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第5次水力調査と水圧鉄管につ
いて

通商産業省資源エネルギー庁

公益事業部　水力課技術班長
                             　佐藤　文三

　通商産業省では水力開発を促進することを目的として、昭和55年度か
ら60年度までの6ヵ年計画第5次包蔵水力調査を行われており、昭和57年
9月に概略調査の結果を中間報告として発表された。それでは未開発水
力は中小水力が中心となることから、「中小水力用の新しい水圧鉄管材
料」の検討を行い、昭和58年9月にダクタイル鋳鉄管など9種類の管が水
圧鉄管材料として技術基準に規定した。今回のレポートでは、新規水圧
鉄管材料であるダクタイル管の材料および埋設管計算方法などを報告す
る。

ダクタイル鋳鉄管（φ1650）による
曲線推進工事ついて

札幌市水道局

拡張部
      施設次長          　平賀　岑吾
 　　工事課工事2係長　阿部　一晴
 　　工事課工事2係　   引木　優

　
　白川浄水場と清田配水池間を結ぶ延長20kmの白川第2送水管の建設に
おいて、呼び径1650mmのダクタイル鋳鉄管による曲線半径458m、弧長
72mの曲線推進工事を実施しました。その工事の概要（セミシールド刃
口推進、Ｕ形推進工法用ダクタイル管、推進延長134m）と施工の結果を
報告する。

仙台市における青葉山ずい道配
水池内呼び径700mmダクタイル
鋳鉄管布設工事について

仙台市水道局

建設部
        建設第1課長　   大竹　正男
    　　建設第1係主査　川島　銀造

　長期的な安定給水を確保するために、宮城県営仙南・仙塩広域水道用
水供給事業から受水する計画を基本に、第5次拡張事業を施工してい
る。この事業の一環である青葉山ずい道配水池は、送水施設と配水池を
兼用させた延長3,343m、半径2.5m標準馬蹄形のものである。今回は、こ
の青葉山ずい道配水池の概要と、配水池を2池構造として使用するため
配水池内に側管として布設された呼び径700mmの鋳鉄管の施工について
報告する。
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名古屋市のパイプインパイプ（ＰＩ
Ｐ）工事について

名古屋市水道局

配水部　東配水事務所
            　    所長      　加藤　豊
           　　　工事係長　横山　敏夫
           　　　技師　　　　久住　隆弘

　名古屋市は，明治43年に水道工事に着手し、大正3年に工事が完了し
て給水を開始した。この創設期に布設された通称”中部幹線”(呼び径
36インチ≒900mm、約70年経過）に対して、パイプ・イン・パイプ工法
（PIP工法）を採用して工事を施工し、再生することができた。今回、
本工事の調査・計画および施工の概要について報告する。なお、使用し
た管はPⅡ形ダクタイル管で、PIP工法で施工した区間は延長178mと337m
の2スパンである。

新幹線高架橋下におけるS形ダク
タイル管の布設について

京都市水道局

技術部工務課　設計係長
　　　　　　　　　　　　　　　藤田　聖修

　著しく宅地化の進む市南西部地区の水需要に対応して安定給水をはか
るために、新山科浄水場からの水を送る幹線配水管の布設工事を行っ
た。この工事は、東海道新幹線高架橋下の側道という特殊な条件のもと
で、呼び径800mmのS形ダクタイル管を布設したものである。今回、この
S形管布設工事の概要を報告し、併せて管路耐震化ら関する若干の考案
を述べる。
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技術丸沢一ト

第思次水力調査と

1 .はじめに

最近になって、エネルギ一環境は石油ショ

ック直後のような事態からやや変化しつつあ

り、昨年 3月にはOPEC結成以来はじめて

原油価格の引き下げが決定された。

これは、石油代替エネルギーの開発導入、

省エネルギーの進展などによるエネルギー需

給の緩和により、世界的に石油需要が減少し

たことが要因といわれている。

したがって、原油価格が引き下げられた状

況の中で¥これに安心して石油代替エネルギ

ー開発や省エネルギーに対する努力を怠ると

中・長期的にはエネルギー需要の増大により

需給がひっ迫することは必至と予想され、ま

た石油は枯渇性の有限な資源であることから

再び原油価格が上昇し、 l次エネルギー供給

の 8割以上を輸入に依存し、かつ輸入石油を

政情不安定な中東に依存する度合の高い日本

は、再び大混乱に陥ち入ることが予想されて

いる。

圧鉄管について

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部

水力課技術班長 佐藤文三

このため、昭和58年11月に発表された総合

エネルギー調査会需給部会の「長期エネルギ

ー需給見通し」の中間報告では、今後も石油

代替エネルギーの計画的かっ着実な開発導入

を促進し、石油依存度の低減をはかっていく

必要性があるとされている口

かかる観点から、水力発電は、中小夫見模の

開発が中心とはなるものの、純国産、非枯渇

性のクリーンエネルギーであるので、エネル

ギーの安定供給の観点から、毎年35万kw~40

万kw程度の開発が期待されている。

2掴水力発電設備の現状

1 .水力発電設備量

京都市の琵琶湖疏水事業との共同開発によ

る蹴上発電所が、明治24年 5月に発電を開始

したのが日本で最初の一般需要家への電力供

給を目的とした水力発電所であるが、この時

から昭和59年 3月末までに全国各地に総計

1，681地点、総出力3，345万kwの水力発電所が
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建設され発電している。

この結果、現在、水力発電所がないのは千

葉、大阪、香川の 3府県にすぎないので、ち

ょっとした河川にはかならずといって過言で

ないほど水力発電所を見ることができる。

既設水力発電の設備量は、表- 1に示す通

りであるが、その内訳は一般水力(河川流量

だけで発電する発電所)は、地点数の98%の

1，648地点、出力の58%の1，950万胸、揚水発

電(深夜に原子力、火力発電の余剰電力で下池

表-1 既設水力発電所設備

区 分 地点数 出力 (kw) 電力量(MWH)

一般水力 1.648 19，503，522 85，651，807 

既開発
混合揚水 19 5司 527司 040 2司403，851

系屯揚水 14 8司427司 700

言十 1句 681 33、458句 262 88、055，658

の水を上池に揚水し、昼間の電力需要ピーク

時に発電する発電所)は33地点、総出力1，395

万kwで、ある。日本の水力発電設備の総量とし

ては、 1，681地点、 3，345万kwというわけであ

2 .最近の一般水力開発の特徴

表-2は、昭和54年の第 2次石油ショック

以降の最近の水力開発状況(昭和56年度~58

年度)と、第 1次石油ショック以前(昭和46

年度~48年度)のそれを比較してみたものでる。

表-2 最近の一般水力開発状況

最 近 の 竣 工 発 電 所 石油ショック以前の竣工発電所

事業者
年度 地点数 出(kw)力 土(也%点) 平力均(k出w) 年慶 地点数 出(kw)力 土(也%点) 平力均(k出w) 

56 46 

9電力、電発 7 493，600 7 223，300 

公
ρ邑江， 10 23，830 2 28.000 

その他卸売り 2 13，700 

自 ，忽......... 用 8 15，249 

27 546，379 9 251，300 

57 47 

9電力、電発 4 85，680 3 146，000 

公 ρ品旦. 7 9，410 

その他卸売り 2 12，500 

自 家 用 6 774 

言十 19 108，364 3 146、000

58 48 

9電力、電発 4 59，300 10 481，800 

公 A呂旦. 12 30，460 4 41，400 

その他卸売り

自 家 用 10 3，740 

言十 26 93，500 14 523，200 

56~58 46~48 

9電力、電発 15 638，580 21 42.600 20 851，100 77 42.600 

公 ρ邑と4 29 63，700 40 2.200 6 69.400 23 11，600 

その他卸売り 4 26，200 6 6，550 

自 家 用 24 19，763 33 823 

言十 72 748，243 100 10，400 26 920，500 100 35，400 
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あるが、この表が示すように、最近の一般水

力開発の特徴は次の通りである。

(1)一般水力の竣工発電所数が3倍に増えて

いる。

第 1次石油ショック以前の 3カ年間の竣

工発電所数は26地点、であったのに対し、第

2次石油ショック以後のそれは72地点、と約

31.音にt首えている。

これは、二度にわたる石油ショックで水

力発電の供給力としての安定性が再評価さ

れたこと、および昭和55年度に中小水力に

対する補助制度が創設されたことによって

一般水力開発が経済的にもやり易くなった

ことが要因と考えられる。

(2)公営、その他卸売り、自家用の事業者が

活発に水力開発をしている。

9電力、電発の竣工発電所数は、第 l次

昭和59.10 第37号

石油ショック以前の 3カ年聞が20地点であ

ったのに対し、第 2次石油ショック以後の

それは15地点、に減少しているが、 9電力、

電発以外の電気事業者をみると、公営は 6

地点、から 29地点に、その他卸売りと自家用

にあっては Oから 4地点および24地点と飛

躍的に増加している D

この要因として考えられるのは、補助制

度が 9電力以外の電気事業者を対象として

いること、わよび石油価格の上昇が原因で

電気料金の大幅値上げとなったことなどが

ある口

(3) 1土也点当たりの出力が小さくなっている。

9電力、電発の 1地点当たりの平均出力

は、 4万2，600kwと変化はないが、公営電気

事業者のそれは 1万1，600kwから 2，200kwと

約%となっている。

表-3 最近 3カ年の自家用竣工水力発電所一覧表

年度 発電所名 事業者 名 都道府県 出力 (kw) 備 考

56 岩 老 t首 毛 同丁 北海道 20 

愛 山 T芙 上 )I! 阿I 北海道 10 

高 主炉ム→ I、=丞b 里子 市 岩手県 150 

E事 津: 三井金属鉱 業 岐阜県 11，850 

}I!鉄水島小水力 JI! 崎: 製 主失 岡山県 39 エネルギ一回収

里子村・ ダ ム 四 国 地 方 建 設局 愛媛県 600 

日 之 景三 日之影土地改良区 宮崎県 2，300 

高 j頼 岡山自家用食肉センター 岡山県 280 

57 東山 ダ ム 会津若松市 福島県 700 

木 ノ 窪 木ノ窪養魚組 合 石川県 7.3 

徳山工場第 1号水力 帝 人 山口県 60 エネルギ一回収

中 里子 石 田 幸 中公 群馬県 2.4 

十谷温泉源氏荘 樋 口 愛 日月 山梨県 1.8 

J¥ 了 閣 秋 目 観 光 福岡県 2.4 

58 JI! 治 建 言受 省 栃木県 360 

大 豊 農 中木 省 高知県 12 

松原ダム 建 吾目又凡品 省 大分県 220 

福地ダム 沖縄開発庁 沖縄県 860 

藻岩浄水場 キし l幌 市 北海道 330 

西部農協七二会小型 西 音日 農 協 長野県 5.5 

木地ケ森小型水力 木地ケ森(株) 奈良県 8 

一 庫 水資源開発公団 兵庫県 1，900 

浄水場小水力 東 洋 を岡 キ反 山口県 10 エネルギー回収

三菱化成水力第一 三菱化成工業(株) 福岡県 34 
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また、自家用の竣工発電所の中には1.8kw

~10kwの極ノト発電所が 8地点も含まれてい

る口

(4)事業者の多様化がみられる。

第 1次石油ショック以前に水力開発をし

ている事業者は、 9電力、電源開発、公営、

その他卸売り電気事業者に限られていたの

に対し、以後には新しい卸売り電気事業者

として北海水力(株)、日本海水力(株)が設

立されたのをはりめ、自家用電気事業者に

は実に多様な新しい事業者が参入している。

表-3は、最近 3カ年間に竣工した自家用

の水力発電所および事業者を示すものである

が、これによると自家用事業者は、上水道事

業者を含む市および町、建設省、水資源開発

公団、農林省の政府機関、土地改良区、農業

共同組合の農業団体、用水型産業の工場、ホ

テルなど観光業者、個人などに分類される。

これは、水力発電の重要性に対する認識の

高揚、水力発電コストの長期安定性が評価さ

れているものと考えられる。

3.工事中水力発電所

昭和59年 3月末における工事中水力発電所

は、表-4に示す通り75地点、 767万kwで、ある。

その内訳は、一般水力66地点、 92万kw、揚水

9地点、 675万kwとなっている。

表-4 工事中水力発電所

区 分 地点数
出 力 平均出力
(kw) (kw) 

9電力会社 33 741，820 22，500 

(揚 水) 8 5，750，000 718，750 

電源開発 3 81，300 27，100 

(揚 水) 1 1，000，000 1，000，000 

公営電気 19 70，050 3，690 

その他卸し 3 15，500 5，170 

自 家 用 8 19，155 2，390 

一般水力合計 66 927，825 14，057 

(揚 水) 9 6，750，000 750，000 

総 言十 75 7，677，825 102，371 

4.第 5次水力調査

通商産業省では、日本の水力資源の基礎資

料整備、開発地点ごとに水力発電計画を策定

することにより、水力開発を促進することを

目的として、昭和55年度から 60年度までの 6

カ年計画第 5次包蔵水力調査を行っている。

今回の調査は、明治時代の第 1回目から数

え5回目に当たり、第 4次水力調査から約20

年f辰りのものである。

次に、この調査の概要について述べる。

1 .調査方針

第 5次水力調査の調査方針は、次の通りで

ある。

(1)第 4次水力調査は、電力ピーク需要対策

のため出力 (kw)を重視した大規模貯水池式

発電計画をめざしたが、その後kw当たり建

設費の比較的安い純揚水式発電技術が進歩

したこと、および貯水池を建設するに有利

な地点が少なくなったことなどから、一般

水力に期待するニーズが変化したため、今

回の調査では石油節約効果を臼的とした発

電力量 (kwh)を重視した中小規模の発電計

画が主体となっている。

(2)1， 000kw以下の小規模地点、をはビめ低落差

地点、多目的夕、、ムへの参画地点、既設夕、、ム

および水路などの利用した地点、既設発電

所の再開発地点、なども含む、水系一貫の広

範な調査としている。

(3)自然環境などの保全に十分配慮すること。

2.中間調査結果の報告

昭和55年度から昭和57年 9月までに実施さ

れた概略調査の結果を中間報告として昭和57

年 9月に発表したが、その概要は次の通りで

ある。

(1)未開発水力は2，717地点、約1，300万kw、

473億kwhである。これは昭和56年度末の既

設、工事中の一般水力の%に相当する。ま

た日本の包蔵水力は、約3，244万kw、1，337

億kwhである。この包蔵水力の量は、東京

都、神奈川県、愛知県、大阪府の 4大都市

圏における電力総需要に相当し、また原油

換算すると年間3，500万kf(未開発水力分で

は1，260万kf)の石油代替が可能な量である。

(表-5参照)

(2)未開発の1地点当たりの平均出力は4，800

kwで、あり、未開発水力は中小水力が中心と
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表-5 わが国の包蔵水力総話表

区 分 地点数
出 力

(万kw)

未 開 発 2，717 1噌 300

既設・工唱中 1.680 2，039 

廃 止 等 ム 287 ど込 95 

メ口〉、 言十 4，118 3司244

なり、既設、工事中の平均出力 1万2，000kw

の半分以下の規模となる。

(3)未開発地点の90%はダムを持たない流れ

込み式の発電型式となる。(表-6参照)

(4)未開発地点のうち発電コストの比較的安

価で、概ね10年以内に開発が可能と見込ま

れるものは544万kwで、あり、これに要する建

年間可能発電電力量
f高 要

(億kwh)

496 (注 1) 年間可能発

913 
電電力量は揚水の

注中自Z流は) 分発電を合む。
乙斗 72 ( 既設・工事

昭和56年度末
1，337 現在の数字。

設費は4.2兆円(昭和55年度価格)と見込ま

れる。

以上が中間報告の主な内容であるが、本調

査は至近年度開発が見込まれる地点について

地形、地質調査を含む基本的な調査検討を加

え、昭和60年度に最終報告書をとりまとめる

ことにしている。

表-6 発電型式別未開発包蔵水力

土也 占 妻女

区 分 比率
地点数

(%) 

貯水池式 75 2.8 

調整池式 177 6.5 
一般水力

流込み式 2，465 90.7 

言十 2，717 100.0 

揚水 (自流分) 24 

え口入 言十 2，741 

5.一般水力開発の促進策

第 5次水力調査の中間報告にもあるように

これからの水力開発は、中小水力発電の開発

が主体となる。

この中小水力発電の開発の最大のマイナス

要因は、スケールデメリットにより建設コス

トが割高となることである。

しかしながら、これら中小規模の水力発電

といえども、次のようなイ憂れた点を持ってい

る。

(1)純国産の循環エネルギーであり、供給の

安定性は各種電源の中でもっとも高く、セ

キュリティ面ではもっともイ憂れたエネルギ

ーで、ある。

出 力 年間可能発電電力量

出 力 比 率 比 率

(万kw) (%) 
発年(電億間電k可由力)能量

(%) 

128.6 9.9 40.3 8.5 

287.8 22.1 82.2 17.4 

883.6 68.0 350.1 74.1 

1，300.0 100.0 472.6 100.0 

23.0 

1，300.0 495.6 

(2)発電コストの 9割が資本費であるため、

初期原価は割高であるものの、償却の進行

に伴いコストは年々低減し、耐用期間の平

均では経済的な電源となる。このことは、

明治以来着実に水力開発を進めてきた結果

水力の供給コストは各種電源の中でもっと

も安く、電気料金の低減に大きく寄与して

しユることから明らかである。

(3)水力地点は全国各地に散在し、特に山間

地区に多いことから、水力開発に伴う地域

開発的波及効果が大きいこと。

通商産業省では、このような持徴を持つ水

力発電の開発を、一時期集中的に開発するの

ではなく、長期間にわたり着実に開発を進め
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るべき電源として位置づけている。具体的に

は、電気事業審議会需給部会の中間報告にあ

るように、昭和70年度までは毎年35万kw~40

万kwを開発目標としている。

また、この開発目標を達成するため、次の

ような主な施策をとっている。

・電源特会による中小水力開発補助。

・財政投融資による開発に対する低利融資 0

・自家用水力設置者への税制上の措置。

・中小水力コストダウンのための新技術に

対する研究開発補助口

@新技術の実際発電所に適用することによ

る実証試験補助。

・中小水力のための技術基準の整備わよび

実態を踏まえた認可などの手続きの簡素

化。

@開発促進のための諸調査の実施。

(1)未開発水力地点が小規模化していること。

未開発水力地点は、その平均出力が4，800

kwと小規模化しているだけではなく、使用

水量の面においても全体地点、の約70% (概

ね1，900土也布、)が 6:rrf/sとノj、さくなっている D

(表-7参照)

このような小さな使用水量になれば、す

でにJIS規格になっている既製管でも、か

なりの管が使えるのではないか。

(2)事業者の多様化

最近の一般水力開発の特徴のところで述

べたように、土地改良区、農協などの農業

団体、上水道事業者などが新しく水力発電

事業者となり、ダクタイル鉄管など、現行

の技術基準に規定していない材料を使用す

るケースが多くなり、この傾向が今後大き

くなることが予想されるので、特殊設計認

可の手続きの簡素化をはかる必要があるこ

6闇新規水圧鉄管材料の技術基準化

1 .検討の背景

中小水力の開発を進める上での最大のマイ

ナス要因であるスケールデメリットなどによ

る発電コストが割高となる問題点を解消する

ために、種々の施策を構じていることは前述

の通りである。

この施策の一環として、昭和57年 7月に社

団法人水門鉄管協会に対し「中小水力用の新

しい水圧鉄管材料」について検討を依頼した。

この検討依頼の背景としては、次のような

ものであった。

と。

(3)既製管は特注管に比べ安いこと。

水力発電所は、建設される地点によって

使用水量、落差、出力に大きなバラツキが

あったため、水圧鉄管だけでなくすべての

面において特別仕様による発注方式が伝統

的にf采られてきている。

このため、現行の技術基準では、主とし

て鉄板材料の種類を規程し、価格が比較的

安い既製管を採り入れていなかったので、

この価格の安い管を技術基準に採り入れ、

使い易くすること。

表-7 最大使用水量と水圧鉄管径の関係

10.0 

末端径 (m)注)2 O.70 

地点数 注)3 203 
(比率) I (8.2%) 

山
市
一
ぉ

7王
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以上の背景のもとで検討を依頼された社団

法人水門鉄管協会で、は、ただちに検討に入り

慎重な検討を重ねた結果、新たに 9種類の管

を追加すべく、昭和58年 4月に検討結果がと

りまとめられた。

通商産業省では、この検討結果を踏まえて

早速、電気事業法に基づく発電用水力設備に

関する技術基準の細目を定める告示の改正作

業に入り、昭和58年 9月26日、官報告示し改

正した。

この改正によって、水圧鉄管材料として技

術基準に規定されることになった材料は、次

の通りである。

(現行に入っている材料).r一般構造用圧延鋼材Jの 2種 (SS 41)に

かかるもの。

@溶接構造用圧延鋼材。

@溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材。

@圧力配管用炭素鋼鋼管。

@配管用アーク溶接炭素鋼鋼管。

(新しく追加された材料)

⑮圧力容器用鋼管。

@水道用亜鉛めっき鋼管。

@水道用塗覆装鋼管。

@高庄配管用炭素鋼鋼管。

@配管用炭素鋼鋼管。

@ポリエチレン被覆鋼管口

@溶接構造用鋳鋼品のうち、 1種わよび 2

種にかかるもの。

争ダクタイル鋳鉄管。

@ダクタイル鋳鉄異形管。

(なお、昭和59年12月に溶接構造用70キロ級

高降伏点鋼板を追加した。)

この新しく追加されたダクタイル鋳鉄管な

どの 9種類の管は、技術基準第 3条に定める

特殊な設計による施設認可(特殊設計認可)を

とらなくても、普通の電気事業法の工事計画

認可によって使用できることになった D

ワ割新規水庄鉄管材料としての夕、クタ

イル管

1 .技術基準(通商産業省)に採用した材料

JIS規格ダクタイル鋳鉄管および問異形管

を中小水力発電所水圧鉄管用材料として使用

できるものとした。

日本工業規格 JIS G 5526-1982 

ダクタイル鋳鉄管

日本工業規格 JIS G 5527-1982 

ダクタイル鋳鉄異形管

なわ、ダクタイル鋳鉄管台よび夕、、クタイル

鋳鉄異形管に用いる接合部品については、本

材料規格の付属品に規定されている。

2.許容応力

設計計算に用いる許容応力は、表-8の値

以下とする。

ダクタイル鋳鉄管わよび夕、、クタイル鋳鉄異

形管については、 JIS規格で表-9に示す機

械的性質が規定されている。

表で見る通り、 JIS規格には降伏点の規定

がないこと、および水門鉄管技術基準第 1章

第12条では、溶接構造用鋳鋼品について引張

強さに対し安全率 4として許容応力を定めて

いることを考慮し、本材料についてもこの趣

旨で許容応力を設定することとした。

本材料は、

(1)製造時および現場での溶接は不要であり

製作組立の誤差、溶接による衝撃吸収エネ

ルギーの低下などを考慮に入れなくてもよ

表-8 ..JIS規格ダクタイル鋳鉄管および夕、クタイル鋳鉄巽形管の許容応力

キオ 料
引張応力 庄縮応力 せん断応力 支圧応、力
(kgf/ crrl) (kgf/ crrl) (kgf/ crrl) (kgf/ crrl) 

JIS G 5526--1982 
1，200 1，200 700 2，000 

ダクタイ ル 鋳 鉄 管

JIS G 5527--1982 
ダクタイル鋳鉄異形管 (FCD40) 1句 000 1，000 550 1，700 

(FCD 45) 1，100 1，110 600 1，850 
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表- 9 夕、クタイル鋳鉄管および夕、クタイル鋳鉄異形管の機誠的性質

ヲl ヲ長 試

キオ 料 ヲl張強さ 伸 び
(kgf/mm2

) (%) 

ダ クタイル鋳鉄 管 42以上 10以上

ダクタイル鋳鉄異形管

(1種 FCD40) 40以上 12以上

( 2種 FCD45) 45以上 10以上

いこと。

(2)ダクタイル鋳鉄は鋳鋼に比べて鋳造性が

優れているので均質性が高いこと。

(3)水圧試験は、製造工場にて 1本ごとに行

うよう JISで規定されていること。

(4)破面遷移温度がoOC以下であること。

(5)OOCにおける延性破面率が50%以上ある

こと。

などの理由から、溶接構造用鋳鋼品と同等

ないしそれ以上の信頼性を有するものと考え

られる。

一方、夕、、クタイル鋳鉄管は遠心力を応用し

て鋳造するなど、製造面その他からより高い

信頼性を有している。

以上の点から、ダクタイル鋳鉄異形管の引

張り強さに対する安全率を溶接構造用鋳鋼品

と同L':4、ダクタイル鋳鉄管の安全率を3.5と

して、それぞれの材料の引張強さに応ビて表

- 8の許容応力を定めた。

，験 石更さ言式馬貴 へん平試験

耐 力 ブリネル石更さ 呼び径 へん平量
(kgf/mm2

) (HB) (mm) (mm) 

300~ 450 呼び径の拓

230以下 500~2600 日乎び径のM

(参考)

(26.0以上) 201以下

(29.0以上) 143~217 

また、圧縮応力その他も水門鉄管技術基準

第12条解説に述べられた趣旨にしたがって定

めた。

3.継手

夕、、クタイル鋳鉄管およびダクタイル鋳鉄異

形管のJIS規格には、継手の接合形式として

K形、 A形、 T形、 U形、 KF形、 UF形、

sn形、 S形の各形式が規定され、ダクタイ

ル鋳鉄異形管にはさらにフランジ形が規定さ

れている。

これらの接合形式のうち、 K形、 A形、 T

形、 U形、 sn形、 S形は可とう性、伸縮性

があり、管 1本ごとに伸縮継手を有するよう

な構造となっており、改めて伸縮継手を設け

なくてもよい。

継手の滑動距離tは次式で与えられる。

.e=L・α・T

L:管 1本の長さ

α:線膨張係数

表-10 ダクタイル鋳鉄管曲管の種類と曲率半佳

呼び径

D (mm) 90。

75 R孟 3D

100~ 200 R孟 2D

250~1100 R<2D 

1200~1500 

1600~2000 

2100~2400 

2600 

R:曲率半径 (mm)

D:呼び径 (mm)

曲

45。

R三三 3D 

// 

R >2D 

R<2D 

// 

// 

// 

管 σコ 種 実頁

220~ 11。五 50%， 

R孟 3D R孟 3D

// // 

// // R孟 3D

// // // 

R<2D // // 

// R孟 2D // 

// R<2D R孟 2D
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T:温度変化

一般に、継手の差込み余裕に対して滑動距

離は十分小さい口

4 .曲管

ダクタイル鋳鉄異形管を用いる場合、水門

鉄管技術基準の関連規定を満足するものを選

定するものとする。

ただし、やむを得ず曲率半径が水門鉄管技

術基準第 1章第21条の規定より小さい曲管を

使用する場合には、応力集中、損失水頭など

の中食言すを千子わなけれlよならない。

表-10にダクタイル鋳鉄管曲管の種類と曲

率半径を示す。

5. ライニンク

JIS G 5526 ダクタイル鋳鉄管の内面に

は、通常モルタルライニングが工場で施され

る。その方法わよび品質は、 JIS A 5314 

ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングで規定

されている。

日本水道協会「水道施設設計指針・解説」

によれば、管内面が摩耗されないような平均

流速の最大限度は、モルタルライニングの上

にJIS A 5314に規定するシールコート塗装

を方包した 5m/secとなっている口

6 .設計に用いる諸数値

単位体積重量 7.15 X10-3kgf/cnf 

g単f生イ系妻女 1. 6 X 106kgf/ cnf 

線膨張係数 1.15 X 10-5
/

o
C 

以上は、土地改良事業計画設計基準(農林

水産省)による。

粗度係数 n 

セメントモルタル 0.01l ~0.015 

ライニング

塗装 0. 0l0~0.014

以上は、水理公式集(土木学会)による口

ポアソン上ヒ 0.285 

7 .設計、施工に当たっての注意事項

(1)地下埋設管の設計、施工に当たっては、

次の事項を考慮する必要がある。

①地中埋設管は、後述の方法によって設

計計算する。

②曲管部など、不平均力が作用する所は

原則として固定台を設ける。

③現場での継手接合に際しては、押輪の

芯出し、ボルトの均等な締付けによるセ

ンタリングなど所定の接合手順にしたが

い、熟練した配管工により正しく行わね

ばならない。

また、継手の胴付間隔を約 5mm確保す

るのが望ましし」

④地中埋設に際しての埋戻しは良質の土

砂を使用し、適切な施工管理に基づいて

十分締回めすること。その場合、管の両

側をなるべく均等に埋戻しするようにし

管に大きい衝撃を与えたり、管の浮上り

横ぶれなどのないように注意しなければ

ならない。

⑤急傾斜の場合には、管を 1本ずつ国定

すること。また、継手の胴付間隔を確保

するためスペーサを用い、接合後はずす

などの工夫が必要で、ある。

(2)露出管として使用する場合は、上記以外

に①管 1本ごとに支台を設けること、②温

度応力、継手のシール材の選定に十分な注

意を払うこと、などが必要である。

8.地中埋設管の計算方法

1 .適用範囲

中小水力発電所の場合に特に考えられる地

中埋設管の設計方法については、現行基準に

規定がないので、ほかの諸設計基準をも照査

の上、指針を社団法人水門鉄管協会水圧鉄管

専門委員会?とりまとめた。

計算方法の適用範囲は次の通りである。

(1)材 料

今回、新規に採用したダクタイル鋳鉄管

をはビめ「発電用水力設備に関する技術基

準の細目を定める告示」に定める材料を用

いた水圧鉄管に適用する。

したがって、コンクリート管などの不と

う性材料を使用する場合や、補向日材によっ

てきわめて大きな剛性を持つような場合は

除く。

(2)壊設形状

図-1に示すように、掘削持に埋設し、

土質材料わよびごれに類する材料で埋戻し
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た水圧鉄管の設計に適用する。さらに特殊

な埋設形状は別途検討する必要がある。

以下にとりまとめた計算方法について記

載する。

図-1 埋設形状

2.設計に用いる土圧および載荷重

(1)土庄

土庄は以下によって算出する。

①管項からの土被り H壬2.0mの時

垂直公式による。

Wv=γH 

Wv :土庄 (kgf/cm')

γ:埋戻し土の単位体積重量

(kgf/cぱ

H:管項カか、らの土被り (いcm叫) 

②管頂からの土被り H>2.0mの時

Marston公式による口ただし、 Marston

公式による土圧がH=2.0mの時の垂直公

式による土圧よりも小さい場合は、 H=

2.0mの時の垂直公式による土圧を採る。

WヤェCd'γ.B

Cd:土庄係数

B:管項における溝幅 (cm)

1e  -2Kμt 

Cd= 2 Kμ ノ

K : Rankineの土肥係数
1-sin持

1 +sin件

〆:埋戻し土と溝側壁の摩擦係数 tan~I 

持:埋戻し土の内部摩擦角(度)

十:埋戻し土と鴻側壁との摩擦角(度)

(持ノ一件としてさしっかえない)

土庄の計算は、水門鉄管技術基準第 1

条解説に掲げる基準1) などを参考に、垂

直公式および、Marston公式を採用した。

管項からの土被りは地下水位、地盤の

状況、路面荷重の影響などを考慮して決

定する。溝幅は施工時の作業性、安全性

関連法規2)などを勘案の上、決定する。

土の単位体積重量Yおよび内部摩擦角

併は土質によって異なるが、大体の目安

としては表-11のようである。

(2)載荷重

哉荷重としては、自動車荷主、ブルドー

ザー荷重などが考えられるが、ここでは一

般的な荷重としてトラック荷重の算出につ

いて示す口

2nPt (1十i)
Wr1= よいL+(n-1)c+b十2Htanθ} (a十2Htanθ)

Wd: トラック荷重による土圧 (kgf/cぱ)

n トラック台数

1 " 4 
Pt:後輪 1個の荷重 (kgf)一一×一 xW2 "' 5 

W: トラック 1台の総重量 (kgf)

L: 1:麦車命中心間隔 (cm)ー175cm

H:管項からの土被り (cm)

a 車輪接地長 (cm)ー20cm

b:後輪輪帯幅 (cm)ー50cm

c 相隣るトラック聞の後輪中心間隔

(cm) = 100cm 

。:分散角(度)(一般に45
0

を用いてよい)

l 衝撃係数

衝撃係数

数

一

H
一

係
一
日
一
日
一

0

撃

一

(

ト

富
一

6ハU

自動車荷重の大きさについては、上記以外

にも Boussinesqや Frohlichらの研究がある。

これらによれば、荷重直下で大きな値となり

荷重点から離れると減衰することがしられて

いるが、このような荷重分布を考慮するのは

繁雑で、あるので、計算が簡略な Koglerの分散

角法で算出することとした。

考慮すべきトラックの重量および台数は、

埋設される道路の幅員、車線および交通量か

ら判断し選定する。衝撃係数については、分

散法を採用している他基準3)を参考にした口
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表-11 土の単位体構重量 γおよび内部員整擦角が

種 日リ )1犬 態
単位重量 水中の単位3重量 内部摩擦角
( tf/ば)(γ) (tf/ぱ) (度) (が)

砕 石 (1)1. 6~ 1. 9 1. 0~ 1. 3 35~45 

砂 手リ (2)1. 6~2. 。 1. 0~ 1. 2 30~40 

炭がら (3)0. 9~ 1. 2 0.4~0.7 30~40 

車帝閉めたもの 1. 7~2.0 1.0 35~40 

砂(4) ややゆるいもの 1. 6~ 1. 9 0.9 30~35 

ゆるいもの 1. 5~ 1. 8 0.9 25~30 

固い も の 1. 7~ 1. 9 1.0 25~35 

普 通 土(5) やや軟かいもの 1. 6~ 1. 8 0.8~ 1. 0 20~30 

車大かいもの (6)1. 5~ 1. 7 0.8~0.9 15~25 

固い も の 1. 6~ 1. 9 0.6~0.9 20~30 

粘 土(7) やや軟かいもの 1. 5~ 1. 8 0.5~0.8 10~20 

車欠かいもの 1. 4~ 1. 7 0.4~0.7 o ~10 

ト(8)
固い も の 1. 6~ 1. 8 1.0 10~20 

ン jレ
軟かいもの (9)1. 4~ 1. 7 O. 5~0. 7 。

注 (1)の1.6は石灰岩、または砂岩系のもので単位重量が小さいもの。

(2)の2.0は切込砂利で密実なもの口

(3)の1.2は活荷重その他によってよく締固められたもの。

(4)の砂はゆるい細砂、シルト質細砂など不安定なもの以外の一般の砂。

(5)の普通土は砂質ローム、ロームおよび砂質粘土ロームを含む。

(6)の1.5は関東ロームその他の火山灰土で重量が小さいもの。

(7)の粘土には粘土ローム、シルト質粘土、粘土などを含む。

(8)のシルトにはシルトローム、シルトなどを含む。

(9)の1.4はシルトのヘドロj犬のもの。

(注)砂、普通土、粘土などの盛土または埋戻し土は原則として「軟かいものJ(砂では

「ゆるいものJ)のJ伏態にあるものとみなす。

3 .荷重の組合わせ

地中埋設管の場合、荷重は次の各号の組合

わせについて考慮しなければならない口

(1)管内満水時:内庄、温度変化、土庄およ

び載荷重。

(2)管内充水時:管内水の重量、土庄および

載荷重口

(3)管内空虚時:土圧、載荷重およびその他

の外圧。

ただし、管径の大きいものなどにあっては

管内満水時において管内水の重量を考慮する

必要が生ピることもあるので、注意しなけれ

ばならない。

4 .主要耐圧部の設計条件

水門鉄管技術基準第 1章第15条により、円

周方向、軸方向および管軸に垂直方向の各応

力ならびに合成応力が、それぞれ許容応力以

下であること。

(1)管内満水時

水門鉄管技術基準第 1章第15条によるも

のとする口

なお、土庄および、載荷重による曲げ応力

を加算した場合は、許容応力を1.35倍まで

割増してよい。ただし、内圧のみによる円

周方向引張り応力が許容応力を超えないこと。

許容応力の割増の適用については、 2次

応力に限定すべきであるとの考え方もある

が、他基準との関連など総合的に勘案して

地中埋設管に関し上記のようにした。

(2)管内充水時

管内水の重量、土庄わよび裁荷重による

円周方向応力が使用材料の許容応力の1.5

倍を超えないこと。

(3)管内空虚時
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土庄、載荷重およびその他の外圧による

円周方向応力が使用材料の許容応力の1.35 

イ告を超えないこと。また、管のたわみ率(変

形率)は管径の 3%以内とする。

管のたわみ率は、 (1)塗装およびライニン

グに対する影響、 (2)施工時のたわみ率のバ

ラツキ、 (3)地表面に対する影響などを考慮

し定めた。

なお、上記のたわみ率の範囲内であれば

一般に座屈圧力に対して1.5倍以上の安全

率を持つので座屈の問題はないが、管径に

比し板厚が特に薄い場合などについては別

途検討する必要がある口この場合、周囲の

土の拘束を考慮してよい4)。

5 .考躍する応力

式中の記号については各項に示すが、板厚、

余裕厚、直径、半径については水門鉄管技術

基準第 1章第16条 r解説」による口

また、計算に用いる寸法はすべて製作時の

公称寸法とする。

(1)管内満水時

①円周方向の応力

(i)内圧による引張り応力

PD 
σ=一一一一

2 t 

t 余裕厚を除いた管厚 (cm)

σ:応力 (kgf/cni)

P:応力を求めようとする位置

の最大水圧 (kgf/cni)

(ii)土圧わよび載荷重による曲げ応力

土圧わよび載荷重による曲げ応力の

算出式としては、内圧による復元力を

考慮した場合の Spangler式がある口

この場合、土圧分布モデルは図-2

のように考えるので、最大曲げモーメ

ントは管底に生ビる。

図-2 土庄分布モデル

土圧および載荷重

水平土圧

表-12 土の受働抵抗係数elの捺準値

一定の仕様を定めて管理 厳密な施工管理のもとで

土 の 種 実買 する締固め 行う締囲め

(統一分類法による)
締固めなし

プロクター密度で <85% プロクター密度で 孟85%

相対密度で <40% 相対密度で詮40%

細粒土 (LL孟 50%)

中程度の塑性から塑性のない土まで
3.5 14 28 

CL、ML、ML-CL

(粗粒部分25%以下)

細粒土 (LL孟 50%)

中程度の塑性から塑性のない土まで

CL、ML、ML-CL

(組粒部分25%以上) 7 28 70 

細粒土を含む粗粒土

GM、GC、SM、SC

(12財以上の細粒土を含む)

細粒土をほとんど含まないか、まっ

たく含まない粗粒土
14 70 140 

GW、GP、SW、SP

(12%以下の細粒土を含む)

現場で締回めたあとの乾燥密度
(注)プロクター密度=~~. ，_ _'_'___ ，/::':_' ~:'~.::::^.~~::/ --~ :~~:~:-_ = ， ~~，~ ，_.___~ x 100% 

基礎となる室内締固め試験(J1S A 1210)での最大乾燥密度
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円周方向の曲げ応力は以下による。

σb1=~ ツ1一一

σb1 円周方向の曲げ応力 (kgf/cni')

M1 :管底に生ピる曲げモーメント

(kgf-cm/cm) 

M1 = K1 Wrm'-O. 083e' LlX1rm-K1P LlX1I'm 

W:鉛直荷重強度(土庄叫+トラッ

ク荷重による土庄 Wd)(kgf/cni') 

rm:板厚の中心の半径 (cm)

ピ:土の受働抵抗係数 (kgf/cni')

P:応力を求めようとする位置の最

大水圧 (kgf/cni')

LlX1 水平たわみ量 (cm)

K1 管底の支持角によって決まる係数

2KWrm3 

LlX唱ー

ム EI十0.061e'rm3+ 2 KPrm3 

E:材料の弾性係数 (kgf/cni')

1 :断面の 2次モーメント

=工 (cm4/cm)
12 

K:管底の支持角によって決まる係数

1 (θ 3  ~.(J sin (J\ 
K1=~1 一一一一一+-::-cosθ+ 一一一一|

~ 7l ¥ 4 sin (J ， 4 ノ

+~_ sin θcos2θ 
一一一一
823π  

只in2(J θ只in(J (J 
K=一二ニニι一十一ニ二一+

12 2π4πsinθ 

+ 3 cosθ5 
-

4π24  

2θ:管底の支持角 (rad.)

係数 K、K1は次表の値となる。

管底の支持角 2θ は基礎の設計条件により

異なるが、砂基礎では90。程度とすることが多

しミ。

土の受働抵抗係数イの値については、表-

12を参考に選定する。

なお、土庄分布のモデルには、 Spanglerに

よるもの以外にも各種のモデルが提唱されて

おり、発電用火力設備では藤田 4)の式が多く

用いられている。

②管軸方向の応力

地中埋設管の場合、水門鉄管技術基準

第 1章第四条に示される温度応力やポア

ソン効果による応力などの管軸方向応力

以外に次のものを考産する。

なわ、一般には管軸方向の応力や合成

応、力で管厚が左右されることは少ないと

考えられる。

また、伸縮可能な継手を用いて管軸方

向の応力を減ず、る方法もある口

(i)管を梁と考えた時の戟荷重による曲

げ応力

2.(2)に示す戟荷重の強度を考慮し、

弾性床上の梁として管に作用する最大

曲げモーメントを求め、これから曲げ

応力を計算する 5)。

(ii)管を梁と考えた時の地盤の不等沈下

による曲げ応力

地中埋設管の不等沈下には、盛土に

よるもの、不沈下構造物周辺に生ピる

もの、地盤条件の急変によるものなど

がある。不等沈下が想定される箇所に

あっては、管の梁と考え不等沈下によ

り生ずる曲げ応力を計算する 6)。

(iii)曲管部に作用する遠心力、不平均力

による軸応力および曲げ応力

曲管部にアンカーブロックを設けず

地中に埋設する場合にあっては、遠心

力、不平均力によって曲管部および周

辺直管部に軸力および曲げモーメント

が発生するので、これらによる応力を

計算する 7)。

③管軸に垂直方向のせん断応力

下記について上記②と同様、管軸に垂

在方向のせん断応力を求める。

(i)管を梁と考えた時の載荷重によるせ

ん断応力。

(ii)管を梁と考えた時の地盤の不等沈下

によるせん断応力。

(iii)曲管部に作用する遠心力、不平均力

によるせん断応力。



第 5次水力調査と水圧鉄管について 19 

(2)管内充水時

土庄、裁荷重および水重による円周方向

の曲げ応力は次式で、与えられる。

司 6M? 
σb 一一一一ニU2  t2 

σb2 土庄、:載荷重および水重による

円周方向曲げ応力 (kgf/cni)

M2 :土庄、載荷重および水重による

曲げモーメント (kgf-cm/cm)

最大曲げモーメントは次式で算出される。

M2 = K1 Wrm'+ K2 Worm3-O. 083e' L1X2rm 

Wo:水の単位体積重量 (=O.OOlkgf/crrf)

L1X2 :土圧、載荷重および水重による水

平たわみ量 (cm)

K2 :管底の支持角によって決まる係数

2 KV¥trm4+ 2 Ko Worm5 

L1Xワ一

“ EI+0.061e'rm3 

Ko :管底の支持角によって決まる係数

θ3πθsin  θ5  
K2= 一一一一+-=::-cosθ一一sinθ+一一一一+_-_ 

8 sin θ8  4 ---- 4'  12 

cos2θ 

6 

( 7tsin2θsin (1 θ =:: I ニニニ一二一一+一一一一十一一一
2 ¥ 2 4 2 '4 sin θ 

+ヰ立)
係数 K2、K。は次表の値となる口

角持

)

支
0

一

の
2

一K

底
(
-

管

K。

(3)管内空虚時

①土圧、裁荷重による円周方向曲げ応力

円周方向の曲げ応力は、

司 6M3 
σb3=τγ 

σb3 土庄、議荷重による円周方向

曲げ応力 (kgf/cni)

最大曲げモーメントは次式で算出される。

M3 = K1 Wrm' -0. 083e' L1X3rm 

L1X3 :土庄および載荷重による水平

たわみ量 (cm)

2 KWrm4 

L1X
3
= 出

EI+O.061e'rm3 

②外圧によるたわみ(変形率)

L1X3 
Q:'= ド ・ー均一一一一一

2rm 

α:管内空虚時のたわみ率

F: 変形遅れ係数(1. 0~ 1. 5)

変形遅れ係数Fは、管のたわみ率が埋設後

埋戻し施工の状況によっては経時的に変化す

ることを考慮した係数であり、石油パイプラ

イン事業の事業施設の技術上の基準の細目を

定める告示(通商産業省ほか)では、

@十分締固まった砂、もしくは砂質土

の地盤に埋設する場合 1.0 

@管の側面が管の半径以上の幅にわた

り、砂もしくは砂質土で置換されて

十分締固めである場合 1.0 

@その他の場合 1.5 

としている。

1 )農林水産省:土地改良事業計画設計基準、

昭52設計水路工(その 2)パイプライン3.3

( 1 ) 

2 )労働省:労湖安全衛生規則

3 )石油パイプライン事業の事業用施設の技

術上の基準の細目を定める告示(通商産業

省ほか)、昭48

4 )藤田:大口径管鋼管の設計上の問題点と

その合理的管厚算定法について 水道協会

雑誌 vol.318、319

5 )たとえば(社)土木学会:構造力学公式集、

日召49

6 )たとえば日本水道鋼管協会:WSP019 

82 水道用埋設鋼管路不同沈下の計算方法

と対策:昭57

6) (社)電力土木技術協会:火力・原子力発

電所土木構造物の設計、昭52
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6 .地震に対する考慮

軟弱地盤や表層地盤が特に深い場合は、管

軸方向の変位を吸収する継手を用いるか、地

震による地盤の変位を考慮した応答変位法な

どにより耐震性の確認を行う必要がある。

応答変位法による埋設管の耐震設計法とし

て、たとえば(社)日本水道協会の「水道施設

耐震工法指針・解説、 1979年版」がある。

7.イ也基準との比較およびケーススタディ

今回検討した地中埋設管の計算方法にした

がい、管径わよび設計水圧を変化させて円周

方向応力を算出し、表-8に示した許容応力によ

りJIS規格ダクタイル管の管厚(管種)を選定

した凸併せて中小水力発電と関連が深いと考

えられる。

①土地改良事業計画設計基準(農林水産省)

②日本水道協会規格(日本水道協会)

についても、それぞれの計算方法と許容応力

にしたがって管種を求めた結果、表-13に示

すように通常の使用範囲では 3者の結果はほ

ぼ一致する。

9園むすび

夕、、クタイル鋳鉄管は、水圧鉄管用の新規材

料としてほかの材料とともに発電水力設備の

技術基準に採用され、特殊設計認可のいらな

い材料となり、従来より使い易い材料になっ

た。

ダクタイル鋳鉄管は、鋼と変わらない強度

を持ち、しかも伸びのある信頼性の高い材料

であるD 継手の面にわいても、伸縮可とう性、

水密性に優れ、天候に関係なく接合でき、据

付工期が短かいなどの利点を持っている経済

的な材手斗である。

水力発電の分野では、今まではあまり使用

例の多い材料ではなかったが、未開発水力地

点の中小規模化、水力発電事業者わよび水圧

鉄管施設場所の多様化などと相イ突って、これ

からの水力発電の水圧鉄管としてかなりの需

要が見込まれる。

国内資源の乏しい日本にわいて、純国産エ

ネルギーの水力発電の開発促進に貴重な役割

を果すことを期待したい。

表-13 地中埋設管管厚選定例(，，)15規格ダクタイル鋳鉄管)

呼び径 (mm) 設計水圧 0 同10kgf/Cnf 同20kgf/cnf

3純 (t=8.0mm) 3種 (8.0)
500 。 // 3種 (8.0)

(土被り 1.2m) 。 。 。

4樋 (t=12.0) 4種 (12.0)
1000 。 。 4種 (12.0)

(土被り 1.5m)
。 // 今

4種 (t=16.5) 4種 (16.5)
1500 。 。 4 f!:g (16.5) 

(土被り 1.8m)
'ν 。 // 

3.5種 (t=22.0) 3.5種 (22.0)
2000 

4.5種 (t=19.5) 4.5棺 (19.5) 4.5種 (19.5)
(土被り 2.1m)

4種 (t=21.0) 4種 (21.0) 4種 (21.0) 

(注)上段 土地改良事業計画標準設計※)・ H ・H ・..……・・σα=1，890 kgf/ cnf 

中段水門鉄管協会(案)....・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・-σαー1， 200 kgf/ Cnf 

下段 日本水道協会(JWWA G 113、114) ……S= 4， 200kgf/cnf 

ーーは基準の適用範囲外を示す。(※)標準設計で扱うパイプライン

の最大使用静水頭はおおむね100m以内とする。)

8トンブルドーザー 1台載荷、 γ=1.8tf/m'、外=口30。、 e，= 28kgf/ cm' 
ダクタイル鋳鉄管の管厚はJ1S G 5526、5527-1982解説による。

余裕摩は各基準による。

同30kgf/cnf 

3種 (8.0)

ィシ

2種 (14.5)

3種 (13.0)

2種 (20.5)

3種(18.0)

1.5種 (28.5)

2.5種 (25.0)
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技術お択一ト

ダクタイル鋳鉄管(持1650)による

曲糠推進工事について

1 .はじめに

近年大口径管の開削による布設工事は、地

下埋設物の輔鞍化、住宅の過密化に伴う振劫

騒音、交通障害などで困難さを増し、推進に

よる工法が増加する傾向にある。

推進工法は管埋設の特殊工法として採用さ

れて以来、種々検討、改良が加えられて施工

技術面における発展もめざましく、最近では

長距離推進も各地で施工されているところで

ある。

これらの推進工法は従来から直線推進によ

るものであり、道路の曲線部分を推進する場

合は、築造する竪坑の増加、竪坑築造の困難

さ、経済性などの諸問題を解決しなければな

らず、曲線推進の必要性が高まってきており、

すでに鉄筋コンクリート管による曲線推進の

施工例も見られるようになっている。

札幌市では、白川浄水場と昭和58年度に完

成した 3万m'容量の清田配水池聞を結ぶ延長

札幌市水道局

拡張部施設次長平賀零吾

工事課工事2係長阿部一晴

工事 課 工 事 2係引木優

20kmの白川第 2送水管を建設し、昭和59年 7

月中旬通水が開始され、 1日最大43万m'を送

水する計画である口

今回、当送水管ルートにわいて呼び径1650

mmのダクタイル鋳鉄管による曲線半径 458m、

弧長 72mの曲線推進工事を実施したので、そ

の概要を報告し参考に供したい。

2.曲線推進工法の採用

今回の施工場所は、市の南東方向の丘陵地

にある農業試験場内で、市内から千歳方面に

抜ける羊ケ丘街路の曲線区間である口この街

路は建設中であり、水道管布設を街路工事の

切土前に施工する必要があったため土被りが

llm~13m と深く、また暗きょ、橋脚が設置さ

れていたため、開削工法や竪坑を数箇所築造

する直線推進工法では不可能であった口

このため「外的条件」、「施工性」、「経済性J

などを考慮すると曲線推進工法が適当であり、
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図-1 施工場所

昭和59.10 第37号



径1650mm~ 187m、U形ダクタ

イル鋳鉄管呼び、径165伽lm~16

m (図-2、3)

推進工内訳

・直線推進:54m 

・直線、曲線連続推進:直

線推進部 62m、曲線推進

音B72m、言十134m

直線、曲線連続区間

推進用ダクタイル鋳鉄管呼び

径 165伽lmX4 m~33本 (うち

グラウトホール付管16本)

中間スリープ管~1 本

セミシールド形刃口呼び径

1650mm用~1 基

北海土木工業株式会社

久保田建設株式会社(技術指

導、久保田鉄工パイプエンジ

ニアリング部)

135，853，000円
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また①曲線推進時の管列形状、②推力、③管

体の安全性、④継手屈曲角の取り方、⑤継手

部の許容屈曲範囲、⑥地盤の安定性などにつ

いても十分安全であると判断し、夕、、クタイル

鋳鉄管としてはピめての曲線推進工法を採用

したものである。

ダクタイル鋳鉄管(~1650)による曲線推進工事について

(4)使用材平斗

工事の概要

本工事は、白川第2送水管総延長20kmのうち、

平岸配水池と清田配水池を結ぶ呼び、径165伽1m

~ 8kmの中間点よりやや清田配水池側に位置

3. 

(5)施工業者

する。

管布設延長はダクタイル鋳鉄管呼び径165伽1m

~203mで、このうち推進延長は188mで、ある。

(1)工事場所 札幌市農平区羊ケ丘、北海道

農業試験場内(図-1)

昭和58年 7月 6日~昭和58年

10月30日(推進期間 9月 1日

~10月 7 日)

推進用ダクタイル鋳鉄管呼び

(2)施工期間

(6)総事業費(3)工事内容

日
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4.設計について

1 .管列の形

管布設状況は図-2に示されるように、 62m

直進したあと、曲線部に入る。曲線部は、曲

線半径458m、弧長72mで、直線部から連続して

推進するものである。推進管は夕、、クタイル鋳

鉄管で継手はU形、長さは4mで、ある。継手に

生ずる屈曲角は30分で、許容屈曲角の半分以

下となっている。したがって、継手屈曲角に

関する限り短管を用いる必要はない口

また、この程度の屈曲角では水密性は十分

保たれると考えた口曲線推進の場合、管体が

曲線を描きながら地中を移動するので、継手

部の聞き、拡幅寸法が生ピる。 U形推進管は

管外径183伽1m、管長4mで、あり、曲線半径458m、

屈曲角30分であるから、継手部の聞きは16mm、

拡幅寸法4.4mmとなる。

このことは、管外径より 4.4mm内側に掘削す

る必要があることを示している。先端に取付

けられ、方向修正をするセミシールド機は、

通常の場合でも管外径より 2伽1m程度大きいの

で、拡幅す法は十分掘削されることになる。

図-4 管列の形状

R:曲線半径

凸4

立坑推進方向

L=62m B. C. 

4ト

2.推力の予想

1. P. 

D:管外径

S:管継手部の聞き

B :屈曲角
o:拡幅寸法

P:管 1本の有効長

曲線推進の推力は、まず直線とみなして計

算を行い、これに管折れによる抵抗力の増加

率を乗じて求めた。

推力計算式

計算条件

1) 管外径

2) 平均土被り

3) 土の単位体積注量

4) 土の内部摩擦角

1839mm 

11m 

1. 7t/ぱ

38。

5)土と管の摩擦係数 0.36 

6)管厚 22.5mm 

7)管重量 9， 925kg /cm 

曲線部推力算出式

hfl+(PA)×チ(P2+P3)x 
γ×λ 

P1 :貫入抵抗力

P2 :周面摩擦抵抗力

P3 :管自重による摩擦抵抗力

12:推進長

12 1 :直線推進長

12 2 :曲線推進長

λ:推進抵抗比(抵抗力の増加率)

上記の計算式が示すように、直線推進と曲

線推進とが同時に行われる場合は、それぞれ

の推進長比を摩擦抵抗力に乗じ、曲線部はさ

らに抵抗力の増加率を乗ずることになる。曲

線半径、屈曲角、推進管本数18本の条件から、

抵抗力の増加率を理論計算で求めると λ=1.04

となった。この結果、直線として計算した推

力は1，177トンになり、曲線部の推力 (P')は

1，214トンとなった。

3 .管体の安全性

推力に対する管体の安全性とフランジ・リ

プの強度を検討する。

(1) 管体の安全性の計算

管体に発生する応力は、 σczE(A211 A ，-- 4 

(Dも-D2~ で求められ、 1 ， 124(kgf/cnf) とな

るのでダクタイル鋳鉄管の圧縮強さに比べ

て小さく問題はない。

(2) フランジ・リプの強度

U形推進管は構造上、推力はフランジお

よびリプによって伝達される。推力が管全

周均等に作用する場合の許容抵抗力は表-1
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の通りであり、本工事の推力計算値は1，214

トンなので標準型リプの許容抵抗力を上回

る。また、補強型でも計算値に近い。した

がって、本管路は途中に中間スリーブ管を

設置し、中押しする必要があると考えた。

義一 1

4.推進用金具の検討

通常の直線推進においても、推力は管円周

均等に作用させる必要があるが、偏圧により

f佳力が増加することもあるので、ディスタン

スピースを管の継手部に挿入し、均等化をは

かる方法が用いられる。曲線推進の場合は、

特に推進管のフランジおよびリプによって推

力を伝達しようとすると、この力が一部に集

中し偏圧となる口このため、力の集中を低く

押えて推力を均等に伝達させるために、ここ

では図-5に示すようなクサピ状金具(ライ

ナープレート)を用いた。

金具3 図-5 ライナープレートの取付け

羽生FFJT_ゲ十万泊、送金量

クサピ状金具 l 
(ライナープレート) ディスタンスピース

※各金具の厚さは

金具3
計画屈曲角により異なる。

ライナープレートは、継手屈曲角を設計値

の30分に保つための機能を有するもので、 25

mmのライナープレートを継手部に挿入し、曲

線部にかかった時に外側のライナープレート

を4伽1illtこ取替える。ごうすることによって継

手部の聞き 16mmが保たれ、必要な屈曲角が得

られると考えた。また、ライナープレートは

ディスタンスピースとともに推力を均等に伝

達する機能を有するため、強度的な検討も必

要であった。継手の許容応力は、ライナープ

レートと管端面との接触比率を定め、ごの比

率から求めると 969トンになる。推力の計算値

は1，214トンであるが、中間スリーブ管 1個使

用することにより推力は半減するので、接触

比率20%以上のライナープレートを用いれば

曲線推進に必要な推力を伝達できると考えた。

5. U形推進管の水密性について

U 形推進管の水密機構部は、 U形継手と同じ

であるので、 U形継手を限界屈曲角近くまで

曲げ、水密性試験を行った結果から判断する

と、曲線配管であっても水密性については十

分安全で、ある。

5.施工について

1 .土質状況

推進区間の土質は、概ね次の 2種類に分け

られた。

①茶褐色の火山灰層(シルト質粗粒砂)

Níl直 30~40

②日音背灰色の硬質シルト層 N値22~30

発進坑より 20m付近までは①の火山灰

層が主体で、 20m~100m付近は②のシル
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ト層が上部に、①の層が下部に分布され

ている。また、 100m以降は火山灰層の中

間に黒褐色の軟石層が見られた。

2.刃口について

刃口には、方向修正用ジャッキと胴付間隔

調整用ジャッキを設置したセミシールド機を

採用し、かつ方向修正用として 2段折れ構造

とした。(図-6)

シールドー管接続部
胴付調整ジャッキ

(円周 4カ所)

図-6

方向修正ジャッキ

(円周 4カ所)

これは、曲線推進時の方向修正を容易にす

るための設計であったが、下方に屈曲しやす

い構造のため、その方向修正が必要となり苦

労した。また、胴付調整用ジャッキは結局使

用しなかった。これらから判断すると、曲線

推進の場合でも全長2mほどの方向修正ジャッ

キだけを備えた通常のセミシールド機でよい

と考えられる。

曲線推進工事では、管路変位の測量を頻繁

に行い、測量結果に基づく方向修正の実施が

重要で、あり、本工事では次のような方法で方

向修正を行った口

①刃口の方向修正ジャッキを操作する。

②刃口前面の地山を図のように片掘りし

て推力を与えると、刃口が点線で示すよ

うに片掘りした反対・側に傾く。

平面図

推力一「静

③刃先に木梁を斜めにかませる。

図のように地山と刃先の聞に木梁を設

置し、推力を与えると木梁が回転し、刃

口が点、線で示すように右に変位する。

平面図

推力一~

写真一1 切羽の土鐘状況

(シルトj曹の聞に火山灰層がある)

写真一2 刃口を後方から見たところ

3掴曲線推進用器具、装置

(1) ライナープレート

ライナープレートの主な機能は、①継手

屈曲角を設計値に保つ。②ディスタンスピ
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ースとともに推力を伝達する。③継手胴付

開口装置のツメが入るすき聞を確保するな

どでトある。

本工事は発進坑より 62mの区間が直線部

推進で、その先が曲線部推進のため、次の

2種類のライナープレートを用いた。

@種類A一度線部推進用で厚さ 25mm

@種類 Bー曲線部推進用で曲線内側の厚

さは25mm、外側の最大厚さは

34.6mm、その中間は段階的に

厚さを変えている。

継子屈曲角30分は、当初外側4伽1m、内側

25mmのライナープレートでイ呆たれると考え

たが、推進中管体が内側に振れはじめ方向

修正が必要となった。そのまま推進すると

振れは大きくなり、修正の困難さも予想さ

れたので、上記のライナープレート厚に変

更した。この結果、継手屈曲角、継手聞き

が設計値とほぼ同ーになった。

ライナープレートは、?容f妾プレートと M12

ボ、ルトによってテsイスタンスピースに持続売

されており、そのセット状況は図-7の通

りで、ある。

また、ライナープレートおよびディスタ

ンスピースは、関の斜線音~18カ所に配置し

た。配置されていない 8カ所は、ライナー

プレートを交換、撤去する時に継子関口装

置のツメ部がセットされる。

図-7

ライナープレート 《

(クサピ金具¥ ~'イスタンスピース

居宅f々t調~
トーι 一一… 一趨三幽、 s 

厚さ古← M12ボルト

写真一3 ライナーフレート、ディスタンスピースのセット状況

(2) 継手胴付開口装置

この装置は、①継手部が始曲点にさしか

かった時、ライナープレートを交換するた

め継手胴付間げきを強制的に押し拡げる。

②推進工事完了後に、かみ込んだライナー

プレート、ディスタンスピースを取りはず
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図-8

挿し口側当て金具

す。などの目的で図-8のように製作した。

(3) 植込みボルト

曲線部に配管される管 (18本)の継手に

使われる植込みボルトは、ライナープレー

トをセットするための継手の抜出し量を吸

収するために、標準寸法 (95mm) より4伽 m

長く 135mmとなっている。

6.曲線推進の測定観察について

曲線推進中は、推力や管路の変位などに対

する十分な測定観察が必要で、あり、曲線推進

の適切な施工を遂行する上で、もっとも重要

な施工管理のひとつでもある。

これらの測定観察項目と施工管理との関係

を示すと表-2の通りである。

各測定項目の観察結果は次の通りである。

1 .推力

(1) 測定方法

推力は、自記記録計をセットして測定し

。
た

300ト 図-9 推進本数と推力の関係

推 200

力

( t) 
100 

。 10 15 20 25 30 35 

推進本数(本)

昭和59.10 第37号

受口側当て金呉

(2) 測定結果

推進本数と推力の関係をグラフに表わす

と図-9の通りである。

図-9からわかるように、推力は最大300

トンと小さく、その理由としては、

①推進区間の地盤がN値 30~40 と硬い火

山灰層およびシルト層であり、内部摩擦

角も比較的大きかったと推測される口し

たがって、テルツアギーのアーチアクシ

ョン公式に示されるゆるみ高さ (ho)が小

さく、管体に作用する土庄も低くなった。

②推進中 (15本目)に刃口前面の地盤か

ら地下水が流れ出し、以後推進が完了す

るまで続いた。この水が管周囲にも流れ、

管外面と土との間の摩擦係数 (μ)を低下

させた。

③継手の方向修正を行い易いよう刃口前

面を掘削したため、費入抵抗が減少した。

などが考えられる。

2 .管路の変位

(1) 測定方法

垂直方向の変位はレベル、水平方向の変

位はトランシットおよび写真-4のように

地表面からのチェックボーリング(呼ぴ径

75mmのVPを通しである)で測定、チェック

を行った。

測定時期は、直線部推進中は管 1本分の

推進終了時ごとに行い、曲線部推進中はこ
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表-2 測定義見察項目と施工管理の関係

[測定項目} {測定細目 1[判断の基準方法} (判断内容
判断による行動

中間スリープ挿入

時決定

減摩剤投入計画を

立てる

管体の安全'生確認

管体の安全性

中押しジャッキ、

開口調整ジャッキ

の所要能力検討

曲線推進金具の有

効性再確認(問題

があれば代替方法

準備)

施工精度の維持

(管路に大きな
凹凸を生じさせない

継手の安全性

(フランジボルトナy)
トの破損の有無など/

今後の曲線推進の
ためのデータとす

る

のほかに管半本分推進時ごとに中間測量を

行った。

写真一4 チェックボーリングの状況

(2) 測定結果

曲線推進部の変位は図-10の通りであり、

その変位は上下25mm、左右48mmの最大振れ

で収まり、精度的には良好で、あったと考え

る。また、曲線部分の水平変位量を見ると、

始曲点付近で若干内側へ振れているが、こ

れは刃口の方向修正を始曲点、の 2m手前で、

行ったためと思われる。

29 
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図-10曲線部推進成果表

破線:設計曲線

実線:実績曲線

|火山灰 N値=3~}レト Níli=3ト\

3.継手胴付間関

(1 ) 測定方法

胴付間隔は管 1本分推進終了ごとに全継

手に対して測定した。測定箇所は、曲線部

の継子に対しては円周 8カ所、直線部の継

手に対しては円周 4カ所とした口

(2) 測定結果

推進工事完了後の胴付間隔測定値と左右

の胴付差から求めた 1 口 ~18日間の水平方向
《左右の胴付差)

の継手屈曲角は、水平屈曲角=tanl
(管外径)

で算出され、その値は表-3の通りである。

表-3

継手 最大胴付差 左右の胴付 水平屈曲角
No. (mm) 差 (mm) (度)

1 8 。 0.000 

2 21 - 2 - 0.067 

3 23 23 0.775 

4 30 30 1.010 

5 27 27 0.909 

6 22 20 0.674 

7 13 12 0.404 

8 9 9 0.303 

9 7 7 0.236 

10 8 8 0.269 

11 16 16 0.539 

12 8 7 0.236 

13 19 19 0.640 

14 21 18 0.606 

15 16 15 0.505 

16 11 11 0.371 

17 2 1 0.034 

18 。 。 0.000 
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曲線部の継手に推力が負荷されると、挿

し口端面、ライナープレート、押輪、ディ

スタンスピース、受口底部が接触して胴付

間隔は133mm~135mmになる。しかし、直線

部および曲線部でも 135mm前後の測定値は

1 カ所だけで、そのほかは最大155mm~162mm 

開いている。すなわち、推力の伝達に有効

なライナープレートは、胴付間隔が135mm前

後の部分に配置された数枚だけであり、そ

のほかは接触しないまま移動推進するもの

と考えられる。

このことは地盤が良好なため、刃口の通

過によって形成されたトンネルが残存し、

後続の管路がその軌道に沿って移動するた

めと考えられる口また、胴付‘間隔の拡大量

が曲線推進後半になるほど小さくなるため、

ライナープレートは一律の厚さ(今回は計

画厚さより 5mm~ 6mm薄い)にするのでは

なく、後半に進むにつれ計画厚さに近いも

のを使用するのが適当と考えられる。

4圃ローリング

(1) 測定方法

発進坑内にわける継手接合時の管内項部

点、と 1本分推進終了時の管内項部点とのズ

レを誤リ定した。

(2) 測定結果

①始曲点、から 20m~ 24m付近で、ローリン

グが減少し、終曲点付近では 0ないし逆

回りになっている。これは、直線部推進

で右回りローリングしていた管路が、曲
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線部推進で左ヘ変位したことにより、管

路全体のローリングが相殺されたものと

考えられる。

② 1口、 2口自の推進完了時のローリン

クゃ量は220mmて¥呼び、径165伽lmU形継手の

継ぎ棒間隔206mmより若干大きい。したが

って、本工事のように始曲点までの直線

区聞が長い場合には、ライナープレート、

胴付開口装置などにローリング対策が必

要と思われる口

7.おわりに

ダクタイル鋳鉄管を用いた曲線推進の施工

例は過去になく、事前の十分な検討や工事中

における綿密な施工管理が必要であった。今

回の施工は曲線半径が458mと比較的大きく、

継手屈曲角も30分と許容屈曲角の半分程度で

あったので、推力もそれほど大きくならず、管

体や継手の安全性も確保された口また、切羽

が安定しており、かつ湧水の影響もなく順調

に工事を進めることができた。しかし、推進

工法は地質によって施工性が大きく左右され

るものであり、また曲線半径が小さくなると

推力も偏圧も大きくなり、まだまだ検討を要

する問題がある。

特に、軟弱地盤の曲線推進工事では、方向

修正がむつかしいと考えられ、曲線半径を大

きく取ったり、方向修正が比較的容易な工法

を選択する必要があると思われる。

写真一5 推進の完了した曲線区間
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技備レポート

紬台市における

青葉由ずい道西日本池内時び経700鵬

ダクタイル鋳鉄管布設工事について

1固まえが、き

仙台市は今や人口70万人を擁し、その都市

圏人口も 120万人に達しつつあり、政治・経済

・文化・交通など、あらゆる面で都市的集積

が進み、東北の中核都市としての役割は一層

高まってきている。

仙台市の都市づくりの基本理念は健康都市

の建設であり、絶え間のない人口増加による

水需要の増加に対しでは、数次にわたって拡

張事業を強力に推進してきた。昭和52年度に

完成した第 4次拡張事業により、隣接市町へ

の分水を含め、その 1日の給水能力は35万rri'

と「健康都市仙台」の名にふさわしい施設を

有することとなり、豊かな水を給水している。

しかし、仙台市も最近における仙台港関連

施設の拡充、東北高速道路および東北新幹線

の開通、さらには昭和61年度開通予定の地下

鉄などにより、都市部の高層・高密化・市街

地の拡大が進み、人口の増加・集中化、昼間

仙台市水道局建設部

建設第 1課長 大竹正男

建設第 1係主査川島銀造

人口の増大が予想され、ごれに伴って水需要

はますます増加の一途を辿るものと想像され

る口

このような水需要の増加に対処し、長期的

な安定給水を確保するためには、水源の確保

が緊要な課題となり、阿武隈川支川白石川上

流に国が施行する県内最後の大規模な多目的

七ケ宿ダムを水源として、宮城県営仙南・仙

塩広域水道用水供給事業から 1日最大28万

3，200ぱを 4カ所で受水する計画を基本に、第

5次拡張事業を施工中である。この事業の一

環である青葉山ずい道配水池概要と併せて、

ず、い道配水池内呼び径 700mm鋳鉄管布設工事

について報告する。

2町青葉山ずい道艶水池の概要

本ずい道配水池は、広域水道から太白受水

池で受水した 1日最大12万3，900rri'の用水を太

白の丘陵地帯、青葉山の国有林ならびに青葉
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山ゴルフ場、東北大学構内などを横断して市

内の中心部に供給するものであるが、これに

伴う送水施設の一部ならびに配水池を兼用さ

写真一 1 ずい道掘削状況

せた延長3，343m、半径2.5m標準馬蹄形のも

のである。

この配水池より伸びる配水管は、仙台市が

施工する地下鉄と並行して、国が建設を計画

している仙台共同溝内に布設予定の中央配水

幹線呼び径1000mmに連絡する。また、広域水

道から受水するまでに不足する需要水量の一

部を補う目的で、釜房ダムを水源とする茂庭

浄水場の季節的余裕水を浄水で、本ず、い道配水

池に送水、貯留し、夏季の水需要のピーク時

など、一時的な水量不足に対処しようとする

ものである。

図-1 ずい道配水池関係系統図

標高

青葉山ずい道配水池

R = 3，343m 併1000 Rキ3，100

容 量 57，000m'
HWL 93，700 
L WL  90，000 

図-2 昔葉山ずい道配水池縦断固図

1 
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一方、本ずい道配水油が安定した地層の中

に築造され、持に地震に対・しては地上の構造

物よりも安全性が大であることから、災害時

における飲料水を確保する有効な施設でもあ

る。仙台市は1978年 6月12日、宮城県を中心

にしたマグFニチュード7.4の宮城県沖地震によ

り震度V(強度)を記録した。このため配管工

事と併せて緊急遮断弁(呼び径 600mm)をずい

道配水池流出側、下口パルプ室内に設置し、

地震などの災害時および配水幹線の破損事故

などによる過大流量が検知された場合には、

ただちに自動的に弁を遮閉し、ずい道内の水

を外へ漏らすことなく「命の水J を確保でき

るようにした。しかも本施設は市の中心部近

くにあるので、送水が遮断されでも応急的に

最小限度の水を給水車にて運搬給水できる重

要な施設でもある。

3.ずい道配水池内題己管布設槻要

「水道施設設計指針Jにより、一般に配水池

は点検・清掃および修理などにより空にする

ことがあるので、維持管理上 2池以上に分け

ることが望ましく、 1池の場合は隔壁で二分

してその機能を 2池とするか、側管を設ける

必要があるとされている。したがって、本ず

い道配水池もこれらの配慮が必要で、あるが、

隔壁で二分した場合は、高価なずい道内の空

間断面を減少させて有効貯水量が少なくなる

とともに、ずい道の待造上複雑多数の鉄筋の

組立てが必要となり、工期が増大し

も高くなる。このためずい道配水池内に呼び

径 700mmの鋳鉄管を布設して側管とすること

とした。しかもず、い道配水池を使用中も、ご

写真一 2 下口工区立抗よりの

管吊り下ろし状況

写真一 3 下口工区立抗よりの管吊り下ろし状況



鋼管の溶接と比べ管接合作業が短時間にでき

しかも溶接による換気設備を必要としないダ

クタイル鋳鉄管を使用することとした。

鋳鉄管および継手付属品の製作仕様は、ず

い道配水池内の送水管で内外面とも飲料水に

接することから、水質の保全と長年月の使用

に耐え得るよう内面はセメントライニング (J

IS A 5314)、外面はタールエポキシ樹脂塗

装 (JWWA K 115)塗厚 0.3mmとした口押輪

についでも鋳鉄管外面と同ビタールエポキシ

樹脂塗装膜厚 0.3mmとし、またメカニカルボ

ルト・ナットは SUS304製品とした。

管支承台は全巻の現場打ち鉄筋コンクリー

ト製で¥直管 1本 6 mにつき受口側、挿し口

側各々 1カ所で支承するものである。そのう

ち挿し口側 1カ所は平パッキン (SBR製JIS

K 6353)厚 6mmを管に巻いて支承台コンクリ

ートを打設し、支承台コンクリートと管が直

接に接触することを避けて、温度変化による

管の膨張、収縮を K形継手で吸収できる構造

とし!た。

1腸管厚の検討

設計条件は次の通りである。

呼び径 D=700mm

半 径 R= 350mm 

内圧 P= 2. Okgf/cnf 

外圧 P= O. 4kgf/cnf 

管厚 T=9mm(4種管)

tニ 8mm( 4種管の公称管厚から鋳造公差を

差引いたもの)

(1)外圧に対する検討

Bryanの式より

1 m2E 
k=一・τ:(n2-1) (τ)3 

12 m~ -1 ，-- -" R 

Pkピ♂♂♂♂=苫=

m=ポアソン数

E=ダクタイル管の弾性係数

n=凹みの数。 2とする D

1 " (3.5)2X1.6X106 ，，_ ，n _， ，0.8 
((2)2-1) (一一)3

12" (3.5)2-1 \\~I ~/ ¥ 35 

一5.1Skgf/cnf >0. 4kgf/cnf 

35 

の側管は開放状態として使用するので、側管

布設によるずい道断面の減少はなく、有効貯

水量にも変化はない口
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標準断菌図
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図 3

鋼製支保工

H 150 x 150 x 7 x 10 
H 175 x 175 x 7.5 x 11 

@ 900~1 ， 200 

富十4同言iE

500~600 

名 帯主 青葉山ずい道配水池

延 長 3，343m 

59，000rr:i' 

口量 有効容量 57， 000rr:i' (LWL~ HWL) 

内 空 断 面 標準馬蹄形(r=2，500、5，000)

93.700m 

貯水池水位 LWL 
90.000m 

縦 断 勾 自己 i =1/5，000 (おがみ勾配)

5，500，000 (千円)

工 付帯設備 1，500，000 (千円)

500~600 

ずい道配水池諸元

鋳鉄管布設工事は、ずい道工事と同様 2工

区に分けて施工された。上口工区延長1，716m

はずい道本体が5，000分のlのおがみ勾配であ

るが水平配管とし、下口工区延長1，627mは全

線にわたりずい道と同ビ勾配で配管しと凸部

をなくし、空気溜りが起きないよう配慮した。

ノfイパス管の管種選定に当たっては、鋳鉄

管・鋼管・硬質塩化ピニル管などが考えられ

たが、強度・腐食性・施工性・経済性など、

あらゆる角度から比較検討した結果、ずい道

内の配管工事であることを考慮して、施工上
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5.18kgf/crrfの外庄が加わった時、

挫屈する。

(2)内圧に対する検討

内圧により発生する応力 (σ)を計算する

P D 
σ一一一一一2 t 

2.0 70 
一一~--

2 0.8 

一87.5kgf/crrfく2，OOOkgf/crrf (σα) 

σαーダクタイル鋳鉄管の許容引張り応力

(1)、(2)より内圧、外圧に対し安全な 4種

管(T=9 mm)を使用する。

2.管支承台の検討

(1)浮力に対する検討

πX(73.3)2 
2手力 F= 4 ×100×1.0×10-3 

-189 = 233kg/m 

管 1本 6mの浮力を 2カ所で阻止すると、

1カ戸斤当たり 233 X 3 =700kg 

ずい道底版に 150mm鉄筋持 13mmを支承台

1カ所当たり 8本定着させる。

ずい道底版に埋込んだ鉄筋 8本の付着強度

t=(12.7XπX 15) X 21 X 8 

=10， 049kg >700kg 

以上より安全である。

鉄筋定着にはアンカー用樹脂カプセルを

使用する。

(2)地震時における支承台の検討

地震による水平力 Hを求める。

H=(管と水の重量+管支承台の重量)

×水平震度 (0.2)

(. __~ ， I πX (0.7戸、
ニ~ 1. 775十 (1.2×1.6× 4)

XO.4X2.4} XO.2 

一0.649t

Mα=H'h車云佳1モーメント

Mb=P/R， 鉄筋 4本が耐え得るモーメント

σsα=鉄筋の許容引張り応力度

p/
= σsαXA=1，600X1，267X 4=8，108kg 

Mα=649 X 100 =64， 900kg・cm

Mb=8， 108 X 115=932， 4Z0kg・cm

MαくMbで、あり、地震時に対しでも安全

である D

5.施工

本工事はず、い道配水池内の狭い場所での工

事であるため、第 1日目管運搬・管据付け・

鉄筋定着用孔の削孔、第 2日目鉄筋組立て・

型枠組立て、第 3日目仮受台取付け・コンク

リート打設と 1サイクル 3日の工程で鋳鉄直

管 L=6m、10本、布設長60m、支承台20カ

所をずい道配水池中央の工区境より各坑口に

向って施工した D また、延長3，343mという長

大トンネルであることから、換気には十分注

意するとともに、使用する機器は排気ガスな

どを排出するものは一切使用せず、電動およ

び手動式のものを使用した。

1 .ずい道内配管材料運搬

工場より坑口までトラックにて運搬された

配管材料は、坑口近くの材料ストックヤード

に一時仮置きされ、そこからずい道内に運搬

する。坑口に設置しである門型クレーン (2.8

トン吊り)を使用して鋳鉄管をナイロンスリ

ングによる 2点吊りで吊り上げ、バッテリー

フォークリフトにけん引された管運搬台車に

下ろされる口管運搬台車には転がり防止のク

サピとともに、管外面塗装の損傷防止用ゴム

マットを取付けた。積込みを完了した台車は

時速20km以下の速度で、配管据付け現場まで 1

本または 2本の鋳鉄管を乗せ搬送する。

2 .管据付け

管据付けに先立つて管仮受台を設置する(図

-4)。管の伸びを考慮して測量を行い、管据

付け位置の芯出し、管支承台の墨出しを行い

直管 1本につき 1カ所の仮受台を支承台コン

クリートと同一笛所に設置する。仮受台は、

最終的には支承台コンクリートに巻き込むよ

うにした。仮受台はSS41等辺山形鋼(L-65

X 65 X 6 t)製で、あらかじめ工場で加工され

たものを使用し、現場ではホールインアンカ

ーによるインパートへの取付けのみとした口

台車に乗せられた鉄管は、据付け場所で現

場内の門製クレーン(1.5トン吊り)にて吊り上
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仮受台図-4
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写真-4 管運搬状況

写真一 5 管接合状況

写真-6 管接合状況

げられ、仮受台上に静かに吊り下ろし、すで

に据付けられた管の受口わよび挿し口に少し

角度をつけて静かに挿入する。門型クレーン

にて鋼製ノfッキンを使用して高さの微調整を

行い、正しい位置にセットさせ芯出しを行い

完了すればただちに接合作業に入る。接合作

業は日本夕、、クタイル鉄管協会編 rK形ダクタ

イル管施工要領書」に基づき行った。接合用

メカニカルボルト・ナットカ{SUS304f土中華の

ため、締付け時に生ビる摩擦熱の影響で締付

け不能となることが十分考えられた。したが

って、一般的には焼付き防止剤を使用するの

であるが、今回は配水池内の水質汚染の原困

ともなることから一切使用せず、次の手順で

ボルト・ナットを締付けた口

(1) ゴム輸を管挿し口に預け入れ、まず4本

(図-6)の FCD製メカニカルボルト・ナ

ット (M24X120)を使用して締付ける。この

時ゴム製のクサピ(図ー 7)を使用して押舗

の中心と管の中心が同心であることを確認

する。締付けはスパナ・トルクレンチにて

行い、電動式インパクトレンチは使用しな

い。また、ボルトのT頭と管受口外側の聞

にもゴム製のクサピを入れ、 T頭が水平に

保たれるようにして管受口外面の塗装を保

護する。

(2) SUS 304ボルト・ナットを残りの12カ所

ヘセットし、規定の締付けトルク (1，400kg・

cm)までトルクレンチにて締付ける口

(3) F CD製ボルト・ナット 4本を取りはず

し、 SUSボルト・ナットと交換して締付け

を行う口

(4) 上記の作業後、全部のボルト・ナットが

規定トルクに達するまで追い締めという手

順とした。

図-6 FCD製メカニカルボルト

.ナット取付け箇所

戸本学、

三
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図-7 K形継手および接合時使用クサビ

ワッシャ-

SUS 304 ボルト・ナット sus304 
/ 

ゴム製クサビを入れ締め付け時、
T頭ボルト・ナットが水平に保た

れるようにする

¥一「 ι

同μ~斗斗以!:J l 日日山r 九

ゴム輪上 有効長

ゴム製クサピを入れ、押翰の中心と

管の中心を同心にする

写真一 7 鉄筋組立ておよびゴム製平パッキン

取付け状況

3 .管支承台工事

管据付けに先立ち、ずい道インパートに電

動ドリルで鉄筋定着用孔を削孔する。孔は掃

除機などでくり粉を除去し、管据付け後樹脂

カプセルを挿入して、定着用鉄筋をアンカー

打込み機により打込み、その後鉄筋を組立て

る。型枠は 1支承台当たり 8分割として数10

組製作し転用していく。

コンクリート打設は坑口までミキサー車に

て運搬された生コンクリートを、バッテリー

フォークリフトにけん引され、台車の上に乗

せられた容量0.5m'のパケットで受け、 2~3

箇のパケットを打設場所まで運搬する口フォ

ークリフトのフォークに台車上から乗せ替え

フォークを上昇させ、パケットのシャッター

を開けて人力により打設する。型枠組立て・

脱型・コンクリート打設時には、管の外面塗

装に損傷を与えないよう十分注意するととも

に、管にピニルシートを巻き、コンクリート

打設の際、管にコンクリートが付着しないよ

う防護した。特に管に付着したコンクリート

は、早い時期に清掃しないと清掃する時に外

面塗装を傷つけるので、型枠と管のすき間に

写真一 8 布設完成状況
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付着するコンクリートは、型枠脱型時に木ベ

ラを使用して管から丹念に取り除いた。清掃

後、ホリデーデテクタを用いて塗膜全面につ

いて1，500Vの電圧でピンホール検査を行い、

施工中傷ついた箇所がないかを調べ、火花の

発生するような欠陥があった場合は、ただち

に工場で使用したものと同ーの塗料により補

修した。補修後は電磁微厚計を使用して規定

の塗厚に塗られたかを検査する口

6.あとがき

青葉山ずい道配水池は、配管工事も終了し

昭和62年度からの使用を目標に、現在覆工コ

ンクリートわよび管支承台コンクリートへの

防食塗装を行っている。

配管工事の施工に当たっては、鋳鉄管外面

・押輪ともタールエポキシ塗装なので、塗装

に損傷を与えないよう各工程で特に注意した。

工場においても、わが国で使用する管材料と

して本塗装仕様を採用したのは、今回が最初

ということで研究が重ねられ、いい製品を現

場に搬入してもらった。特にメカニカルボル

ト・ナットを締付ける際に押輪の塗装が剥離

する現象が見られたことから、これをクリア

ーするために幾度かの実験を試みた結果、凸

型 sus製ワッシャ厚 4mm、径48mm(図-8)を

取付けることにより解決することができた。

図-8 ワッシャー図

」レ

この面が押輪と

接するようにする

ダクタイル鋳鉄管の外面に塗膜厚 O.3mmの

タールエポキシ塗装によるはじめての試みと

いうことで当初予想し得なかった場面に幾度

となく遭遇し、いろいろ改善を重ねる結果と

なったが、請負者の積極的な取組みと、迅速

な対応により問題を早期に解決し、予定通り

完工することができた。

おわりに、昭和62年以降の通水後、塩素注

入水中に浸漬された塗膜厚 O.3mmのタールエ

ポキシ塗装の鋳鉄管台よび継手付属品が、予

測通りパーフェクトな防食効果をあげること

を期待して、今回の工事報告としたい。
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吉腫市の
パイブ。@イン@パイ 。(PI
工事について

1 .はじめに

名古屋市に市制が施行されたのは、明治22

年10月 (1889年)である。

市勢の発展に伴い、人口の増加、伝染病の

発生予防、火災の防止などから、市民の聞に

水道管を布設すべきであるとの議論が起こっ

てきた。

そこで名古屋市は、水道施設の設置を決議

し、水道工事の起工式を明治42年 7月 (1909

年)に行い、明治43年 1月 (1910年)に工事に

着手した。

そして、当初計画の工事が大正 3年 (1914

年)に完了し、同年 9月に給水を開始した。

本市では、このたびこの創設期に布設され

た通称と中部幹線ミ(約70年経過)に対して、

パイフO. イン・パイプ工法(以後PIP工法と

いう)を採用して工事を施工し、りっぱに再

生することができた。

この工事経過を紹介させていただき、みな

名古屋市水道局配水部東配水事務所

所長加藤豊

工事係長横山敏夫

技 師 久 住 隆 弘

さま方の参考になれば幸いである。

工事を施工したと中部幹線ミ(呼び径36イン

チ+900mm)は、布設当時、市郊外の東部から

当時の市の中心地へ飲料水を供給するため布

設された口

この布設された路線は、現在も非常に重要

な路線であり、毎日の車車両交通量が非常に多

い路線でもある。

また、このような路線でもあるため、他の

地下埋設管もほとんど埋設されており、路線

の上も下も一大動脈になっている。

このような路線に布設されていると中部幹

線とも、布設後約70年も経過したO このため

万一破裂事故が発生すると、市内で大きな交

通の渋滞が起き、また広範囲の断水・減圧区

域が発生すると容易に予測される D

このため、本市では破裂事故による被害を

未然に防ぐように、当初と中部幹線との布設

替えを計画した。
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しかし、市の繁華街での大規模な掘削、布

設替え工事はとても困難なので、いろいろ検

討した結果、 PIP工法を採用し、と中部幹線ミ

を再生することにした。

2圃 PIP工法について

1 .長所

PIP工法は、既設管の内部に新管を挿入し

既設管をさや管として再利用する工法である。

この工法は、以前から軌道横断などの小規

模工事では、各地で施工されていた。しかし、

最近この工法に適したダクタイル鋳鉄管 PI形

Pll形が開発されてから、本格的な大規模工

事が急速に各地で施工されるようになった。

PIP工法の長所は、過去になん度も当協会

誌に掲載されているが、再度ここに記述すれ

ば、次の通りである。

(1)新管にダクタイル鋳鉄管を使用する場合

は、受口部分の外側はなで肩形状をし、推

進工事の際、既設管の内部に多少の段差が

あっても、また錆こぶなどが付着していて

も支障なく挿入できる。

また継手部分はかなり屈曲できる。

(2)幹線道路で交通頻繁、あるいは繁華街な

どの理由で開掘削ができない場所に水道管

の幹線が埋設されている場合に適する。

(3)幹線道路や繁華街は、通常各種の埋設管

の埋設状況が複雑化しているが、そのため

布設替えの余裕がない時でもこのPIP工法

なら施工できる D

(4)PIP工法を採用すると、水道管布設工事

に伴う路面復旧費や既設管撤去が、ピット

や連絡部を除くと不要であり、工事費が低

廉になる。

(5)PIP工法を採用した場合、当該幹線の開

掘削布設替えに比べて工期が短縮できる口

(6)工事箇所がピット部分および連絡部分だ

けですむため、工事施工に伴う占用部分が

非常に少なくてすみ、付近住民に迷惑をか

ける度合が少なくなる。

2.問題点

(1)当該配水幹線がPIP工事期間中断水する

ため、配水状況に支障にならないよう付近

の配水管網を事前に整備、増強しなければ

ならない。

(2)挿入する新管の呼び径 (700mm)は、既設

管の呼び径 (36インチキ900mm)より当然小

さくなり、配水幹線の通水量は減少する。

(3)施工する時は長期にわたり断水するため

水の使用量の少ない時期を選ばねばならな

し瓦。

(4)当然のことながら、既設埋設管に角度の

大きな曲管が使用されていると施工が困難

で、その部分は開掘削して布設しなければ

ならない。

(5)PIP工事に使用するダクタイル鋳鉄管の

継手は、ほとんど漏水は発生しない O しか

し、万一漏水が発生した場合は、その水は

既設管と挿入した新管のすき聞を通って作

業したピット口から出てくると予測される。

このため、現地で土被りなどの余裕があ

れば、万ーに備えて大口径管については修

理用出入口(人孔)を設け、その上部に空気

弁を設置するなどの対策も必要である。

3. PIP工法を採用した理由

と中部幹線リ土、本市のメインストリートで

ある広小路通りに埋設されているため、

(1)繁華街で人の往来が多い。

(2)通行車輔が多い。

(3)他企業の地下埋設管が多く、埋設状況が

複雑化している。

(4)繁華街のため、現場付近で工事用資材を

保管する場所がない。

などの理由で開掘削できる状態でなく、か

つ付近に当該中部幹線と同口径の配水幹線を

布設する余地のある路線もないため、 PIP工

法を採用し、再生をはかったものである。

3銅 PIP工事施工前に実施したこと

および決定したこと

1 .施工幹線の資料調査

工事を計画わよび設計する際には、関係管

路の資料を調査するのは当然で、ある。

当該中部幹線についても、当然資料を調査

した口

しかし、 ξ中部幹線とは明治42年 (1909年)~
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大正 3年 (1914年)に施工されたため、竣功図

が一部欠損しており、呼び径、布設路線など

は判明しでいるが、いちばんしりたい布設工

事時に使用した曲管部分などの使用状況が不

明で、これがあとの工事に影響してきた。

2 .現地調査

PIP工事の設計には、施工現場の現地調査

が非常に大切であるが、主として、

(1)現地付近の交通量。

(2)地下埋設物の埋設状況。

(3)現場付近の商肩関係者の状況。

などを調査した。

これらの項目について、下記の通り詳述す

る。

(1)現地付近の交通量について

本市内でもいちばん交通頻繁な路線のた

め、本市においても定期的に交通量を調査

している。(図- 1、表-1参照)

この交通量調査の結果、現在片側 3車線

図-1

通行を朝・夕のラッシュ時を除き、片側 2

車線を確保すれば通過車輔は支障なく通行

できるごとが判明した。

そして、この資料をもとに事前に道路管

理者や所轄の警察署と打合わせを行い、片

側 2車線確保で朝・タのラッシュ時を除き

施工することの了解を取付けた。

(2)地下埋設物の埋設状況について

PI印P工事施工日時寺に掘削するピツト口部分

台よび

工玄事葬設計図を各関係企業に渡し、現場立会

いを行った。

立会いの結果は、一部既埋設のガス管が

支障になったが、それ以外の他企業の埋設

管の支障はなかった。

(3)現場付近の商届関係者の状況について

施工箇所は繁華街であるため、工事に着

手すれば通過車輔の渋滞や工事による騒音

発生などで、地元住民に大きな迷惑をかけ

工事簡所付近見取図
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孟竺!L歩行者類

(人)

年夏 7~8 134 

8~9 730 

9 ~10 736 

10~11 433 

11~12 419 

&D 0~1 746 

1~2 608 

2~3 590 

3~4 774 

4~5 641 

5~6 1-，190 

6~7 1，177 

寝苦 12時間計 8，178 

よそ!:歩行者類

(人)

陣要 7~8 192 

8~9 1，070 

9 ~10 338 

10~11 207 

11~12 244 

品 0~1 401 

1~2 315 

2~3 275 

3~4 254 

4~5 281 

5~6 986 

6~7 373 

議普 12時間計 4，936 

ダクタイル鉄管 昭和59. 10 第37号

昭和58年10月12日(水)調査
表-1 秋季交通量調査表(広小路通り〈工事簡所路線)) 北

自転車類
動方付き 自 動 車類(台)

動車類自の(時
二輪車類 乗 用車類 貨物車類 自合動車計類 ピ10 印

(台)
(台) 乗用車 パス 小型貨物車普通貨物車 ク)

9 26 666 27 152 18 863 

19 56 1，018 49 236 20 1，323 。
27 47 788 31 224 20 1，063 

44 48 782 20 262 28 1，092 

53 55 801 21 290 19 1，131 

54 45 832 29 189 8 1，058 

42 57 840 25 214 9 1，088 

58 59 896 21 236 12 1，165 

53 55 942 19 278 11 1，250 

62 51 836 21 260 12 1，129 

46 63 868 24 258 12 1，162 

33 55 882 23 153 8 1，066 

500 617 10，151 310 2，752 177 13，390 

南側・東行き車線(3車線)

自転車類
動方付き 自動車類(台)

童類自の市ク巴時 I 二輪車類 乗 用車類 貨物車類 自合動車計類
(台)

(台) 乗用車 パス 小型貨物車普通貨物車

4 28 542 41 145 28 756 

12 43 627 46 205 12 890 

15 24 602 41 251 21 915 

23 35 698 21 218 21 958 

33 35 807 26 246 19 1，098 

10 28 678 20 181 12 891 

18 47 802 22 218 6 1，048 

17 54 830 33 280 9 1，152 

23 48 825 33 276 10 1，144 

13 30 675 24 166 7 872 

31 71 943 32 189 11 1，175 。
18 21 858 33 195 12 1，098 

217 464 8，887 372 2，570 168 11，997 
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ることは事前に予知される。

このため、地元関係者に工事の必要性を

説明し、協力方を依頼したが、なかなか同

意を得ることがむつかしく、話合いは難航

した。

しかし、なん度も話合っているうちに、

地元商庖街が資金を出し合ってつくった飾

りのある大きな街路灯が3カ所(写真参照)

も支障になり、工事期間中その街路灯の一

時撤去および復旧をPIP施工業者が施工す

ることなどで話合いがつき、施工に同意し

てくれた。

この結果、話合い以後、工事完了まで工

事に対する苦情はすべて地元役員が対処し

地元住民からの直接の苦情はなく、協力を

得て施工できた。

写真一1 飾りのある街路灯

3個ピットの位置および大きさ

PIP工事の施工は、あまりむつかしいもの

ではない。

しかし、呼び径の大きな水道管をピット内

に下ろして挿入させるため、施工場所には工

事に必要なピットを掘らねばならない。また

工事のためにはクレーン車などの工事用車桶

や工事用器材などが配置できるだけの工事用

の占用面積も必要で、ある。

このため、ピットの位置および大きさにつ

いて考慮すべきことは、

(1)作業中は、常時ピット口を開放できるこ

と。

(2)新管の搬入に支障lこならないこと。

(3)酸欠事故防止用の送風、排気装置設置に

支障にならないこと口

(4)推進用の器材が無理なく配備できる大き

さで、あること。

(5)ピット口の横に、工事用車車両が無理なく

駐車できること。

(6)現場付近の車鋼通行に、できるだけ支障

にならない位置であること。

(7)歩行者通行に支障にならないこと口

(8)付近で工事用の騒音が出ても、あまり支

障にならない場所であること。

などで、ある。

そして、これらの条件を考慮して、ピット

の位置と大きさを決めた。

4.新管のタイプ・管種・呼び径

新管のタイフ0 ・管種・呼び径を決定した主

な要素は、

(1)繁華街で施工するため、現地搬入に支障

にならない有効長であること。

(2)施工が容易で、確実性があり、強度大で

耐震的であること。

(3)既設管内に無理なく挿入できる呼び径で

あること。

(4)既設管に小さな角度があった場合、継手

部で多少曲げが可能で¥無理なく対応し、

挿入できること。

(5)材料費が低廉であるごと。

などを検討した結果、

ダクタイル鋳鉄管

PII形・ 2種管呼び径 700mrn

長さ 4m 

を採用した口(図ー 2参照)
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図-2 PIT形直管(2種管)呼び窪700mm

押 輪

。
目
ド

5岡設計方針の決定

設計方針は、前述の通り(1)施工幹線の資料

調査、 (2)現地調査、 (3)ピットの位置および大

きさ、および(4)新管のタイフ0 ・管種・呼び径

を検討した結果、設計に必要な基本的条件を

次のように決定した。

(1)広小路通りの中央分離帯を撤去し、舗装

工事を行い、車線を変更し、片側 2車線を

かならず石室イ呆する。

(2)推進工事用のピットは、本市の中区役所

前に設置する。

(3)PIP工事は、朝・夕のラッシュ時を避け

れば昼間施工できる。

(4)水の使用量が増える 7月までには工事を

完了させる。(実際には 6月末に完了した)

ロゴー
3，985 

4，000 

H
-
[
ド

6圃付近自己水管網の増強

PIP工法のいちばん大きな問題点は、施工

期間中当該配水幹線を断水させなければなら

ないことである。

このことは、重要幹線であればあるほど断

水がなかなかできず、 PIP工法が採用しにく

い理由にもなっている。

重要幹線がPIP工事などのため、断水でき

る条件としては一般的に、

(1)他の配水幹線から、担当配水区域ヘ十分

に応援配水できるよう、相互間の配水管網

の充実が行われているごと。

(2)当該配水幹線沿線の補助配水管を充実さ

せ、施工期間中十分代行させることができ

図-3 付近配水管網の増強および施工幹線の分岐管切断

ること。
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(3)使用水量の少ない、冬期に施工すること。

などカずある。

幸い、本市の場合と中部幹線ミ(呼び径900

mm)は、重要事鵠宗であるが、このと中部幹線ー

から少し離れた北側にと桜通り幹線ミ(呼ぴ径

1500mm)、南側にと中央幹線ミ(呼び、径900mm)

が平行して布設されている。

このためご中部幹線ミ沿線の配水管網の一

部を増強すれば、担当配水区域への配水には

支障がない1犬況にあった。

そこで、図ー 3のようにと中部幹線ミ沿線

に、呼び径400mmおよび、300mmの配水管を布設

し、配水管網の増強をはかり、と中部幹線ミの

断水がいつでもできるよう事前に準備した。

7 .施工幹線の分岐管切断

と中部幹線ミをPIP工法で改良するためには

当然と中部幹線ミから分岐されている支管を

事前に切断しなければならないD

このため、前述のと6.付近配水管網の増強ミ

時に分岐管を切断整理しご中部事純忠と同治

線配水管とを絶縁状態にしご中部幹線との PI

P工事に備えた。(図- 3参照)

4圃 PIP工事の施工について

1 .工事概要

本市の当該PIP工事は、中区栄 3丁目~栄

4丁目地内の広小路通りに布設されている通

称と中部幹線ミ(呼び径36インチー900mm)に対

して方包工した。

工事の概要(竣功)は表-2の通りである。

表-2

呼び径 施工(m延)長 内容説明(mm) 

PIP工事用
700 518.8 

Pll形・ 2種管・ 4m管

2.4 
掘削工場用・(ピット内配管)

700 
S形・ 2種管・ 6m管

13.8 
掘削工事用・(新!日連絡用)

900 
KF形・ 1種管・ 6m管

38.0 
掘削工事用・(分岐支管用)

300 
Sll形.1種管・ 6m管

悶-4 PIP工事施工箇所

工事期間は、

昭和58年10月から

昭和59年 6月まで

2 .口徒ニ段落しを採用した理由

PIP工法は、この工法に適した水道管が開

発された結果、口径一段落しでも施工できる

ようになった。しかし、本市の場合、施工上

二段落しを採用した口

備考施工箇所:一一一一一

既設管:一一一一一

そのいちばん大きな理由は、当該と中部幹

線ミの資料不足によるものである。

と中部幹線ミは、明治43年から大正 3年の間

に布設されたが、竣功図が一部欠損しており

正確な曲管使用状況が把握できなかった。

また、交通頻繁な場所で路面舗装も厚いた

め、試験掘りなどの事前掘削調査もできなか

った。
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それにj 中部幹線との配管を図-3のよう

に呼び径400mmおよび、300mmで増強したため、

口径二段落しでも十分繁華街への配水が確保

できる見込みがついたことも理由にあげられ

る。

3 .管内調査結果

と中部幹線とは、竣功図が一部欠損している

ので、施工に先立ち、埋設状況を適確に把握

するため、断水、水抜きをして管内の錆こぶ

付着桂度、曲管の使用状況などを実際に管内

に入り調査した。

(1)錆ごぷ付着状況について

と中部幹線けま埋設後、約70年経過してい

たにもかかわらず水質がよく (鍋屋上野j争

水場系統)、また絶えず、管内の水が流れてい

たため、錆こぶは僅か 2cm位付着していた

だけであった。

(2)曲管使用箇所について

当初と中部幹線との埋設状況を現地調査

したところ、平面的にも高低的にも急激に

変化する箇所がないため、当該PIP施工箇

所はすべて直管類で布設されてわり、曲管

の使用筒所はないものと予想していた。

実際、管内調査した結果は、旧水路伏せ

越し箇所が 1カ所あり、そのほかは曲管が

使用された箇所がなく、すべて直管または

切管が使用しであった口

また、直管部継手の最大角度は、測定の

結果 1
0

41'であった。

4.旧水路伏せ越し部分の対策について

PIP工事の施工上の難点のひとつに、当該

配水幹線に曲管が使用されている場合がある。

当該と中部幹線ミには、管内調査の結果想

像もしなかった勺日水路の伏せ越しミ筒所が

あることが判明した。

工島容を施工すると広小路通りと付近には、

水路らしい形跡は全然なく、付近の地元役員

や古老に尋ねても、以前この付近にと小川と

が済Eれていることをしっている人はひとりも

いなかった。

しかし、この付近から少し離れた所に、以

前小川町と呼ばれていた旧町名があった口

このと小川町とと呼ばれていた地名があっ

たことから、この付近は以前小川が流れてい

たらしく、その事実が今回の管内調査でやっ

と判明した。

この経験をしてからは、最近各地で勺日町

名を大切にミなどの呼びかけが行われている

のをしって、同ピ気持ちをいだくようになっ

た口

さて、この旧水路をと中部幹線とは伏せ越

ししでいるから、このままではPIP工事はで

きない口

このため、この旧水路箇所の処置が、今回

この PIP工事の最大の難問題としてあがって

きた。

この旧水路箇所通過の方法として、

(1)旧水路伏せ越し部分は、やむを得ず開掘

削し、既設管と同口径の直管を水平に布設

し、既設管と接合し、新管の挿入工事に支

障にならないようにする。

(2)旧水路伏せ越し部分は、挿入管には鋼管

を使用し、狭い管内で溶接する。(この案で

は、管内で溶接する箇所は12カ所も必要)

図-5 旧水路伏せ越し箇所

2.0m 
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図-6 旧水路箇所掘削布設

~ 900 10.9m布設

。
的
目

併900掘削布設
FC再900(既設管)

p II ~ 700(推進管)

の二通りを考えたが、本市の場合、工事費、

施工難易度、維持管理などを検討した結果

前者(1)の開掘削の方法を採用した。

また、この時使用した呼び径 900mmの直管

は、ほかの工事現場の撤去管を再用し、経費

を皇官j威した。

5 .施工

PIP工事の施工順序に沿って各項目を列記

し、簡単に説明する。

(1)現場の交通対策

現場の交通量調査の結果、現在片側 3車

線通行を朝・夕のラッシュ時を除けば、片

図-7 ピット口付近の交通対策

側 2車線確保で通過車車両を支障なく通行さ

せることができると判断し、道路管理者、

所轄警察署に資料を添付して説明し、許可

を得た。

しかし、工事現場でピットをつくると工

事現場の車線は片側 1車線になってしまう。

このため、現在設置されている中央分離

帯をはずして路面舗装工事を行い D その後

車線変更を行って工事期間中常時 2車線を

確保し工事を施行した口(図-7・写真一 2

参照)

合

~I I 栄(よ)降車場

中央分離帯撤去 40.0m

朝日生命ピル 中区役所
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管内鏑こぶ付着状態写真一3

この管内洗浄作業は、次の通り行った。

⑦管内調査(職員が中に入って調査)後、

超高圧洗浄車を使用して洗浄を行った。

ターボノズル(回車云式)を使用してt先j争

したが、この方法は図-8のように 2カ

所から出る水圧 (350kgf/cni 、 75~/分)で

ノズル頭部のみを回転(0 ppm ~ 100ppm) 

させて洗浄する口

この際、吐き出された水は扇形に出て

むらなく j先浄・できた。

ピット口付近の交通対策写真一2

この結果、車車両はスムーズに通過するこ

とができ、 PIP工事による車輔の渋滞はほ

とんどなかった。

(2)施工幹線の管内洗浄

と中部幹線ミの管内調査の結果、錆こぶは

当初予想していたより少なく、平均 2cm位

付着していただけであった口(写真一 3参照)

ターボノズル(回転式)図-8

側面図

高「王ホース

正 面図

高
水
圧
で
鉄
錆
洗
浄
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既設管内洗浄作業図-9

GL 

泥水吸引車

管内調査:全延長約520m

洗浄作業: 向 上

要した。

(3)ピットの設置

ピットの位置や大きさ(図-10・図ー11

参照)は、 3項の 3で述べたような方法で

5日間

14日間

④次は、取り除かれた錆こぶなどを管内

から搬出する作業がある。

これは管内に作業員が入り、人力でホ

ースをイ吏用してi先j争し、金青こぶなどをピ

ット口に落し集め、除去した。

施工日数は、

ピット図-10

(平面図)

7400 

4200 

O
O
N的

覆工受桁 H-250x 250 x 9 x 14 

コンクリート 300x 500 x 8， 500R 

ライナープレート

桁受桁 H-250 x 250 x 9 x 14 

タテ梁 H-200 x 200 x 8 x 12 
腹起 H-300X300 X 10 X 15 

切梁 H-200 X 200 X 8 X 12 

(側面図)

4000 

3，200 

ずれ止めト200X 80 X 7. 5 X 11 

。。c
，
的

。。。
N
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図-11 ピット位置図

(広小路通り)

一一一一___/一一一 東新町

(到達口)

越

写真一4 ライナープレートを使用したピット ただし、

決定したが、構造はライナープレートを使

用した形式を採用し、築造した。

この形式を採用した主な理由は、ピット

設置に伴う道路上の工事用占用面積をでき

るだけ狭くすること、ピットの下に地下街

があり、 H鋼が打ち込めないことおよび水

密性を保つためであった。

(刷新管の挿入

新管の挿入には、施工に先立ち、

⑦挿入力。

④挿入方法。

を検討し、それに基づき施工した。

②挿入力

挿入力 Pは

Pニ μ.w・8 で、表わされる。

μ:既設管と新管との摩擦係数

(0.5) 

W:新管の 1m当たりの質量

(253 kg) 

R，新管の挿入予定長さ (m)

到達口

No.l 

図-12 推進状況図

発進口

No.2 
予備口

No.3 

到達口

No.4 

挿入力 Pの最大値は42.6tfとなり、十

分余裕をとって50tf、ジャッキ 2本を使

用した。

②挿入方法

挿入方法は、次のような機械・器具を

使用し、施工した。

③吊り込み・据付け機械

クレーン

⑥挿入用機器

機器名

流 器

油庄ポンフ。ユニット

油圧ホース
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図-13 用り込み・据付け機械

写真一5 鉄管吊り下ろし中 写真一7 先導金具取付け

写真一6 先導金具取付け

図-14 レイアウト

GL 
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図-15 油圧ジャッキ位置

挿入用油圧ジャッキ位置

写真一8 推進工事中

図-16 反力受けの方法

挿入力の検討の結果、反力については

下図の方法で行った。

鉄板

H鋼

油圧ジャッキ

レール日鋼
既設管

油圧ジャッキ

ストローク:300mm 

③ レイアウト

⑨ 油圧ジャッキ装置

③ 反力受けの方法

(5)旧管・新管のすき間充てん

⑦工事目的

新設管の布設により、呼び径 900mm[日

管が廃止されるが、旧管を空洞のまま放

置すると老朽化して破損し、土砂の流入

などにより道路の陥没などの原因になる口

そこで、廃止管内にグラウト材を注入

し空洞を充てんした。

④予定注入量

呼び径 700mm挿入管と呼び径 900mm[日

管との空げき量Qは、

Q=132ni' 

⑨注入材料の選定

流動性がよく、施工が容易で経済的な

エアーミルクにより施工した。

@注入材料の配合(表-4参照)

②注入順序

注入は廃止管内に配置された塩ピ管の

長い方より行い、順次短い方へ切替え注

入した。(図-17参照)

⑧充てんの確認

充てんの確認は、発進坑および到達坑

より注入して反対側にエアー抜き孔、水

抜き孔パイプより流出を確認後、さらに

注入を行い、注入圧が先端の圧力計ても 2

敷 板 kgf/cぽになるまて寸子った。

セメント

(kg) 

300 201 

表-4 注入材料の配合

空気量

(%) 

70 

物 f生

圧縮強度

o' 28 ( kgf/ crrl) 

10 
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図-17 エアーモルタル充てん工標準図

閉塞工

到達側

(6)施工関係の各種資料

⑦PII形管、呼び径 700mmの挿入実績タ

イム

1本当たり

g)PII形、継手性能

(呼び径 700mm)

⑧離脱阻止力 105tf 

⑥抜出し余裕量 55mm 

③許容屈曲角 3。

⑨曲げ剛性 6. 6tf. m 

③限界屈曲角 4025' 

⑨摩擦抵抗、実績

μー0.45

(計画時はμ一0.5を使用)

注入側

注入パイプ桝O胴体イT~~'~II
閉塞工/寸 I~\_ sff II 

水抜孔 o13mm 1本一十ムギ主二一_jl

@水圧テスト

負荷水圧 7.5kgf/cnf (計画)

保持時間 2時間(計画)

許 容保持時間 2時間後、水圧低

下 10%以下

実 績負荷水圧 7.5kgf/cnf

水圧低下 7.0kgf/cnf 

7 %以下合格

5圃おわりに

本市は、今回大規模な PIP工事(呼び径700

mm)を施工したが、順調に施工できた。

最後に、施工に当たって感じたごとを述べ

させていただく。

PIP工法は、技術的にはむつかしいもので

はない。この PIP工法は、今後各地で採用さ

れると思うが、施工に当たって次の事項を特

に注意されれば、順調に施工できると思う。

(1)付近配水管網の事前増強。

(2)当該既設管の曲管使用箇所の把握と対策。

(3)ピット口の位置および大きさ。

この資料が、みなさまの参考になれば幸い

である。
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技術レポート

新幹線高架檎下における

S形ダクタイル管の帯設について

1 .はじめに

本市水道局では、著しく宅地化の進む市南

西部地区の水需要に対応して安定給水をはか

るために、新山科浄水場からの水を送る幹線

配水管の布設工事を行った。この工事は、東

海道新幹線高架橋下の側道という特殊な条件

のもとで、日乎び径 800mmの耐震継手 S形ダク

タイル管(以下、 S形管と略記する)を布設す

るものである。そこで本稿では、この S形管

布設工事の概要を報告し、併せて管路の耐震

化に関する若干の考案を述べることとする。

2.工事概要

@工事名称 京都市水道局第 8期拡張事業

新山科系久世久我幹線配水管

布設(その 7)工事

・工事場所 京都市南区久世殿城町地内

(図-1および写真一 1参照)

@工事期間 昭和58年 5月~同10月

・工事内容 呼び径 800mmS形管

延長 733.4m

京都市水道局技術部工務課

設計係長藤田聖修

写真一 1 工事場所
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図-1

布設現場の標準的な断面を図-2に示した。

高架橋下の側道は幅が約 3mしかなく、高架

橋を構成するコンクリートラーメンが高さ約

5mの位置に張り出している。したがって、

大型の建設機械を使用して大規模な掘削工事

を行うことは当然不可能である。

実際、国鉄との協議で得られた施工の許可

条件は、次のようなものであった。

①長い区間にわたって連続掘削を行わない

こと。

工事場所

②コンクリートラーメンのフーチング(柱

基礎)に直接影響を及ぼ寸ような掘削形体

をとらないこと。

③長大クレーンを昼間(新幹線の運転時間

内)に使用しないこと。

さらに、このような施工時のさまざまな制

限に加えて、水道管布設完了後は将来にわた

って漏水などによる新幹線施設への悪影響の

ないことが必要とされた口
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図-2 布設現場標準断面図

(S = 1/100) 

新設水道管DIPS形2種併800

そこで、こうした厳しい現場条件を十分に

把握検討した結果、以下に示すような設計方

針を立て、工事を実施することにした口

(1)土工事

掘削機械はO.2m'ミニパワーショベルで¥

掘削土の搬出は 2トンダンプで行う。なお

フーチングに近接する部分では人力掘削と

し、特に掘削が深くなる部分については夜

間 (23日寺以降)に行う。

(2)土留工事

モンケンを使用して鋼矢板を打ち込み、

全面土留を行う口なお、必要な部分は埋殺

しとする。

(3)配管工事

管は、材料置場から布設場所まで門型ク

レーンで運搬し、据付けを行う。

(4)その他

現場では作業範囲を明示し、範囲を逸脱

して高架橋など既設株造物に悪影響を与え

ぬよう極力注意を払って施工を進める。

実際に行った施工手順の概略を図-3に示

し、また各工程の様子を写真一 2~5 に示し

た。こうして新幹線高架橋下における S形管

布設工事は順調に進み、所定の工期内に無事

竣工することができたのである。

写真一 2 モンケンによる鍋矢板の打ち込み

写真一 3 S形管の搬入
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写真-4 S形管の布設状況

写真一 5 S形管の布設状況

図-3 施工手順の概略

掘削工

-!} 

掘削土の搬出

(2 tダンプ)

-!} 

鋼矢板の打ち込み

(モンケン)

-!} 

管の搬入と据付け

(門型クレーン)

3回大動脈と S形管

今日、夕、、クタイル管には種々の継手形式の

ものが工夫されている。たとえば、継手部分

に可とう性を備え、しかも安定性を持つA形
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.K形管や、施工性に優れた T形管、さらに

は掘削スペースをとらず内側から確実につな

ぎ留めることのできる U形管など、各々に相

異なった特長や性能を発揮するものである口

したがって、管路の設計においては施工上、

維持管理上の諸条件を十分に考慮し、もっと

も妥当な管種を選択すべきことはいうまでも

ない。

本工事では、配管ルートが新幹線高架橋下

の側道であったことが決定的な要因となって

S形管を選択した。その際には、写真一 6に

示すように、現場で列車通過時の周囲地盤と

既設埋設管の震動測定を実施し、表-1およ

び図-4、 5に示すような、結果を得ている。

また、他の現場条件の例として、道路橋(桂

大橋、 1等橋)に添架された水道管の震動測

定の結果を併せて表- 2に示した。

これらの結果を見る限り、最大振幅が0.01

図-4 列車通過時の管体の震動の様子

C点

進行方向

E
E
H
 亡コ

C点

直角方向

臣
民
」
[

1.0sec 

図-5 列車通過時の地盤の震動の様子

D点、
進行方向

E
自
」
[

Cコ

1.0sec 

D点

直角方向

巨
E
H
.
0
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表-1 列車通過時の震動測定結果

震効源 測定方向 最大振幅(mm)

進行(管軸) 0.06 
管体 新幹線列車

直 角 0.07 

進行(管軸) 0.04 
地盤 新幹線列車

角直 0.03 

表-2 車両通過時の震動測定結果

f辰効源 測定方向 最大振幅 (mm)

左岸 直角(鉛直) 0.02 

管体
大型車車両

直角(水平) 0.03 

右岸 直角(鉛直) 0.01 

管体
大型車両

直角(水平) 0.01 

写真一 6 高架橋下での震動測定

~O.07mm といずれも微小な値であり、列車や

車両の通過に基づく震動には、通常のA形-

K形などの継手でも対応、できそうにも思われ

る。しかしながら、日本列島の大効脈たる東

海道新幹線の安全を将来にわたって脅かすこ

とのないという条件を重視した時、耐震・離

脱防止の面でもっとも高い信頼性を有する管

路が必要と考えざるを得ない D すなわち、列

車や車両の通過に基づく震動はいうに及ばず、

震度階四、加速度400gal以上の地震を想定し

た場合、水道管の破損、離脱などによる漏水

のために新幹線施設に被害を生ピ、大動脈を

停止させるような事態を決して招いてはなら

ず、そのために S形管の採用が不可欠と考え

られたのである。

4.輔接するライフライン

管路の耐震設計に当たって基本となる形式

には、地震力に対して材料強度で抵抗する剛

構造形と、地震力に対して順応して吸収する

柔構造形がある。剛構造形にはフランジや溶

接形の鋼管が、柔構造形にはメカニカル継手

の夕、、クタイル管がそれぞれ該当する。無論、

どちらにも一長一短があり、一概に耐震性能

の優劣を論ずることはできない。

しかし、いずれの形式にしても、その特長

や価値を最大限に引き出すための設計施工指

童十が明石在に定められなければならない。

ライフライン (LifeLine)と称される水道管

をはりめ電気管、ガス管、下水管そして鉄道

などの基幹都市施設は、今後さらに一層交錯

し、また轄鞍することになろう。こうした複

雑な現場状況を想像する時、管路の耐震化へ

の手段や方策を混乱させることがあってはな

らない。したがって、新設管だけに限らず、

経年管の診断とその対策まで包含した耐震設

計の方針を明らかにし、さまざまな現場条件

に応じて適確な手段が迅速に適用され得る体

制を早急に立てるべきであろう。
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中小口径機械推進ダクモール工
法の採用について

札幌市水道局

拡張部　副参事
　　　　　　　　　　　　　　平賀　岑吾
東部配水事務所
　　　　所長　　　　　　　行方　彰
　　　　配水工事係長　小野寺　康文
　　　　技術職員　　　　本多　裕孝

　交通障害、騒音や地下埋設物の輻輳などによって、開削工法による上
水道管の布設はむつかしくなっている。札幌市においても、中小口径管
の非開削工法は国道・河川・鉄道の横断のみにさや管工法を採用してい
たが、経済性・工期・推進距離の面で採用するに至っていなかった。し
かしこれらの問題点を克服すべく、T形推進管によるダクモール工法が
開発された。本論では、この工法が満足いく成果を収めた工事経過を述
べているが、中小口径水道管の計画、施工に参考になればと結んでい
る。

“隣県から友愛の水”、上島の上
水道事業について

上島上水道企業団

技術幹
　　　　　　　　　　　　　　　中野　隆治

　広島県境に近い瀬戸内海に浮かぶ上島諸島は大小の島々からなってい
る。この地方の年間降雨量は約1000mm程度であり、慢性的な水不足に悩
まされている。昭和57年9月に広島県と愛媛県との間で「分水に関する
基本協定」が調印され、上島4島からなる3カ町村へ“友愛の水”が送ら
れることになり、58年2月上島上水道企業団が設立され、60年度に一部
給水開始、64年度に全域給水へ向けてスタートすることになった。本論
では、その事業概要について述べているが、他府県からの分水という全
国でもめずらしいケースであり、水不足に悩む他の多くの島民の方々
に、勇気と希望を与える一助となればと結んでいる。

大井処理場放流幹線における
シールド内ダクタイル管並列配管
について

大阪府南部流域下水道事務所

　　　　　　　　工務課長　長谷川　清
　　　　　　　　工事係長　林　茂三

　大井処理場放流幹線は、放流先が遠隔地の西除川に求められたため、
処理場から約9kmにわたって計画された放流管きよである。この路線の
うち、部分的に他の幹線と並列している所が数箇所あるため、施工をど
うすべきか、その工法はどうするかを検討した。本論では、シールド工
法により管きょをつくり、その中にダクタイル管の布設と他の幹線を同
時に施工する方式を採用したが、継手接合が簡単で、継手には可とう性
があり、曲管を使用することにより曲線配管が容易に施工できたと述べ
ている。

1984年 No.36
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都市ガス中圧用ダクタイル鋳鉄
管継手（GM－II継手）について

大阪ガス株式会社

供給管理部導管技術センター

　昭和44年に低圧用として新しいメカニカル継手GM継手を開発した。そ
の後、耐震性をさらに向上させるために、昭和52年に改良型GM－Ⅱ継手
を開発した。このGM－Ⅱ継手は、昭和53年から中圧Ｂ鋳鉄管ラインで導
入され、56年4月には低圧へ適用拡大された。本論では、GM－Ⅱ継手の
特徴や性能、耐震性について紹介している。それによると、GM－Ⅱ継手
の導入によって、鋳鉄管路としての性能、信頼性が向上したことはもと
よりガス配管工の作業軽減、個人差のない接合、技能習得の容易さなど
数多くの利点を得、掘削作業の機械化、能率化と合わせての接合時間短
縮による作業の効率化がはかれたと述べている。

1984年 No.36
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中小口径機械推進ダクモール工法

の採用について

札幌市水道局拡張部

副参事 平 賀 左 手 吾

東部配水事務所所長 行方 彰

1 .はじめに

近年の上水道管布設工事は、交通障害や騒

音、振動、地盤沈下などの工事公害、地下埋

設物の車酔奏、さらには脂舗への補償などの制

約が多く、開削ヱ法による布設が困難になっ

ている口このような;1犬況下にあって、大口径

の布設は、推進工法およびシールド工法など

の非開削工法が普及し、成果をあげているが

呼び径150mm~700mmのいわゆる中小口径の非

開削工法は、人が入れる呼び径 800mm以上の

管を推進し、その中に水道管を挿入するさや

管工法が一般的であった。

本市においても、中小口径管の非開削工法

は、国道・河川・鉄道の横断のみにさや管工

法を採用していたが、経済性・工期・推進距

離の面で、本格的に水道管に採用するには至

っていなかった。

このたび上記の問題点を克服すべく、ダク

タイル鋳鉄管の特性を生かしたT形推進管に

よるダクモール工法が開発された。

本市においては、呼び径400mm・500mmのT

配水工事係長 小野寺康文

技術職員 本多裕孝

形夕、、クタイル推進管を 1 スパン 50m~100m、

3条の並列推進を含め連続 7スパンを推進す

る機会があり、そのうち 1工区についてこの

工法を採用し、十分満足のいく成果を収めた

ので、ここに紹介し報告するものである。

2.工事概要

この工は、札幌市の南東に位置する里塚

霊園内に建設された、里塚配水池に連絡する

流入・流出管および排泥管の布設であり、概

要は次の通りである。

(1)工事名称

札幌市水道第 6期拡張事業の内送水施設

有明・里塚連絡管新設工事その 9

(2)工事場所

札幌市豊平区里塚463番地(図-1) 

(3)工事内容

①呼び径500mm流入管推進延長 51.22m 

②呼び径400mm排泥管推進延長 50.75m

③呼び、径500mm流出管推進延長 50.34m

④呼び径400mm排泥管 推進延長 67.00m
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⑤呼び、径500mm流入管推進延長 67.00m

①・②・③は1.4m間隔 3条並列推進、

④・⑤は 104m間隔 2条並列推進。

(5)施工業者

北海道建設工業株式会社

久保田鉄工株式会社

(4)施工期間 (6)総工事費

自昭和58年 8月10日

至昭和58年12月 7日

6，700万円

図-1 里塚配水池送配水管系統図



中小口径機械推進ダクモール工法の採用について

図-2 平面図

豊平区旦琢

図-3 並行 3スパン部縦断図

図-4 並行 2スパン部縦断図
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3.夕、クモール工法の採用

この工事は、皇塚配水池に接続する流入・

流出および排泥管を布設するもので、次のこ

とが施工条件としてあげられた。

①管埋設位置が、現地盤より 3m~9m と

比車交的深い。

②制限された用地内に呼び径 500mm2条、

呼び、径 400mm1条を布設しなければなら

ない口

③道路工事、下水道工事、墓の移転、斎場

の建設および配水池の建設と、関連工事

が轄轄しているため、交通障害を極力少

なくすること。

④路面復旧工事を、遅くとも積雪期以前の

11月中には完了すること。

この条件下で開削工法、さや管工法および

中小口径機械推進工法を比較検討した結果、

ほかの関連工事に支障なく、路面復旧が少な

くてすむこと、また安全性・経済性がほかの

工法に比べてよいこと、さらに土質がN値20

前後の火山灰地であり、機械掘削に適してい

ることなどから、中小口径機械推進工法を採

用することにした。

中でもこの工区は、配水池との接続部であ

り、かっ 3条の並列推進が含まれており、特

に施工精度を要することから、水道用ダクタ

イル推進管を対象として開発され、レーザー

による位置検出機構および方向修正機構を備

えたダクモール工法の採用に踏み切った。

また推進管については、水道用管として十

分に耐え得るものの中から、

①管の強度があり、推進距離が伸ばせる。

②管の接合が確実、簡便で、ある口

③管内面のライニングがモルタルで堅牢で、

ある。

などから、 T形推進工法用ダクタイル管(4

m管)とした口

(1)ダクモール工法用装置の概略

夕、、クモール工法用装置は、大別すると以下

の 4つに分けられる。

図-5 装置の概略

①先導管

呼び、径400mm~500mmおよび呼び径 600mm

~ 700mmの 2機種があり、それぞれアタッ

チメントの付加により、呼び径の兼用化が

可能で、ある。

②推進装置

呼び、径400mm~700mmすべて同ーの装置で

推進する。最大能力400トン(推力が大きい

時には滑材の使用も可能口)

③スクリユーコンベア台よびホース・ケー
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プル(1本の長さ各 4m) 

推進距離に応じて推進管の本数分だけ必

要である口

④付帯設備

施工に必要な油圧ユニット、レーザータ

ーゲット、操作盤、レーザートランシット

などを含む口

(2)施工手順

施工手順わよび作業内容は表-1の通りで

フ ロ ー チ ャ ー ト

1 推進台の据付け|

l先導管のセ y ト | 

|推進管のセソト l

|推 進|

30cmおき

|計

|解 体|

|推 進 ，フfロF 

|管 内 言周 査|

表-1

4m 

おき

ある D

(3)先導管の構造と主な特徴

①掘削機構

i )超硬合金カッターピットにより、磯

の破砕が可能。

ii )土砂取り込みの関口率が変更できる D

iii )カッターの駆動に油圧モーターを使

用しているため、逆転が可能(ローリ

ング対策、磯かみ込み対策)で、騒音

作業内容

推進方向・レベルの設定

トランシットのセット

ホース・ケープル類接合

芯出し、空運転

ストラット撤去

推進台車後退

推進管吊り込み

ホース・ケープル管の接合

装置の運転(方向修正含む)

次の推進管準備

ストラットセット

トランシットによる測量

ズリ出し

スクリュ一軸・ケープル類の推進

台よりの解体

先導管部解体・回収(到達坑)

スクリユーコンベア回収(発進坑)

ダミー管押し出し・回収

管内調査機器の挿入・回収

図-6 先導管部構造概略

カッター駆動用
油圧モーター

カッターピット
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. t辰動が少ない。

②排土機構

i )スクリユーコンベアの回車云数を変え

ることにより排土量の調整が可能。

ii )ユニバーサルジョイントを使用し、

スクリューコンベアを管底に持ってく

ることでレーザーターゲットの視野範

囲が広い。

iii )水を添加することで、粘着土の排土

も可能。

iv) スクリユーコンベアのケーシング底

部にはキャスターが設けられており、

施工後管内面を傷めることなく、スク

リユーコンベアの解体が容易である o

v)油圧モーターを使用しているため、

発進立坑内の騒音・振動が少ない。

③位置検出機構

i )レーザートランシットとレーザータ

ーゲットの組合わせにより、先導管の

自動計測が可能。

ii) 3方向の姿勢角(垂直方向、水平方

向、円周方向)が検出できる。

④方向修正機構

i) 4本の方向修正ジャッキにより、上

下左右の方向修正が可能。

ii )タイマーの調整により、ある程度方

向修正ジャッキストロークの制御が可

能。

4.設計

(1)推力の予想

予想推力は、「下水道推進工法の指針と解説」

(日本下水道協会発行)にある「経験的簡便式」

を適用した。

F=Fo+R'S'L 

F:総 推力(t) 

Fo 貫入抵抗力(t) 

R:土質およびその他の条件で決ま

る管外面抵抗力 (t/ぱ)

S:管の外周長 (m)

L:推進長 (m)

代表的な土質における Rの値

質

F。は久保田鉄工式の貫入抵抗値、 Rを砂混ピ

りシルトイ宜とすると、

日乎び、径400mm

F400=9.8十1.0X 3.14 X 0.502 X L 

=9.8+1.58L 67mの日寺 P=116t

呼び、径500mm

F5oo=14. 5+1.0X 3.14 X O. 608X L 

=14.5X1.91L 67mの日寺 P=142t

となる。

(2)推進管について

夕、、クタイル管における推力の伝達は、図-

7に示すように挿し口部に設けられたフラン

ジとリブとにより推力を伝達する口

ここで呼び径 500mmについて安全性を検討

する。

呼び径 500mmの場合、リブの取付寸法は図

ー 7のようになっている。したがって推力に

対する許容抵抗力は次のようになる。

P=σ2xAXn 

P:推力に対する許容抵抗力 (kg)

σ2 .溶接部許容せん断力 =10kg/mm2

A リブ 1枚の溶接面積 (mm2
)

=15 X 90 X 2 =2， 700mm2 

n : リブプpの妻文=寸=

P=10 X 2， 700 X 14=378， 000kg=378t 

一方推進に必要な推力は、先に計算したよ

うに67mの時で142tとなっているが、許容抵

抗力が378tであるので、安全率 2.7となり十

分安全で、ある。

(3)施工

① 工 事 行 程

工期は、昭和58年 8月10日から 12月7日

までの120日間で、 9月12日に機械を搬入し、

11月 5日を推進完了予定として着工した。
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図-7 T形推進工法用遠心力夕、クタイル鋳鉄管

溶接金網

フランジ部溶接詳細

1-90  _1 

レ/軒
(単位 mm)

呼び径 管 厚 ライニ 実外径 各部寸法 :遺 量 (kg) 呼び径

T ング厚

D Dz P 
1種管 2種管 3種管 t 

400 8.5 7.5 6 425.6 130 

500 9.5 8.5 8.0 " 528.0 135 

実施工程は表-3に示すように、途中か

ら昼夜連続施工を行い、無事工期内に工事

を完了した。

延べ工事日数:54日間(うち休日 4日間)

総推進距離:286.31m 

施工の状況を写真一 1~4 に示す。

②到達精度

計画線と到達側管心とのズレ量を表-2

に示す。

いずれも当初目標の::l:::50mm以内に収まっ

ており、隣接工区との取り合いも問題なく

完了した。

表-2 到達精度

到達精度
スノf ン

水平方向 垂寵方向

① O500、51.22m 右 12mm 下18mm

② O400、50.75m 左23mm 下23mm

③併500、50.34m 右 19mm 上20mm

④ O400、67m 右48mm 上19mm

⑤併500、67m 右 31mm 上 1mm 

L Ds 

4000 
502 

6000 

4000 
608 

6000 

鋳鉄管
N 内 装 外装 D 

1種管 2栂管 3種管

80 
346 300 72.8 518 

400 
505 450 100 787 

90 
480 435 412 91.0 663 

500 
702 633 599 137 1010 

③管路の仕上がり状況について

施工後、推進管継手部の変位および胴付

間隔を、写真一5に示す測定機および写真

-6に示す管内 TVカメラを用いて調査し

た口

先導管軌跡と推進管変位との関係を、高

さおよびふれについてまとめたものを図-

9に示した。

これを見ると、先導管軌跡の推進長と測

定点、とにズレがあるため、推進管変位の動

きとは合わないが、傾向はほぼ合致してお

り、推進管は先導管の執跡に追従している

と考えてよい口

また変位値は一部を除き::l:::3 cm以内に収

まっており、仕上がりとしてはまずまずの

できと考える。

表-4には胴付間隔測定結果を掲げた。

結果をみると、胴付間隔は 8mm~13mmの

範囲でばらついているが、これはモニター

TVの画像を通して計測するため、照明の



トー品
σ、

、U
1
W
可
ム
ヤ
防
府
城

巳刀

制
ω
o
羽

国聞い百一出・

有明・里塚連絡管新設工事その9)

名 不在、
9 月 10 月 11月

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22⑮ 24 25 26 27 28 29 30 ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15⑬ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 ① 234  

準 {蒲 工 11

①併500、51.22m 揺 ・101各18人1/11シフ|ト| 

推進工
8.5m/日 (7:OO~ 15: 30、 15:30~Z4 :00 ~8A/1 )t 7 r) 

先導管・ トーートー

スクリュー解体 '--トーー

段取替え
ト一一一 口トー一

③持500、50.34m 
14.4m/日 (8:00~20: 00、 20:00~8:00 各 7 人/1 シフト)

推進工

先導管・ トーー

スクリュー解体 』ーー

段取替え 一
一一

②~400、 50.75m
16.9m/日(作業時間は上記に同ヒ)

推進工

先導管・ トーー

スクリュー解体 ト一一

段取替え
ャー一一一 一

④~400、 67m
16.8m/日(向上)

推進工

先導管・ ー
スクリュー解体 一

段取替え

⑤~500、 67m
19.1m/日(向上)

推進工

先導管・ 〔口スクリュー解体

撤去・搬送
トートーー口ドートー

管内調査
?一・ トーー
トーー トーー
一

実施工程(工事名称表 -3
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写真一1 推進装置全景 写真一2 排土状況

写真一3 先導管到達 写真-4 配水池との接合状況

写真一5 継手変位測定 写真一6 TVカメラによる管内調査

図-8
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表-4 胴付間隔測定結果
(単位 mm)

継手No・
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

一〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー

上 12 11 11 11 10 11 12 12 12 11 11 12 / 管

路 下 11 9 9 10 11 11 11 10 10 12 11 10 / 
No. 

左 11 10 11 10 10 11 11 12 10 12 10 11 / 1 

右 12 10 10 10 10 12 10 11 12 11 12 11 /イ
継手 No・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
一〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー

上 11 10 11 11 10 11 12 12 12 11 12 12 / 管

路 下 10 11 9 12 9 10 10 11 11 9 11 9 / 
No. 

左 9 9 10 11 9 9 11 12 12 11 11 11 / 2 

右 11 10 9 10 11 11 10 10 12 10 12 10 
1/  

継手No・
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

一〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー〉ー

上 12 11 11 12 11 12 11 11 9 12 10 10 ト/
管

路 下 13 11 11 12 10 11 12 10 9 10 12 12 / 
No. 

左 13 12 11 12 11 11 12 10 9 12 10 11 / 3 

1/  
右 13 12 10 12 10 11 12 11 10 11 11 10 

継手 No・

-11L10-|1L99-|I99Lー|1 ト991111ト00|I11ト00|11L9oIl1L90ー|I に99|111L00||J19L11I19911J18ι0ー1I1に91 I1 三99一1[1引80I 上

管

路下

No. 
左 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 9 9 10 10 

4 
右 10 8 10 9 10 10 9 8 9 8 8 9 9 9 8 8 

継手 No・
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1〉0一一1〉0一一1〉0ー1〉0一一1:〉0ー〉9一一〉9-ー1コ1一一1〉0ー 1〉0ー 1〉0一一1〉0ー J〉ーI〉FーC〉日一日一i口
上

管

路 下 10 11 10 10 10 10 9 10 10 10 9 11 10 9 10 11 

No. 
左 9 10 10 10 9 10 8 11 10 9 9 9 10 11 11 11 

5 

右 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 11 10 9 10 11 

注 1)継手No.は発進坑側からの順番 注 2)測定位置上下左右は発進坑側から見た時
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図-9 先導管軌跡および推進管変位
一+ー先導管軌跡

ー+ー推進管変位
(上) 5 I 

(管路No.1 o 500、51.22m) 

(管路No.2 似00、50.75m)

(管路No.3 O500、50.34m) 
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(管路No.5 O 500、67m)
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図-10 発生推力線図
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、、/
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推進長 (m)

備考

①呼 び 径500mm流入管推進延長 51.22m 

②呼び径400mm排 泥管推進延長 50.75m

③呼 び 径500mm流出管推進延長 50.34m 

④呼び、径400mm排 泥管推進延長 67.00m

⑤呼 び 径500mm流入管推進延長 67.00m

状態あるいは測定者の違いによって 2mm~

3mmの誤差が生じたためと考える。

呼び径400mm・500mmT形推進管の許容胴

付間隔は図-8 から 3mm~約30mm とみてよ

い。このことから考えると、施工した 5本

の管路はいずれも異常ないものと思われ、

実際にその後実施した充水水圧試験の結果

からも異常は認められなかった。

(4)推力の変化および排土量について

①推力の変化

施工時に発生した推力と、先に計算した

理論値(経験的簡便式)とを図-10に示した。

これを見ると、発生推力は推進延長が短

い間 (30m~40m) はほぼ理論式に沿って増

加しているが、それ以上の距離になると設

言十f佳力を下回わっている口これはある土也点

を通過する推進管の本数が多ければ多いほ

ど、管と土との摩擦係数が減少し、理論式

でいう管外面抵抗力 (R値)が小さくなった

ものと考える D 施工時の最大推力は呼び径

500mm、60mB寺のネ句100tであった。

②排土量

発進立坑側に排出される土砂を、全スパ

ン全推進長について計量した。その結果、

掘削される地山の土量に対する排土量は平

均で1. 2~ 1. 3倍となってわり、これは一般

でいう土量の変化率と一致している。

したがって、今回の施工は推進管と地山

との聞に生じる間隔が小さく、ほとんど余

掘りのない施工であったと考えられる。
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5.おわりに

中小口径推進工法は、管内面の防護はもと

より継手部の確認をすることが重要である。

このダクモール工法は、スクリユーコンベ

アのケーシング底部にキャスターを取付け、

管内面の損傷を防止する工夫をするとともに、

推進後 TVカメラを挿入し、胴付間隔を測定

して継子部の確認をしている。したがってこ

れらに関しではなんら問題はなかった。

また、推進機の水先案内人であるレーザー

ターゲット(レーザ一光線)は一般的に、振動、

ほこり、湿気に弱いといわれているが、今回

はそれほど影響を受けることなく十分その役

割を果した。施工精度についでも、油圧ジャ

ッキによる先導管の修正もなされ、土50mm以

内と所定の目的を達成した。

さらに、推進工法用ダクタイル管というこ

とで、その推進距離は飛躍的に伸び、硬く締

まった火山灰層では、 100m前後は十分推進可

能であり、工事公害、交通障害が大幅に緩和

されたばかりでなく、経済的にも従来の開削

工法、さや管工法に十分対抗できるものと考

える。

しかし、掘削時間(マシーンの稼働時間)に

比べて、管の据付け、ストラットの据付けに

時間がかかる傾向にあるので、それらを短縮

するよう検討する必要があるとともに、測量

にあたっては慎重を期し、特に深く狭い立坑

内にセンターを設置する際には十分留意する

必要があろう。同時に、推進基準線の決定お

よびトランシットの据付けにあたっては、掘

削機の振動および反力による変動がないよう

確実に行う必要があるものと考える D

最後に、本報告が今後施工条件の制約され

る中での、中小口径水道管の計画、施工に少

しでも参考になれば幸いと考える。
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" 県から

上島の

1 .はじめに

愛媛県の東北端に位置し、広島県境に近い

瀬戸内海に浮かぶ上島諸島は気候温暖、風光

明婿な大小の島々からなっている。これらの

島々に住む明るく健康的な人々は、柑橘類の

栽培や海苔養殖をはピめとする漁業に従事す

るほか、近隣の商工業地域へ出かけ、産業発

展の支えとしてその役割を果している。

人口約1万2，000人の島の人々の生活も近年

著しい向上をみせている口しかし一方、この

地方の年間降雨量は約1.OOOmm程度で¥最近

ではやや減少傾向にあり、十分な水道施設を

持たないため、住民は慢性的な水不足に悩ま

されていた。このような状況の中で昭和57年

9月、広島県と愛媛県との聞で「分水に関す

る基本協定J が調印され、上島 4島(弓削島、

佐島、生名島、岩城島)からなる 3カ町村(弓

削町、生名村、岩城村)へ“友愛の水"が送

られることになり、昭和58年 2月上島上水道

企業団が設立され、昭和60年度に一部給水開

始し昭和64年度、全域給水ヘ向けてスタート

することとなった。事業完成の暁には普及率

の " 

事業について

上島上水道企業団

技術幹 中野隆治

99%となり、ほとんどの島民が水道の恩恵に

浴する予定である。

以下に事業の概要を述べる。

2.事業期要

現在の水道施設は弓削島に約515m'( 1日最

大)、岩城島に約295m'( 1日最大)の簡易水道

施設があるだけで、渇水期には船で運ばれて

きた水を購入して生活を維持するといった厳

しい生活環境にある。このたびの事業は良質

な水を豊富に供給し、このような不自由な環

境を改善しようとするもので、水源を広島県

賀茂郡の県営椋梨ダムに求め、沼田川用水道

を経て因島市赤崎の生口島分水点、から分水し

た浄水を海底管で岩城島へ送水し、小漕川沿

いの受水池で受け入れたあと、加圧して積善

山中腹の配水池 (2，300m' )へ送り、この配水

池から岩城島内はもとより生名島、佐島、弓

削島の各島の計画給水区域一円ヘ自然流下方

式で配水する計画である。

計画事業費は約50億円、工期は昭和58年度

から昭和63年度までの 6年間の予定である。
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される。

事業の基本計画

計画給水区域:弓削町(弓削島、佐島)

生名村(生名島)

岩城村(岩城島)

計画給水人口:11 ，885人

計画 1日最大給水量:4， 754m' /日

水源、広島県からの分水:4，600m'/日

赤石夕、、ム水系 : 154m' /日

計画 1人 1日最大給水量:400P， 

計画 1人 1日平均給水量:260P， 

給水開始予定、一部給水:昭和60年度

全域給水:昭和64年度

予定工期 :昭和58年度~昭和63年度

配管総延長:約76，440m(持 400~ 持 50)

配管工事と並行して弓削島の岳の下地区に

管理棟を新設し、各島ごとの配水量や水圧、

受水池、配水池の水位や水質などのデーター

を集めるテレメーターや、電気計装設備を中

央監視室に設置し、ここで集中管理する方式

がとられ、名実ともに近代化される予定であ

る。

3.配管方法

広島県の分水点から呼び径 300mmで岩城島

の受水池(200ぱ)へ受水し、ここから間口径で

標高70mの配水池 (2，300m')までポンプ庄送

し、この配水池から自然流下で 4島へ送配水

する。管呼び径は400mm~50mmである q

弓削島の一部に標高 100mの峠越え箇所が

あり、この部分だけは高区配水池 (60m3)を設

けてポンプ加圧により送水する。

各呼び径ごとの配管延長は次の通りである。

受水管:300mm、2，616m

300mm、 812m (海底管)

送水管:400mm、2，304m

350mm、1.672m 

350mm、 953m (海底管)

300mm、2，246m

250mm、1，573m 

250mm、1，036m (海底管)

250mm、 439m (海底管)

200mm~ 50mm、1，919m

配水管:200mm ~50mm、 60 ， 873m

使用管種は海底部を除き、主としてダクタ

イル管(3種管)を使用し、継手はK形(似00)、

A形(再350、持300)、T形(持 250以下)の 3種類

を使い分けることとした。

夕、、クタイル管を使用したのは水道管として

豊富な実績があり、強度が強いこと、耐久性

があり、継手の水密性が優れている上、施工

性がよく、特に今回のように狭い海岸沿いの

道や曲線部の多い所では有効と考えられたか

らで、ある。

土被り深さは県道下では1.2mとし、町村

道下で路面荷重の影響の少ない所では引続い

て行われる分水工事の施工性を考慮して60cm

とし、部分的に路面荷重の大きくなる所はコ

ンクリートを巻き立てて管を保護することと

した。土質については、山岳部は主として花

闘岩からなっており、海岸付近では地下水に

塩分が含まれているため、地盤高さ 4m以下

に埋設する所は防食のため管外面にポリエチ

レンスリープを被せて施工することとした。

海底配管については、布設現場は潮流が速

い上、多数の船舶の航行を遮断しないで工事

を行う必要があるため、主として厚肉鋼管に

よる海底洩航法によって工事を行うこととし

。
た

4.施工状況

実際の施工にあたっては配管ルートの土地

交渉、海底配管部の漁業対策などむつかしい

問題もあったが、島氏の理解のもとに昭和58

年11月、まず、岩城島の陸上部から着工し、現

在なわ配管工事継続中である D 工事は一応順

調に進捗しているが、海岸付近では潮の干満

の影響を受けて地下水位が上下するため、干

潮時を待って工事を行う必要があり、一方山

間部では岩盤のため掘削に長時間を要し思う

ように配管工事が進まないこともあり、また

道路が非常に狭隆で工事用重機類も入りにく
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い箇所もあるなど、一般の工事には見られな

いむつかしさがある口

管路にはかなりの曲線部があるが、これら

の異形管部に作用する不平均力に対しては作

写真一2 管の置場

写真-4 工事状況

5.おわりに

以 t、上島上水道事業の概要につき述べた

が、昭和64年度全域通水をめざして今後なわ

一層の努力を続け、 1日も早く完成させたい

と願っている。本稿は事業がスタートしてま

だ聞もないこともあり、内容が不十分な点も

業性を考慮して、特殊押輪を使用して管の離

脱防止をはかっている。

以下に工事状況の一部を写真で紹介する。

写真一3 現地配列

写真一5 工事状況

あるが、本事業は他府県からの分水という全

国でもめずらしいケースであり、関係者の理

解と友愛のもとに実現したものであり、今な

お水不足に悩む他の多くの島民の方々に勇気

と希望を与える一助ともなれば幸と考える次

第である口
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大井蝿理

シールド
について

験誼幹麟における

ダクタイル管並期間管

1 .はじめに

下水道施設を計画する時、地形上の理由や

道路計固などの条件から、複数の下水管きょ

が同一路線に重複(並列)して計画される場合

がある。この場合、実施段階に至って個別に

施工するか、同時施工とするかが問題となる。

これを考えるには、たとえば①それぞれの管

きょの供用開始時期、②道路幅員・他の埋設

物などからくる制約、③施工の技術的な可能

性、④経済性の比較および財源、などを十分

中食言すして決:めなけれlよならない。

私どもの大和川下流東部流域下水道におけ

る大井処理場放流幹線(1) (持800+1>350)は、

放流先が遠隔地の西除川に求められたことに

より、大井処理場から約 9kmにわたって計画

された放流管きょである。この計画路線のう

ち、部分的に他の幹線と並列している所が数

箇所ある口このため、施工にあたって同時施

工を行うべきかどうか、またその時の工法は

どうするかをいろいろ中食言すした口

その結果、シールド工法により管きょをっ

くり、その中に夕、、クタイル管(持800、持350)

大阪府南部流域下水道事務所

工務課長 長谷川清

工事係長林 茂三

の布設と他の幹線を同時に施工する方式を随

所に採用した。工事完了の目途が立ったので

その結果を報告する。

2.計画の概要

大阪府の事業として、大和川下流流域下水

道計画は、西部(今池処理場)、東部(大井処

理場)、南部(狭山処理場)が計画されている。

このうち東部流域下水道は、 5市 3町 1村

の下水処理を大井処理場で行う計画である。

今回の工事は、この処理場が建設供用開始す

るまでの問、大井処理区域から発生する汚水

を建設中の今池処理場 (60年供用開始予定)で

暫定的に処理するために呼び径 350mm汚水圧

送管路と、処理水を西除川に放流する呼び径

800mm圧送管路を夕、、クタイル管を用いて並列配

管を布設する口

大和川下流東部流域下水道計画の一般平面

図は図-1の通りとなってし，~る。

(1) 大井処理場計画

区域面積 7，403ha 

処理人口 321，000人
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処理水量 326， OOOrrl /臼

幹線延長 54，710m 

ポ ンプ 場 2カ所

関係都市村 5市 3町 1村

路名

放流幹線(1)

放流幹線(2)

日乎び径 (mm)

350 

800 

1350 

0管路延長・・・・・・・・・・・・約 9km 

Oポンプ実揚程・・・・・・約60m

o工事着工・・・・・ H ・H ・-昭和54年12月

(2) 放流幹線計画

大井処理場から汚水または処理水を今池処

理場へ送るため、次のような圧送管路を布設

する。

送水量(max)

9， 000m' /日

)ω0，附/日

送水先

今池処理場へ

西除川へ放流

西除川へ放流

0工事完成・………一昭和59年度末(路線の完成目標)

図-1 大和川下流東部流域下水道計画図

今池処理場 松原市

放流幹線(I)(lI) 

3. 夕、クタイル管の布設工法の検討

夕、、クタイル管は施工性に優れ、正確かつ短

期間の施工が可能である。継子は高水圧に耐

え、管体強度は高く、加えて耐食性にも優れ

ているものである。

今回の圧送管路は最大水圧約 6kgf/cnfであ

り、ダクタイル管を採用検討の結果、開削部

の継手および管種を呼び径 350mmはA形 3種

管、呼び径 800mmはK形 3種管とし、条件の

整った工区より配管に着手した。

しかし水路横断や幹線道路横断箇所などに

ついては、推進工のさや管およびシールドの

中に布設を考慮する必要があり、最適なセグ

メント断面を決定するために表-1のような

いくつかのケースを考え、表-2の作業フロ

ーに基づき検討を行った。
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表-1 セグメント断面の検討ケース

1 シールドおよび推進工の直線部

1-1単独施工ゆ800、が350)の場合

1-2合併施工(.p800十持350)の場合

2 シールドの曲線部

2-1合併施工(内00十同350)の場合

2-2合併施工(.p800十件350+今井戸東除川

幹線)の場合

表-2 セグメント断面の検討作業フロー

① 本管の運搬、据付方法の選定

注:今回の工事に比較的似かよった性格の

工事内容を持つもので、実績のある方

法を列挙する。

② 各方式を採用した場合の本管の運搬、据

付けに要するセグメント断面の算定ならび

に施工順序

注:曲線部は曲線半径に対し本管の運搬、

据付けが可能かをチェックすること。

③ セグメントと本管との空げき充てんの要、

不要

④ 施工方法の決定台よび諸条件の決定

セグメント断面、ダクタイル管の管種や

工法を選定する。

管路設計

4.ダクタイル管のシールド内への搬

入方法

(1) 台車方式

管 1本ごとに台車で搬入し、トンネル内で

継手接合する方法で¥台車には芯出し用の油

圧ジャッキが備えである口

けん引は通常バッテリカーが使用される。

また軌条を布設する場合と無軌条の場合があ

る。

(a) U形用芯出し運搬台車による方法

4車輪式で管の芯出しができる。軌条の

布設が必要である口

(b) 無軌条台車による方法

4車輪(コロ形式)、または多車輪で軌条

の布設が不用である。小口径は手動による

運搬、大口径になるとフォークリフトによ

りけん引する。

(2) ソリ方式

老朽管の管路更生法として、パイプ・イン

・パイプで用いられている。搬入立坑内で継

手接合後管内へ搬入する方法で、先頭管にソ

リを取付けている口

搬入方法は、油圧ジャッキによる押込み方

式とウインチによるけん引方式がある。

(3) 管体に車輪を取付ける方法

管体 1本ごとにバンド(車輪付き)器具が必

要となる。一般には小口径管で用いられ、搬

入は油圧ジャッキによる押込み方式とウイン

チによるけん引方式がある口

5. セグメント断面寸法の検討

シールド内でのダクタイル管による配管は

外面からの継手接合方式ではセグメント径が

大きくなるため、内面継手の採用と施工}I慎序

により角事訴とした。

呼び径 350mmはA形またはT形管を、呼び

径800mmはU形管を採用し、先に呼び、径350mm

を1本ごと継手接合した後、 U形呼び、径800mm

を据付けて内面より継手接合する工法にした。

推進工や、シールド工法の内径寸法は、土

質による施工精度も十分考虚して決定する必

要があり、管を安全に搬入し確実な継手施工

ができるような直線部断面寸法を図-2、曲

線部の断面寸法を図-3のように決定し施工

した。

6.第 8、第9工区のシールド工事に

ついて

第 8工区は大井処理場放流幹線(1).p800+ 

.p 350と今井戸東除川幹線の合併施工となった。
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写真一 1 呼び径 800mmU形夕、クタイル管内面

継手接合状況

写真-2 鋼製セグメント内のダケタイル管並

列配管兜了

図-2 直線部でのセグメント内僅

セグメント内径

係800→ U形

併350→ T形

A、B、C=150mm 

D=450+938+A十 B十C

=1838今1800mm

図-3 曲線部でのセグメント内径

D 

セグメント仕上り断面は肉-4の通りとした。

またこの付近は住宅や工場が建て込んでお

り、道路の幅員も狭く、配管路線上の交差点

部に中間立坑を設置すると交通障害となるた

めに、第 8工区のシールドの下に第 9工区の

S 

セグメント内径

持800→ U形

外350→ A形

A、B= 200mm 

C=150mm 

S = 124mm(曲部変位量)

D = 504+938+ A十 B+C+S

=2116キ2100mm

シールドをドッキング交差させて接続し、夕、、

クタイル管(併800+持350) を立上り配管で接

続した。

関- 5、図- 6に地中接合部の詳細図を示

す。
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写真一3 第 8工区シールド内配管

(シ-}レド交差部の配管)

大井処理場放流幹線におけるシールド内ダクタイル管並列配管について

写真-5シールド内管運搬据付け状況

(今井戸、東除川幹線十州00+件350

ダクタイル管の合併施工部)

シールド交麓部の立ち下がり圏E管写真-6

シールド内曲管配管部写真-4

A =1800 

仕上り断面

今井戸東除川幹線

大井処理場放流幹線(1)
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7.ダクタイル管の施工について

(1) 管の搬入、据付工

シールド内での管の搬入は、シールド掘進

時の土砂搬出用軌条をそのまま利用して、運

搬台車で搬入する方法(例 9工区)と軌条は撤

去してベースコンクリートを打設し、ハンド

パレットトラックを用いて搬入する方法(例

8工区)がある。どちらの方法によるかは坑

内の余裕や最終的な仕上げ方法を勘案して有

利な方法を決めた。

(2) 管の接合工

ダクタイル管の継手の接合は、日本ダクタ

イル鉄管協会の施工要領書(A形、 T形、 U形)

に基づき、その手順にしたがって作業を行っ

た口

なお曲線部には曲管を使用した配管とし、

施工上やむを得ない時は継手の持つ許容曲げ

角度以内での曲げ配管を行った口坑内での接

合は特別の機械、電気設備の必要もなく、正

確に迅速に施工ができるので作業工程がスム

ーズに行われた。

(3) 浮力防止金物取付工

シールド内のセグメントと本管とのすき間

は、管路の安定をはかるためエヤーモルタル

を充てんしたO 第 8工区では図-4に示すよ

うにシールドにコンクリートによる 2次覆工

を行い、上部は下水管きょとして使用、下部

には放流幹線呼び径 800mmと汚水圧送管呼び

径 350mmをシールドの区分使用を採用したた

め、コンクリートを中心部まで打設する必要

がある。いずれの場合も管に浮力が生ずるた

め、その対策として平鋼による鋼製バンドを

製作し、管 1本当たり 2カ所に当てつけてセ

グメントまたは管支持金具に取付け管体を固

定した。

8.おわりに

大井放流幹線におけるシールド内のダクタ

イル管並列配管の一部を報告したが、 トンネ

ル内でのダクタイル配管は継手接合が簡単で

継手には可とう性があり、曲管を使用するこ

とにより曲線配管が容易に施工できた。

またU形管の採用により内面接合ができる

ので、作業スペースが小さくてよい、などの

特徴があり、シールド内の圧送管路に適した

管種といえる。

市街地における管きょの埋設工事が、従来

の開削工法からシールド工法に移り、このよ

うに多目的の管きょを合併施工する場合、そ

の断面形状と管きょの布設方法は、目的に沿

った最適な施工法を考慮する必要が多くなっ

てきている。この事例がご参考となれば幸い

である口
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県南

酉
かんがい排水事

の管工事について

し計画の概要

本事業は、滋賀県琵琶湖東岸彦根市の西部

の農村地帯約14.5krrfに農業用水を供給するか

んがい事業である。

受益地は南北を 1級河川に挟まれ、西部を

琵琶湖に接する沖積平野であり、地盤標高は

最低85.6m、最高95.1mて¥平均傾斜は1，000

分の 1程度である。この地域には、従来より

河川水、地下水を利用しでかんがいをしてき

たが、水源および配水については近頃の農業

経営に即応せず、また琵琶湖の水を京阪神に

送るための琵琶湖総合開発事業により、将来

湖水位が下がり、ごれに伴い地下水も下がり

作物にかんがいされるべき送水量も増加する

ことが予想される。

したがって、これらに対応するため、かん

がい水源を水量の安定した琵琶湖に求め、こ

れを湖岸のポンプ場で加圧し、各農地ヘ配水

する計画である口送配水については、水管理

機梓を整備して、ポンプ場で集中制御により

送水管理を行い、水の公平配分に努める予定

である。

滋賀県彦根県事務所

主査山本清和

〈主要計画諸元等〉

最大揚水量:約6.2m"/秒

全揚程:約47m

送水管延長:約25km

琵琶湖水位:84. 371m (平水位)

送配水方式:ノfイプライン

事業費:約60億円

E闘送水管における管種の選定

本事業は農林水産省の補助事業であり、一

部琵琶湖総合開発事業の補償工事でもあるの

で、設計の基準としては農林水産省の各種設

計基準の適用を受ける。特に農業用水のパイ

プライン送水方式については、滋賀県では約

10年の経験があり、また前記設計基準にもパ

イプラインカfあるので、これによることにした。

この基準は、農林水産省構造改善局の制定

になるもので、水理設計・送水管路の構造設

計・付帯構造物の設計施工までが網羅されて

いる。防食・地盤の液状化・耐震設計をも含

む農林側としてはハイレベルの基準である。
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図-1 位置図
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上 選定 項目

本地区で検討した項目は下記の通りであるO

①強度、水密性

当然ながら内外圧に対して安全にして十

分な強度、高い水密性を有するものでなけ

ればならない。

②耐久性

地上の構造物と違い、パイプラインの更

新は地中のものを掘り起こす必要があり、

線的にもかなりの延長になるので、極力耐

久性に優れた製品でなければならない。こ

れについては、前記設計基準では経済性と

して述べられている口

③経済性

管種決定に際し、技術的諸問題を検討の

上、最終的に経済性について考麿するわけ

であるが、単に材料費、施工費や初期建設

費だけでなく、耐久性、維持管理など長期

的立場で検討、総合的な経済比較で有利な

ものがよい。

④施工性

工事中の借地、振動騒音などにより付近
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住民に迷惑をかけないためにも、迅速容易

で、かつ確実に施工できることが条件とな

り、工事期間を短縮するためには施工性に

{憂れたものがよい。

⑤維持管理および一部改良性

長期にわたってその機能を損わずに保持

されねばならず、また需要の変動を考えれ

ば、将来における増設、布設替え、分岐配

管など、維持管理も容易なものがよい。

2.選定の手順

前記項目により順次検討を行った。

選定対象管種としては次のものが上がった。

コンクリート管

石綿セメント管

夕、、クタイル鋳鉄管

鋼管

塩化ピニル管

強化プラスチック複合管

一一一設計条件一一

ノfイフ。口千圭:1500mm 

設計内圧:常時 4.5kgf/crrf 

最大 9.0kgf/crrf 

設計土被り:3.0m 

設計支持角:90度(施工支持角 120度)

土の分類により前記設計基準に定めが

あるが、日本統一分類と ASTMD2487-

69との違いにより、若干の検討の結果90

度とした。

土の受働抵抗係数イ=29 (kgf/crrf) 

現地盤を調査検討の上、決定した。

掘削形状

矢板土留工によるオープン開削による。

その他条件

農道下埋設で地下水位以下に埋設、農

道路面は未舗装。

なお、コンクリート管には水密性の問題が

あること、塩化ピニル管については大口径は

製造されてないことから、選定対象からまず

除外した。残る管については下記の通りであ

った。

①石綿セメント管

設計の内外圧で計算したが、強度的に使

用に耐えないことがわかり除外した。

②ダクタイル鋳鉄管

設計条件による外圧に対してたわみを 3

%に制限するためには、計算の結果 2種管

(t= 20.5mm)が必要で、あり、また内圧と外

圧を加算した応力計算では、 t=19.0mm以

上となった。

なお、計算に当たっては下記数値を採用し

た口

E=l， 600， 000 (kgf/cぱ)

σa = 1 ， 800 (kgf/ crrf) 

腐食代. 1 mm 

管厚公差:10%として計算

Wv=ω・H=O.0018 X300=0. 540 

Ww=α・P(l十i)=O.08 x 1σ4X 5， 600 X 1 . 2 

=0.054 

Wp=2. 05 X O. 00715=0.01466 

Wo=O.OOl F=1.5 e'=29 R=76.675 

K=0.096 Ko=0.085 Kp=0.169 

1 = ~3 ~ E(KWv十KoWoR十KpWp)+KWw
El ムX/2R

-0.0仙 '}=O仰 6

t註 3JT2寸=1. 70 

T=1.1(t+1)=1.1(17十1)ー19.8(mm)

各記号は下記の通り。

E:弾性係数 (kgf/crrf)

σa .許容引張り応力度 (kgf/cぽ)

Wし:土圧による鉛直荷重強度 (kgf/crrf)

Ww :路面荷重による鉛直荷重強度 (kgf/crrf)

Wp :管体の単位面積当たりの重量 (kgf/crrf)

K、K。、 Kp:基礎支持角による係数

1 :管壁の断面 2次モーメント (cm4/cm)

F:変形遅れ係数

Wo:水の単位体積重量 (kgf/crrf) 

R:管厚中心半径 (cm)

ムX:水平たわみ量 (cm)

t 計算から求められる管厚 (cm)

T:最終管厚 (mm)

以上より 2種管が必要となった。

③鋼管

たわみを 3 %に制限するために t=17mm 
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が必要となった。

E=2， 100， 000 (kgf/cni) 

σa=l， 740 (kgf/cni) (STPY) 

腐食代 1(mm) (公差合む)

④強化プラスチック複合管

たわみが 3%を超える状態では使用でき

ない。

E=220， 000 (kgf/cni) 

E. 1= 495， 000 (kg-cni/cm) 

腐食代、公差はE、Iに含まれ、別途考慮

はしない。

設計条件の一部の90度支持角を良質山砂

などの使用で 120度支持角とする場合につ

いても検討したが、たわみが3%を超えた。

ただHOBASノfイプについては、検言寸日寺点、

で設計基準に上がっていなかったので選定

から除外した。今後検討しなければならな

い管と思われた。

3 .選定の結果

強度面より調査検討した結果は、鋼管とダ

クタイル鋳鉄管は内外圧に対し十分に使用に

耐えることがわかった口また水密性について

も高い水圧に耐え、安全であることが判明し

た。

経済性については、管材単価についての比

較では鋼管の方が安価と判断されたが、パイ

プラインとしてみた場合、施工性、維持管理、

耐久性など考慮した総合的な経済比較では差

はみられなかった。

施工性についての検討では、ダクタイル鋳

鉄管は溶接構造の鋼管に比べ短時間できわめ

て簡単に接合ができ、数段優れていると判断

した。将来の維持管理および布設替え、切り

替え、分岐補修工事などについては、夕、、クタ

イル鋳鉄管は切管接合が容易であり、曲管、

T字管など豊富な異形管と継ぎ輪などの組合

わせにより、迅速簡単に行える優れた特長を

f寺っている。

最後に耐食性について検討する必要があり

調査の結果ではダクタイル鋳鉄管は本質的に

耐食性に優れ、しかも継手部がゴム輪によっ

て絶縁され、パイプラインとしてみた場合、

電食については心配がない。

一方、鋼管は溶接構造の一体管路であり、

タールエポキシ樹脂塗装などを施し耐食性を

柑jっている。

ただし鋼管については、県内の一部使用箇

所において電食かと思われる腐食が発生して

いることなどを加味し、ダクタイル鋳鉄管が

優位と判断した。なお耐久性についての考え

方はいろいろあると思われるが、通常の例と

して“構築物の持つ機能を発揮させるための

メンテナンスが採算の範囲内である期間"を

耐用年数と考えてもよいのではないかと考え

た。今回は農林水産省の下記の規則を参考と

した。

農林畜水産業関係補助金等交付規則(省令

18) 第 5条処分の制限を受ける期間

コンクリート配管・・…・…...20年

鋳鉄製送配管・..........・・・・・・・25年

鋼鉄製送配管・..........・・・・・・・15年

合成樹脂っくりのもの…… 8年

これは補助金などにかかわる予算の執行の

適正化に関する法律(法律 179)22条および同

施行令(政令255)第14条第1項第 2号の下記を

受けたものである。

“補助金等の交付の目的及び当該財産の耐

用年数に勘案して各省各庁の長が定める期間

を経過した場合"

この期間は、条文にあるように耐用年数を

考慮したものであろう。実際にはこの期間よ

り耐用年数は長くなると思われる。

以上の選定要因と、さらにパイプラインと

しての耐震性などを総合的に考慮して、ダク

タイル鋳鉄管を選定した次第である。

m.設計

選定要因との絡みで、下記について配慮、

中食言すを行った口

(1) 腐食については、さらに安全性を高める

ためにポリエチレンスリーブを方包すことと

した。

(2) パイプライン内に極力異質材料を混ぜな

いために、可とう管の選定に特に配慮をし
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Tこ一口

(3) 県内他地区の農業用パイプラインの電食

などより判断して、その原因は不明である

が、一応マクロセル腐食の疑いが強いと思

ったので;..".!'¥イフ。と RCの告失宣主との持拘!郎方

止に努めた。また鋼管杭上部で RC近接部

についても同様の趣旨で防食対策を講ビた口

(4) 配管埋設終了後、設計水圧での通水、管

路水圧試験を行い、水密性の確認を行うこ

ととした。

N.施工

発注者側よりの施工に対する注文は、設計

条件に示した(1)施工支持角 120度の確保、 (2)

土の受湖抵抗係数 e'，巴 29kgf/cnfの確保のため

に特に埋戻し、転圧を管周辺下部で慎重にす

るように指示を行うこととした。

施工業者は地元業者に決定され、工事を行

ったが、工期中に豪雪に見舞われ一部工事が

遅延したが(本年の積雪は彦根地方での雪と

しては戦後 2番目の深さを記録し、彦根地方

気象台のデータによれば確率1/15程度の積雪

に該当した)、ほぼ初期の計画通り順調に工事

は完成した口

V.考 察

管種の選定に当たっての本地区での実情を

述べたものであるが、これについては複雑な

問題があり、考慮すべき所が多かった。設計

条件の土被りを例にとっても、もっと浅く埋

設した場合には管種が変わることになり、ま

たスラスト力の処理が必要となってくる。本

地区では途中の河川底、既設排水路、既設地

中電々公社線などの下を直線的に横断してい

る。このため、土被りが浅い場合は上記のよ

うに屈曲、スラスト処理、異形管の使用など

による不経済性に加えて、地震時の振動特性

なども勘案して地中やや深く(土被り 3m弱)

直線的に配管する方を選択したO ただし、地

中障害物が比較的少ない場合で、浅く配管し

た方が経済的な場合も将来本地区では予想さ

れ、この点について経済性を優先させるのか

地震時の安全性を優先させるのかの問題が残

図-2 標準断面

写真施工状況

っているのが実情である口

最後に、本地区の近くの国宝彦根城を簡単

に紹介したい口

この城は幕末の家老井伊直弼の居城として

有名であり、 f皮は桜田門外で暗殺されたこと

でも広くしられている。

彦根城は1603年(慶長 8年)に直継により着

工され、 20年を経過した1622年(元和 8年)に

完成したものであり、面積0.25knf、周囲約 4km 

高さ約50mの彦根山に築城された平山城であ

る。また城内には唐の玄宗皇帝の離宮になら

った玄宮圏(月IJ名八景亭)もあり、全国より観

光客を集めている。一度見学されることをお

奨めして最後としたい。
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部甫ガス中圧期ダクタイル鋳鉄管
手(G醐....n継手)について

1 .はじめに

大阪ガスでは、昭和44年に従来のガス型継

手に代えて、低圧用として新しいメカニカル

継手 GM継手を開発した。ごれは施工性、気

密性に優れているとともに、大きい抜出し阻

止機能を有し、機械的特性を大幅に向上させ

た車陸手である口

その後、 G M継手の耐震性をさらに向上さ

せるために、いくつかの改良を加え、昭和52

年には改良型GM継手 (GM-ll継手)を開発し

た口そして、このGM-ll継手は昭和53年から

中圧 B(圧力 3kgf/cnf未満)鋳鉄管ラインで導

大阪ガス株式会社

供給管理部導管技術センター

入がはりまり、低圧へは56年 4月に適用拡大

され、現在に至っている。当社での GMおよ

びGM-ll継手の布設状況は57年度末で中圧B

85km、低圧4，720km程度である。

以下に、 GM-ll継手の特徴と性能わよびそ

の耐震性について概要を紹介する。

2. GM-ll継手の特性

2-1. GM-II継手の構造

GM-ll継手の接合構造の概要を図-2-1

に示す。

GM-ll継手の受口は、約12。の単ーなテー

図-2-1 GM-ll継手の構造

③ボルト・ナット

~ ._一一"1

ゴム輪断面

件数
丸部
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品番 口仁3口 名 キオ 質

① 直 管 FCD40又は45

② 手甲 輪 FCD40又は45

③ ボルト・ナット SUS 403 

④ コ ム 輪 NBR 

⑤ 保護リング 布入NBR

⑥ ロックリング、 S48C-S50C 

パ面からなり、ロックリングと組合っでゴム

の圧縮量を一定にし、一方挿し口は管端部に

ロックリングはめ込み用の溝を加工し、ロッ

クリングを介して抜出し阻止力を発生させる。

気密性は丸ゴムならびに角ゴムによってf呆

たれる。また、抜出し力が加わった時、ゴム

がロックリングに直接接触し、損傷するのを

防ぐとともに丸ゴムのコールドフローを防ぐ

ために保護リングを使用する口

GM-ll継手の各部品の機能・要求される性

質は表一 2-1の通りである。

なわ、 GM-ll継手の構造の特徴として、周

方向公差をテーパ面とロックリングで軸方向

公差に変換する形状であるため、周方向公差

は丸ゴムの圧縮率に影響を与えない(図-2

- 2)。

図-2-2 丸ゴムの一定圧縮率

標準接合状態
より前進一一+

(a)受口径最大 挿し口径最小(すき間最大)の場合

標準接合状態
干ーより後進

(b)受口径最小 挿し口径最大(すき間最小)の場合

(注) ロックリングの高さの公差(非常に

小さい)が圧縮率に影響を与えるのみ

である。

2-2. 引き抜き阻止力

GM-ll継手に軸方向の力が加わった場合、

その力がゴムの摩擦に打ち勝てば10mmほどの

溝幅余裕が抜出し、(図ー 2- 3)管に加わる

応力を緩和させる。

図-2-3 引き抜きによる継手の変化

時一引き抜き力 一帯

この場合は、管にもパッキン材にもほとん

ど余分な力が加わることはない。

一般の外力では、この程度の管の移動(伸

び)でほとんど力を吸収できると考えられる

が、土砂崩れ、地盤沈下などの場合は、さら

に大きいカと移動量が加わることもある。こ

の場合挿し口は、ロックリング、シール材、

押輪、ボルトを介して受口に力を伝え、大き

な抜出し阻止力を発生する。

また地盤変位などによるきわめて大きい力

を想定しでも、図-2-4に示すような状態

になり、 60mmの移動量が得られ、かつボルト

の強さまでこの状態を維持し、スッポ抜けな

どによる急激なガスの漏洩は防ぐことができ

る。したがって、この形式は大きな地盤変位

が生ビたとしても管路に伸縮を与え、管体の

応力を緩和する、きわめて良好な継手といえ

る。

(地盤変位吸収の実例を図-3-13に示す。)

図-2-4 最終抜出し状態
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表-2 -1 GM-ll継手各部の機能

部品名 機 4同4区κ 要 求される性震

① 継手に抜出し力が加わった場合の抜 ① 号|抜き力が加わった時、ロックリン

出し阻止力を発生させるためのひっか グ前部がせん断されないこと。

かりとしてのf生害し ②圧縮力(10ton程度)が加わった時、

②圧縮側変位を溝により吸収する役割。 ロックリング後部の O.5mm厚の部分が

③ ゴム輸の圧縮率を一定に保つスペー せん断されること。

サーとしての役割。 ③ 引抜き力が加わった時、ねじれを生
ロックリング、

④ ゴムのコールドフローの阻止。 ~i轟からはずれないこと。

⑤ 受口と挿し口にアンバランスの荷重 ④ 長期間物性値に変化のないこと。

が加わった場合の偏心防止。 ⑤ 挿入時に塑性変形を起こさないこと。

⑥芯出しの際のスペーサー。

⑦ 押輪との聞にゴムをサンドイツチに

して応、力を与え、気密性を与えること。

① ゴムがロックリングに当たって損傷 ① 断面形状が比較的自由に変形するこ

されることを防止すること。 と。

② 管のだ円や引抜き力が加わった場合、 ② ロックリングの切断部などに当たっ

ロックリングと受口の聞に生ビるすき て切断されない程度の強度を持つこと。

聞を、自身の変形によって埋め、ゴム ③ ゴムに傷をつけないこと。

のはみ出し(コールドフロー)を防ぐこ ④ 長期間の物性値の変化が少ないこと。

保護リング
と。

② ロックリングが使用できない箇所(ス

リーブ連絡部の片側など)では、それ

自身でスペーサーとなり、またゴムに

応力を与え、かつコールドフローを防

ぐこと。

④ ゴムが直接、ガス中の溶剤成分に接

しないようにすること。

①気密性を保持すること。 ① 管表面の凹凸になピんで気密l'生に富

② 引抜き力が加わった場合に発生する むこと。

カに耐すえること。 ②埋設後外力などによる接合部のすき

ゴ ム 輪
聞の変化、あるいは振動に追随してゴ

ムが変形すること、すなわちゴム弾性

のよいこと。

③ ガス中に含まれる溶剤に対し影響を

受けないこと。

① ゴムを所定の位置に押し込み、ゴム ① 引抜き力が加わった時の機械的強度

に常に応力を与えること。 に耐えるものであること。特に押輪全

② 引抜き力が加わった場合の抜け止め。 周に均ーな力が加わるとは限らないの

押 事命 で、多少変形して応力を緩和し得るも

のの方が有利である。

② ゴムに直接接触するので、ゴムを傷

っけないこと。

① 押輪を介してゴムに必要な応力を長 ① 引抜き力に耐える強度を持つこと。

期的に与えること己 ②機械的強度の低下が少ないこと。す

② 引抜き力が加わった場合の力に耐え なわち埋設管では腐食による強度低下

ボ jレ ト
ること。 が見込まれるので耐食性が良好なこと。

③ 引抜き力が鋤いた時、伸びが大きく

ないこと。

④ ボルトを締付ける際、焼付きを起こ

さないこと。
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2-3.可とう性

GM-ll継手は、パッキン部先端にロックリ

ングがあり、後方に比較的硬くて体積の大き

い角ゴムがある関係上、継手部の剛性が比較

的大きく、自重ではほとんどたわまないD し

たがって、他工事などにより露出させられた

場合の安定性がある。また最終的に可能なた

わみ角は従来のメカニカル継手に比して同等

以上である。

2-4.耐震性

引張り側で、60mm、圧縮側で15mmの変位吸収

量を有することから、地震時の地盤の引張変

位、圧縮変位がほとんど継手部で吸収できる

ため、管体に加わる軸力を大幅に減少させる

ことができ、震度 5~6 の地震に対しでも十

分な耐震性を有している。

2-5.気密性

GM-ll京|主手は、ゴムをパッキン材としてf吏

用している関係上、正常な場合はもちろん、

振動、曲げなどに与えても、ゴムが物理的、

化学的に変化していない間は、気密性が破れ

ることはほとんど考えられない。

したがって、気密性はゴムの物性変化のみ

に左右されると考えてよい。

一方機械的な構造を考える場合、 GM-ll継

手は前述のようにゴムの圧縮率を一定に保持

できるほか、接合部に外力が加わり抜出した

場合には(通常管路に加わる力は常に継手部

を抜け出させる)パッキン材が圧縮される方

向に力が加わり、受口と挿し口の相対移動に

よるパッキンスペースの変化を補償すること

ができ、気密性の維持にきわめて都合がよい。

2-6.作業性

GM-ll継手は、受口の単一テーパ面と挿し

口にはめられたロックリングにより芯出し作

業が自らできる形であり、また分解について

も押輪をはずして挿し口を引き出すだけで簡

単にできる口

一方、メカニカル継手接合作業でもっとも

重要なゴム装着に関しでも、受口のテーパと

角ゴムの一体化により、シールに重要な丸ゴ

ム部がねビれて装着されることがないという

利点もある。

2-7困耐圧性

GM-ll継手の引張試験結果より得られた(イ)

溝幅余裕分のスライドの開始荷重、(ロ)継手機

能正常状態での最大荷重、付抜出し荷重を内

圧に換算すると表ー 2ー 2の通りである(図

-3-1参照)。

表-2-2 GM-ll継手の耐圧性能 (単位:kgf/c!U) 

外100 係150 併200 併300

ゴム摩擦力での継
17 13 8 5 

手滑り阻止力※※

継子機能正常状態
80 60 50 35 

での継手耐圧力

継手抜出し圧力 190 150 90 60 

※※土圧による地盤拘束力が期待できない場合、内圧がゴムの摩擦

力を越えると継手は梓幅余裕分だけ滑り出し、伸びの余裕がな

くなる恐れがある。したがって安全のため、 5kgf/c!U以下のテ

スト圧力(したがって大阪ガスでは常用 3kgf/c!U以下使用とし

ている。)が望ましい。

3. GM-ll継手の機械的特性

地中埋設管に加わる力は内圧、地盤の不等

沈下、土砂崩壊による管の移動、車輸の荷重、

振効、地震などが考えられる。このうち内圧

による力は簡単に算出できるが、その他の管

外から加わる力については不確定要素が多く

これを確定的に求めることはほとんど不可能

で、ある。

したがって GM-ll継手の開発に際しでは、

過去に使用したどの継手に対しでも劣らない

機械的性質を持たせることを前提とし、かつ

できる限りこれらの↑生能をアップさせること

を目標として次の点から検討を加えた。
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① 引張り側の変位吸収量および引き抜き

阻止力。

②圧縮側の変位吸収余裕。

③ 曲げ可能角度と曲げモーメント。

④振動に対する漏洩。

3-1.引張特性

GM-lI継手の引張変位吸収のメカニズムを

図ー 3-1に示す口

すなわち、

① 引張荷重により、ロックリングが挿し

口溝部をスライドしている領域。

② ロックリングが保護リングヘくい込み

保護リングがせん断されながらロックリ

ング上面にはみ出してくる領域。

③ ロックリングがゴムの下に侵入してく

る領域。

④ ロックリングが押輪と接触している領

域。

図-3-1 GM継手外力引き抜き試験(併200)とそのメカニズム

l 1止ヨ二ミコ

↓ロ yクリングが保護 1)ングへくい込み

保護リングがロックリング上面にはみ出し

② 汗寸←亡コ← / 四十h

i 
-r::C寸「1 保護 1)ングせん断

③一世量二コ
ボルト破断

④ 

GM-lI継手の引抜き阻止力は、上記の過程

をたどり、最終的にボルトの破断荷重により

決:まるよう35t言十されている。ロックリングの

剛性が小さい場合には、ロックリングがねビ

れを生じ、海からはずれてしまい、正規の引き

抜き阻止力が得られない口(関ー 3-1の③、

④) 

関-3-2はGM-lI継手の最終状態までの

50 
損破ボ

③
 

」
斗

能

態

イ

機
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1
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荷
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引張変位量 (mm)

80 

引き抜き特性を確認するために実施した呼び

径100mm~300mm外力引き抜き試験結果を示す。

3-2 圧縮特性

GM継手から GM-lI継手への改良は、耐震

'1空の向上を目的として行ったが、そのもっと

も大きな改良点がこの圧縮特性である。

ここで、その改良点についてふれておく(図

- 3-3)。
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図-3-2 GM-ll継手の引張特性

60 
一→砂ー 100A

ーイトー 150A

ーベ〉ー 200A

〆三笠土

主
( tf) 

20 

10 

。 10 20 30 40 50 60 70 

引張変位量 (mm)

注 (1) 水圧 5kgf/cnf負荷。

(2) 荷重には水圧 5kgf! cnf分も含む。

図-3-3 GM-ll継手の改良点

フランジ外径ダウン

保護リング

(6~7.5mm) 

(注)ーー一一ーを付した部分はGM継手の場合
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(i) 圧縮側の自由度を確保するために、

① ロックリングに溝加工 } 
}を行い、

② 継手受口奥行寸法の増加!

(ii) 地盤拘束力を低減するためにフランジ

外-径も小さくした。

以上より得られたGM-ll継手の圧縮変位吸

収のメカニズムを図ー 3-4に示す。

すなわち、

①圧縮荷重により、ロックリング後部溝壁

が曲がり変形している領域。

② ロックリング後部溝壁が完全に折れ曲が

り、挿し口がロックリング溝奥まで入り込

む領域。

③ 継手受口とロックリングとのテーパ最合

部より生ピた絞り込み荷重により、挿し口

先端が絞られている領域(図-3 - 5)。

④ ロックリングが継手受口テーパ部を通り

越し、挿し口がさらに奥へ入り込み、挿し

口先端が受口奥部に当たる領域。

圧縮試験結果を図-3-6に示すD

図-3-7にGM-ll継子と GM継手の引張

り、圧縮特性の比較を示す。

図-3-4 地震時におけるGM-ll継手の圧縮側変位吸収のメカニズム

P 

P -

P -ー 挿し口外径
ダウン

G f ー 1~ 2mm 
(挿し口と受口が当たる)

P -

①
 

ハU

20 

圧
縮
荷
重 I
(tf) I 

10 -1 
」田町、 11 ，、、ー_.

。 10 

圧縮変位量 (mm)

15 

図-3ー 5 GM-ll継手の圧縮時の挿し口の絞り込み

引 /1qcos 8 (挿し口絞り込み荷擢)

※力の釣り合い P=qsin8・π(Do-2V十 2H)

Do 
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図-3-6 GM-ll継手の圧縮特性
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図-3-7 GM四 E継手とGM継手の引張り~圧縮特性の比較

圧縮変位量 (mm)

-30 -20 -10 
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圧
縮
荷
重

一50 (tO 

-80 
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備考 別々の供試材を用いて実施した引き抜き試験結果、

圧縮試験結果を合成して作成したものである。 (200A)

47 
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3-3.曲げ特性

各継手について図-3-8に示すような方

法で曲げモーメントを与え、その曲げ角度と

曲げモーメントの関係を測定した(図- 3 -

9 )口

実際の管路において継手部が曲げられる場

図-3-8 曲げ試験方法

]ミ

W
-
o
ト
レ li 

合には、隣接する管は土により拘束されてい

るので単純な曲げではなく、継手部が抜出し

ながら曲がることになる(図ー 3-10)。

この状態を再現した試験が図-3-11に示

すものである。

この結果(図-3 -12)から実際の配管にお

ける曲げモーメントは、単純曲げモーメント

より相当大きく、一方曲げ可能角度はそれほ

ど変わらないことがわかる。

きて、実際に埋設されていた呼び径 300mm

GM-lI継手が受けた不等沈下の実例を図-3

-13に示す。

この時の道路陥没量は最大 1mで、影響長

図-3 -9 GM-JI継手の曲げ特性
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曲げ角度(度)

(2) 曲げモーメントには水圧 5kgf/crrlは含まない
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拘束曲げ試験(併150)図-3-12
埋設管に加わる曲げ、図-3-10
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拘束曲げ試験状況

W 

図-3-11
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曲げ角度(度)

4 

呼び径300mmGM-lI継手が受けた不等沈下の実例と管路の地盤変位追従性

地盤の沈下レベル
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3-4.繰り返し曲げ特性

継手部に繰り返しの曲げ(振動)を加え、気

密性を確認した。弾性体であるゴムを利用し

ている関係上、現実に起こり得ないようなき

わめて大きい角度の繰り返し曲げに対しでも

また大振幅の振動に対しでも気密性は完全で

あった。実際の土中にわける振動は、その振

幅が非常に小さく、連続的なものではないと

考えられるので問題はない。

-2000 
mm 

さは60mであった。道路陥没の実測と埋設導

管の変形状態(掘り上げ後判明している部分

のみ)を図に示した。

図-3-13に示した J-1から J-5の 5カ

所の継手を掘り上げて調査した結果、いずれ

も外観上異常はなく洩れはなかった。

以上の実例からも、引き抜き阻止力を有す

るGM-rr継手の可とう性能の優秀性は明らか

である。

気密試験結果

継手形式
試思食

サイズ
ア ス ト 振幅 振動数

振動凹数 結果
No. 圧力 kgf/crrf (度) (回/分)

1 200 5 5 1 10 異常なし

2 200 5 5 1 10 // 

GM-II継子
3 100 3 2 360 10，800 // 

4 100 3 2 360 10，800 // 

表-3-1
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4. GM-J[継手用ゴム輸の設計と性能

4-1.機械的継手のゴムパッキンに必要な性

質

ガ、ス配管に使用する継手にとってもっとも

重要な点は気密性の長期間にわたる確保であ

る口このためにはゴム材質、ゴム形状と継手

パッキンスペースとの関係、接合時の初期面

圧の確保などについて十分考慮する必要があ

る口

機械的継手のゴムパッキンに必要な性質を

列記すると以下の通りである。

@ 耐油性、耐溶剤性

メカニカル継手用ゴムは、カ、、ス中の芳香

族の溶剤成分により膨潤を起ごし、機械的

強度、応力緩和特性が低下し、破壊現象な

どによりシール性を失わないことが肝要で、

ある口

⑥ シール性と応力緩和特性

ゴム輪は、鋳放しである継手の組いシー

ル面にもよくなじみ、気密性を保つために

適切な硬さと締付けの面圧にしなければな

らない口

さらに重要なことは、ゴム輪が管の寿命

と同程度の長期間、流体の内圧に抗してシ

ールするとともに、地盤変劫など継手の変

位に対応できるだけの弾性を有することで

ある。

メカニカル継手のゴム輪は、特にこの応

力緩和が少なく、所期の期間、気密性を保

持できることが必要である。

の機械的強度

流体による内圧および押輪を介して締付

ける締付け圧はもちろん、埋設後の土庄、

輪荷重、不等沈下などにより生ずる応力に

より破壊しない機械的強度を有しなければ

ならない。

@ 耐劣化性

ゴムの劣化は、物理的要因(機械的疲労)、

化学的要因(酸素、オゾン、紫外線、熱、

微生物)によりゴムの構造変化、すなわち

分子間のずれ、分子切断、架橋、重合が生

じ、引張強さ、伸び、硬さなどの機械的性

質が低下し、ゴム弾性を失う現象である。

埋設環境(地中)で数10年にわたり必要な機

械的性質を保持し、シール性が完全であり

得る程度のゴム劣化特性を有することが必

要である。

⑧ その他

・使用温度趨囲内で低温、高温による物性

の低下が少ないこと。

・加工が容易で寸法精度がよく仕上り、安

価で入手しやすいこと口

4-2. GM-J[継手用ゴム輸の気密性能

(1) GM-n継手用ゴム輸の圧縮率

ゴムパッキンは、ゴムを圧縮してシール面

に対して必要な面圧を発生させて気密性を保

持しているが、ゴムの圧縮率には適正な値が

あるといわれている。すなわちゴムノfッキン

は、経年とともに老化および応力緩和により

シール機能が失われていくが、ゴムの圧縮率

が低いほど面圧が小さく、老化によってシー

ル機能が失われやすい。

圧縮率を大きくとり、シール面面圧を大き

くするほどシール圧が増大する口

一方極端に大きく変形を与えると、ゴムは

破壊を起こしたり、すき聞からのはみ出しに

より応力緩和が大きくなり、ひずみも大きく

なる。したがっておのずから適正な圧縮率が

ある。この値は、一般には使用場所、使用条

図-4ー 1 圧縮率と永久ひずみの関係
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件により 10%~30%が適当であるといわれて

いる。

パッキンの圧縮率をどの程度にすれば圧縮

永久ひずみからみて適当かを調べるために、

NBR製角リング 2種につき 100
0

Cx 96hの老

化試験を行った。これより圧縮率と圧縮永久

ひずみの関係を求めた結果を図-4-1に示

す。これによると、圧縮率が25%~30%の時

圧縮永久ひずみが最小となっている。

一例としてショットプラストを施した面を

硬さ Hs=60
0

のNBR製角ゴム舗でシールした

場合のゴム面圧とシール圧力の関係を図-4

-2に示す。

図-4-2 ショットブラスト後塗装面のゴム
国圧とシール圧力の関係

GM-II継手の場合、静的なシールであり、

効的シールのように摩擦力を小さくする必要

がないこと、ゴムを拘束して使用しているの

で非拘束の場合と比べて応力緩和が少ないこ

と、地中埋設であり、増締めが不可能なごと

より、過大なひずみを生りない範囲て¥でき

る限り大きな圧縮率を選ぶことが望ましい。

この観点から、丸ゴムの圧縮率を30%に選

定している。

(2) シール圧とゴム面圧

漏
洩
時
の
コ

10 

ム 5
の
平
均
面
圧

(kgf/cnf) 

。
5 10 

気体圧力 (kgf/cnf)
(シール圧力)

パッキンの平均接面圧力(面圧)と流体のシ

ール可能内圧(シール圧)の関係は、ゴムのよ

うな弾性に富む材質の場合は、面圧がシール

圧と同等程度かそれ以下でもシール可能で、あ

る。

(3) GM-II継手用ゴム輪の短期的気密性能

GM-II継手用ゴム輪を実際の継手に装着し

た状態で実施した応力緩和試験結果を図-4

-3に示す。

図-4-3 試作ゴムによる継手装着時応力緩和
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ゴム輸の面圧は締付け時で、70kgf/cnf以上あ

り、初期応力緩和がほぼ完了すると考えられ

る10日程度経過後においても50kgf/cnf以上国

圧を確保できる口

したがって、短期的には 50kgf/cnf~70kgf/

Cnf程度の圧力までガ、スのシールが可能である。

(4) GM-lI継手用ゴム輪の長期的気密性能

10 日 ~50 日までの応力緩和試験データの90

%を囲む上下限線から直線外挿により、 GM-

H継手用ゴム輪の長期的応力緩和特性を推定

すると図-4-4となる。

これから、 GM-lI継手用ゴム輪は長期的に

30 kgf/ cnf~ 50 kgf/ Cnf程度のシール面圧が確保

されるものと考えられ、 3kgf/cnf程度の気密

に対してなんら問題はない。

また、実埋設10年後に掘り上げた継手部の

気密試験においても50kgf/cnfの圧力に問題な

く耐え、ゴム弾性保有率の目安となる圧縮永

久ひずみ試験をはりめ、そのほかの各種試験

において新品ゴム輪となんら差は認められな

かったことからも、長期的気密性能上問題は

ないといえる。

図-4-4 GM~II 継手の長期応力緩和特性(1 50A) の推定
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圧

保

持 40
率

(%) L I (注) 1O~50 日までの実験データの90% を囲む上下限
線から直線外挿により推定したものである。

20 

。
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5. GM-ll継手の耐震性評価

5-1岡鋳鉄管管路の耐震性

鋳鉄管路の耐震性能については、継手の特

性によりかなり変わるものと予想される。過

去の地震においてもいんろう型、ガス型のよ

うに引き抜;き力がづ、さく、かつ上~車交的岡リ性!の

高い継手の抜出し事故、管破損は比較的多く

報告されているが、継手の引張自由度ならび

に角変位自由度のあるメカニカル継手(ただ

し、抜出し防止機能なし)については持異部

(チーズ、エルボ)を除いて抜出し事故はきわ

めて少ないと報告されている D

さて、埋設管の地震時の挙動は、地上構造

物のそれに比較して、地盤加速度よりも地震

時の地盤の変形・ひずみに依存するといわれ

ている。この観点から、以下に鋳鉄管管路の

耐震性について簡単に考察してみる。

実地震による埋設管路の発生ひずみの実測

例として沈埋トンネルによるもの、埋設鋼管

路によるものなどがあるが、その値は上限を

とったとしても 1gaf!当たり 1~ 2 x 10一句呈

度にすぎない。

この値はほぼ地盤ひずみを示しているとい

えるので、これから直線外挿により表層 200

gaf! (震度 5)に相当する地盤ひずみを推定す

ると 200~400X 10-6となる口仮に表層加速度

が300gaf!(震度 6)としても 300~600X10-6程

度である。
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これらの結果から、今、仮に相当大きなひ

ずみとして1，000μの地盤のひずみを考えると

鋳鉄管 1本当たり 5m隔たった 2地点では 5

mmの相対変位を生じることになる。単純に考

えれば、鋳鉄管路が管体応力としてこれらの

変位を受けないためには、継手でこの 5mmの

変位を吸収すればよいことになる口

一方、管路と地盤に滑りが生じたような場

合に、ひとつの継手に変位を集中させず、隣

接する継手にも変位を分担させる、すなわち

地盤ひずみを均等化させるためには、継手の

引き抜き阻止力は継手間の地盤の最大摩擦力

に比して十分大である必要がある。

以上より、鋳鉄管管路の耐震性向上をはか

るためのメカニカル継手の条件として次のこ

とカfいえる。

(1) 引張り・圧縮側に最小限数mm程度の変位

吸収が可能で、あること。

(2) 引き抜き阻止力が継手間の地盤の最大摩

擦力に比して十分大であること。

5-2.シミュレーションモデルによる耐震性の

検討

5-2-1.シミュレーションの考え方

(1) シミュレーションモデルおよび解析手法

シミュレーションモデルの作成に際し、現

在までの研究成果に基づいて次の①~④の前

提を設けて埋設導管一地盤系のモデル化を行

った。

①埋設導管と地盤は軸方向・軸直角方向

におのおのパネで結合されてわり、その

結合点での地盤変位(応答量)がパネを介

して強制外力として埋設導管に作用する。

② 軸方向については管自体のひずみは微

小として無視し、管は継手に力のみを伝

え、継手に変位が集中するものとする。

また、軸直角方向では管と継手のせん断

力は連続であり、継子部は完全なヒンジ

ではなく、ある程度モーメントを伝える

ものとし、継手の曲げ特性より近似する c

③管路の単位長さ当たりの質量は比較的

小さく慣性力は無視でき、管路の固有振

動は起こらないものとする。

④ 管路両端は直交する管路、もしくは他

構造物などに剛結してわり、この点での

運動は地盤の運動に等しいものとする。

以上をもとに力学モデルを作成し、地盤の

ひずみに着目して変位法により解析を行った。

(2) 入力地震動の設定

京阪神地区における代表的な地盤の土質柱

状図より、石油パイプライン技術基準に準ビ

て表層の厚さ日、平均の N値から 3種類の入

力地震動を設定した。

これは、実測からの推定値と比較すると、

非常に厳しい設定である。

5-2-2.シミュレーション結果による GM、

GM-ll継手の耐震性評価

(1) GM鋳鉄管路の地震応答特性を鋼管路と

比較してみると、次のことがいえる。

①鋼管路の場合、管と地盤が滑らないと

した場合には、管は地盤の動きとほぼ同

様の挙動をし、管に大きな応力を生むるD

一方、管と地盤が滑るとした場合には、

鋼管の剛性が最大摩擦力に比して大きい

ため、地盤変形に追随することなく、ほ

とんどの点で滑りが発生し、応力は均等

化される。

② GM型鋳鉄管管路が軟弱地盤に理設さ

れている場合、管と土との聞に滑りが生

りないとすれば、引張りを受ける部分で

は継手部はかなりの抜出しを生りて軸力

も大きくなり、その結果圧縮力も大きく

なる。

これは、地震力を変位で吸収するだけ

でなく、力でも受持つことを示してい

る。しかし、継手部における応力レベル

は鋼管の1/10程度であり、継手部の伸縮

性の効果がよく出ている。一方、管と地

盤との滑りを考慮すれば応力レベルより

もさらに寸、さくなる。

一方、良好な地盤に埋設されている場

合には地盤拘束力が強く、管路は地盤変

形によく追随して管と周辺地盤との滑り

は生ぜずに、変位は各継手部に分散して

吸収される。
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(2) 継手圧縮側の剛性をパラメータとした管

路応答より次のことがいえる。

①圧縮側の岡山生を小さくする。すなわち

GM継手の構造を圧縮側に数mm変位を大

きくとれるようにすれば、管路および継

手に加わる引張り・圧縮荷重は大幅に減

少する。

② すなわち G M継手では、管路の拘束点

近傍で特に圧縮側ても軸力が発生するのに

対して、 GM-II継手では発生軸力は均等

化され、 GM継手に比して非常に小さな

値となる。

(3) 最大加速度300ga.e(震度 6)における GM-

H継手の管路応答より次のことがいえる。

地盤拘束力(管と地盤との最大摩擦力)が大

きく厳しい場合について、最大加速度300ga.e

の場合の管路発生軸力が200ga.eの場合に比し

て増加する割合を求めると、

③ 引張り側で、約 2倍

⑨圧縮側で約1.5倍

で、あった。

しかし、これらの値を考慮したとして.も、

GM-ll継手は十分正常な継手性能を保持する

範囲にある。

(4) 以上の結果をまとめると、

①継手の伸縮性が配管系に与える応力を

非常に小さくする結果、管応力は鋼管路

線に比べ 1ケタ程度下がる。

② 抜出し阻止力は継手のスッポ抜けを防

ぐ有効な力となる。

③ GM継手構造を圧縮側に変位が大きく

とれるようにした GM-ll継手では、継手

に加わる軸力は大幅に減少する。

④ 実管の埋設実験により得られた管と土

との摩擦力を考慮すれば、震度 5~6 に

おいても管の破損、継手の気密性を損な

うような力は生じない。

5-3. r一般(中・低圧)ガス導管耐震設計指

針」による検証

5-3-1. rガス導管耐震設計指針」

昭和53年 6月に発生した宮城県沖地震を契

機に、日本ガス協会は昭和54年度から、ガス

導管の耐震性を中心とした技術指針の作成に

着手した。

そして、 3年間にわたりガス導管加重実験、

地震入力の観測、地盤と震害の関係の現地検

証、耐震解析などを中心として幅広く調査研

究を行い、 57年 3月「ガス導管耐震設計指針J

が完成した。この指針は、高圧ガス導管と、

一般(中・低圧)ガス導管に別れており、一般

ガス導管では耐震性の向上がはかられる内容

になっている。

5-3-2.鋳鉄管路の耐震性の考え方

一般ガス導管耐震設計指針での配管系の評

価は、配管系の地盤変位吸収能力(ムu) と管

種、埋設条件を考慮して定めた設計地盤変位

(U)との比車交により行う。

すなわち、ムu>Uであれば、その配管系は

耐震的であると判断できる。鋳鉄管路でのフ

ローを図-5-1に示す。

5-3-3. GM-II継手の耐震性評価

設計地盤変位Uは、管種は中圧Bとし、そ

のほかの埋設条件の区分、地域別補正係数、

埋設条件別補正係数は、もっとも厳しい条件

で設定すると、

U=α1・α2・Uo=1.4X1.0X5 =7.0cm 

となる。

次に、配管系の地盤変位吸収能力ムU であ

るが、図-5-2に示すような地盤上の一点

に集中する地盤の変位入力を考えると、ムU

は次式により求まる。

LJU=OO+2(01十九十・……..+On) (cmJ 

ただし、 δ。は地盤変位集中部におかれた継

手の最大変位景で、継手に漏洩が生ずるが、

継手に重大な損傷が生ずる時の継手の抜出し

量である o 0。、丸、・・・・・・、 丸は、 図-5-4

に示す継手の引張荷重変位曲線でF。、 F1、・・・

…、 Fnに対応する継手の変位(抜出し)量であ

る口図-5-3で省略されている左半分の部

分でも同様に 01・・・Onの変位が生ピるので、 81

・・・Onについては 2倍される口

なお、

F1=Fo-(fs十 fF)

Fz=Fo-2 (fs十 fF)

Fn出 =Fo-n(fs十 fF)
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図-5-1 鋳鉄管路の耐震性評価のフロー

設計地盤変位 配管系の地盤変位吸収能力

管 種 埋設条件の区分 地盤変位入力 設計対象の配管系

中圧|中圧 本低支圧管I供低給圧管 真直な配管系A I B 
I~n-llI~ fi， 管軸方向(水平方向)

III b i ~I一

|醐別?係数|
管種・埋設条件別

補正係数 正1:'2

地盤変位吸収能力判定条件

基準変位

設計地盤変位 地盤変位吸収能力の決定

水平方向 u=α1・α2・u。 簡 易計算

数 値解析
標準設計地盤変位

※実 t験
uo= 5 cm 

※実験で、求める場合は、

配管系が気密性を失う

L1u 
時地盤変位を地盤変位

吸収能力とする。

耐震性の評価

耐震的配管系の条件

L1 u> U 

_ F。
ただし nは 0、1、2、・・・・・・・・・てもn豆一一一一一

一 πDτt
を満たす最大の整数である。

Fo :継手の基準荷重 (kgf)

fs 管の外表面に加わる地盤拘束力

(一πDτ12)

fF 継手部分の張り出しによる抵抗力

図-5-2 地盤変位入力

L1u 地盤の変位
〈コ「寸=主〉

こ←二二← II→〆"':till笠O);j:1i.nR1J /~ 
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τ:管の地盤拘束力 (kgf/crrf)

p_管の長さ (m/本)

図-5-3 メカニカル継手接合配管系のモデル

77-忌 f突、

F。 ミ Fi/δF」 /δ

GM-ll継手の引張特性をモデル化して求め

たL1uを表-5-1に示す。

衰-5-1 GM四 E継手の地盤変位吸収能力

管 f圭 L1u (cm) 

100 66 

150 50 

200 35 

300 22 

この表と、設計地盤変位U=7.0cmとの比較

から、もっとも L1uの/J、さい300mmのGM-II *1主

手においても、約 3倍の安全率があるごとか

ら、中圧 Bの配管系において、地域、埋設条

件のもっとも悪いケースでも、 GM-ll継手は、

十分に耐震設計指針を満足していることがわ

かる。

以上、シミュレーションおよび耐震設計指

針の検証の結果から、 GM-ll継手管路は震度

5上限~震度 6にも十分耐震性を有する管路

で、あるといえる。

図-5-4 継手の引張荷重一変位曲線

(n= 2の場合である)

F。 ×漏洩

F2 

δz (Jlδ。

6.おわりに

当社においては、この GMおよびGM-II京陸

手の導入により、鋳鉄管路としての性能、信

頼性が向上したことはもとより、ガス配管工

の作業軽減、個人差のない接合、技能習得の

容易さなど数多くの利点を得、掘削作業の機

械化、能率化と合わせての接合時間短縮によ

る作業の効率化がはかれた口

また、溶接鋼管に頼っていた中圧Bライン

への採用により、大きなメリットが得られた

ことも事実である。

現在、 GM-II管が当社のみならず数多くの

ガス事業者の方々にご使用されており、長期

にわたる品質確保に対して、当社として重大

な責任を感りている。特に材料については、

直管、異形管のみでなく、ゴム輪、ボルト・

ナットなどの接合材料についても、その一つ

ひとつの組合わせにより、 GM-IIの配管シス

テムが成り立っていることをご使用にあたっ

ては十分にご考慮していただきたいと思う。

最後に、今後さらに当社としては、ガス導

管全般にわたって技術開発にチャレンジして

いく所存でありますので、広くご意見、ご希

望をお聞かせください。
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