運用にとっても是非必

要であると考える。

8.今後の日本との関係

日本政府はダマスカス市に対する老朽管の更

新に関し、70km相当分のダクタイル鉄管の追加

援助を今年になり決定したと聞いている。また、

配水ブロック化に関しては、短期専門家を派遣

する前提で、人選を行っていると聞いている。この

ことはODA予算が削減されるなか日本政府が

DAWSSAを投資効果が大きく、実力のある組織

と評価しているからだと思っている。

DAWSSAが日本政府からこのような評価を受

けている組織で、あることはダマスカス市民にとっ

ても大いに利益になることであり、DAWSSAはな

お一層の課題の克服に努力を払う必要があると

思っている。

9.おわりに

夏場50℃での1日6時間給水は、日本で経験

できるものではなく、非常に良い経験になりまし

た。私は妻を伴って赴任しましたので、妻はいつ

の聞にか、やかんや鍋を始めいろいろな物に水を

確保する習慣を身につけたようでした。しかし、常

時給水が当たり前の私たちと違い、シリア人には

さほど苦ではなさそうでした。中流家庭にはlm3

の受水槽があります。この貯水量では子供が5

人程いる平均的な家庭では足りそうもありません

が、非常に乾燥した気候のために、ンャワーは週に

2回程度、コップ。に残った水も最後は植木に与え

たりと節水意識が身に付いているようでした。赴

任当初テレビで明司Oとの協賛で手をよく洗うよ

うに男’性が見本を見せるコマーシャルがありまし

たが、水を出しながら洗っていたために、後に節

水の悪い例として同じ画面が使われていました。

このほか、ダマスカス市内でのホースを用いた洗

車は禁止されていましたが、一部の有力者は使

用人にホース洗車をさせている風景を見かけまし

た。貧富の差が大きいダマスカスの現状を表して

i Eる光景で印象的でありました。

私はダマスカスから帰国後、古巣の横浜市水

道局の漏水管理所に勤務し、現在は横浜市の

漏水防止に取り組んでいます。配水管延長約

8800kmで地域により24時間活動する都市の

漏水率を現在の5.2%を維持もしくは減少させる

ための難しさを現在改めて感じている次第であり

ます。また、ダマスカスに限らず日本においても熟

練を必要とせず、現場状況に左右されない安価

で精度の高い探査機器の開発は急務と感じて

i Eます。

最後に、私は「漏水防止の専門家」として赴

任しましたが、DAWSSAは私を「水道の専門家」

として見ていたようで、時に専門外の相談を受け

ました。米国製のガスクロマトク守ラフの相談から、

井戸のケーシンクゃのスクリーンタイプまで相談内容

は多岐にわたりました。このような問題の解決に

あたって、横浜市水道局はもとより厚生労働省国

際課、国立公衆衛生院のご支援、ご指導は大変

役立ちました。

また、シリア研修生を受け入れてくださった日本

水道協会、大阪市水道局、名古屋市上下水道

局、呉市水道局、日本工営株式会社、株式会社

クボタ、フジテコム株式会社、日本管路総研株式

会社の方々には大変お世話になりました。この誌

面を借りて厚く御礼申し上げます。
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