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天源豊―天は豊かなる源なり―

福岡市水道局

水管理課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　藤野　恭裕

　市民の多くから｢住みやすい都市｣と評価を得ている福岡市は､反面､渇
水都市でも知られており､その最大のものは昭和53年の大渇水であっ
た。これを踏まえて｢節水型都市づくり｣を行ってきたが､特に水運用面
での効率化をめざすために①取水系統の複数化②ダム貯水量状況による
水源､取水管理③水管理センターによる効率的な配水④配水主管の連絡
などを購じてきた。本論では､これらの諸政策とともに､変革の時代に対
応した施策を積極的に進めていきたいと述べている。

西系列幹線（大保～伊波）導水施
設事業にダクタイル鉄管を使用し
て

沖縄県企業局

経営計画課　計画係長
　　　　　　　　　　　　　　名渡山　兼男

　昭和47年の本土復帰後､浄水場建設､導水管の布設など多くの水道施設
の整備を進めてきた結果､平成7年度で水道普及率は99.7％の水準に達し
ている。しかし､今後も水需要量の増大が予想されるため､水源開発事業
に着手しているが、耐震化を要する箇所にはS形管､US形管を､一般管路
部にはK形管､U形管を採用した。本論では､導水管については計画延長約
132kmのうち79kmが現在供用中であるが､分散した施設の機能を発揮さ
せ､効率的な施設管理の確立が今後の課題であると述べている。

耐震形ダクタイル鉄管（SⅡ形）に
よる第7次拡張事業

福岡県川崎町

水道課　工務第1係長
　　　　　　　　　　　　　　　藤川　英則

　石炭産業とともに発展してきた川崎町は､平成12年を目標年次とする
第7次拡張事業を執行中である｡広域的水道整備計画に参画して合計給水
量を1日1万2000㎥とする計画給水量を設定し､ライフラインとしての水
道施設の高機能化と安定化に努めている。本論では､地盤的悪条件を抱
えている川崎町がSⅡ形ダクタイル鉄管などを採用したことで建設費の
増加は避けられなかったが､管路網の耐震性向上､内面耐久性の改善、水
質への配慮が整ったのは大きな成果であったと述べている。
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富山市における管路耐震化実施
概要

富山市水道局

工務課　主幹
　　　　　　　　　　　　　　　　東　輝雄

　阪神･淡路大震災の応急復旧などを通じて､想像を絶する甚大な被害を
目の当たりにした富山市の職員の体験から､平成7年度からは通常の新設
および更新事業には耐震継手SⅡ形ダクタイル鉄管に全面切り替えする
ことになった。しかし､平成6年に新しいタイプのNS形が開発されたが､
この継手は接合ミスがなく､管材質や接合労務費が若干安価であり､高度
の技能が必要でない｡また､成果品の品質向上が望め､技術力の向上と意
識改革が期待できるなどの理由で､平成9年度より採用移行することにし
た､と本論では述べている。

US形ダクタイル推進管による長
距離推進工事

八戸圏域水道企業団

工務部
　　　　 計画課長補佐　大沢　章宏
　　　　  建設課技査　   笹本　民也
      　　計画課技師　   北城　祐司

　昭和49年から全国に先駆けてS形ダクタイル鉄管を採用して以来､現在
では導送配水管のすべてにS形・SⅡ形の耐震管を採用している。今回､
白山浄水場から南高台配水池管を連絡する送水管路の一部を施工した
が､交通事情､土質条件などの制約を受けたが免震管路の特性を継承する
ために､US形ダクタイル鉄管を採用した。本論では､管の選定は適切で､
懸念された6m管という通常の推進管よりも長い管による方向修正も支障
なく行うことができ､施工結果も予想以上の成果を得られたと結んでい
る。

1997年鹿児島県北西部地震にお
ける水道管路被害調査結果

日本ダクタイル鉄管協会

                技術委員　戸島　敏雄
                          　　 大濱　博保
                          　　 金子　正吾
                          　 　一下　隆幸

　1997年3月26日に薩摩地方を震源とするM6.3の地震が発生した｡その
2ヵ月後の5月13日にも同地方を震源とするM6.2の地震があった。本論で
は､現地で水道管路の被害状況､被害地点の地形､地盤の亀裂状況などを
調査した内容をまとめたものであるが､両方の地震ともダクタイル鉄管
および鋳鉄管には被害は発生していなかったと結んでいる。
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高 鱗屍房総詰滋滋諒羽|

1 .はじめに

「本市上水道第一期拡張工事の功成りついに

竣功の式典をあぐるにあたり・・・」ではじまる昭

和9年3月の日付けが入った本市の第1回拡張事業

抄誌を、最近日にする機会があった。

この小冊子の中には、大正12年に給水を始め

た本市水道が、早くも昭和に入り水量不足を生

じるようになり、昭手間年に起工した拡張事業の

記録であった。また、工事の詳細とともに、 30

葉のセピア色の写真が掲載されている。

この写真には、近代水道100選にも選ばれた

曲淵ダムの嵩上げ工事状況や、堤体の漏水防

止のためのセメントガン工事、それに伴って

貯水池内を空にした際の「鯉費全景」と題す

るのどかな写真もある。之の中に「曲沸j堰堤

記念額石Jと題する一葉が目にとまった。

その写真には、墨痕あざやかに「天源豊」

がしたためられていた。

之の3文字がなにを意味するのか、だれが書

いたのか興昧をひかれて、すぐに現地に向か

った。

福岡市水道局水管理課

主査藤野恭裕

現在も、かえでの大木に覆われた記念碑

は、どっしりと貯水池を見据えていた。

碑文は当時の水道課長上田健介氏により昭

和美(みずのと)酉冬日(昭和8年冬日)に書

かれ、その読み方は「天は豊かなる源なり」

で、意味するところは「豊かな天(自然)の

恵みに感謝し、その恵みが絶えることがない

写真1 曲淵夕、ム全景
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ょう」にとの頗いが込められていると先輩か

ら説明していただいた。

写真2 記念碑

まさに水道事業者として意を得たことばに

感激するとともに、すでにこのときから始ま

っていた福岡市の水との戦いの1ページを垣間

見る思いがした。

2.厳しし百水事情

今元気のある都市として全国的に注目をあ

びている福岡市は、市民の多くからも「住み

やすい都市である」との評価を得ている。

これは「海」や「緑Jといった豊かな自然

とともに、年平均気温が1TC前後と比較的温

暖で、さらに地震や水害といった災害の発生

が少ない乙とにも起因している。

反面市内を流れる河川|は、水道の水源とし

ている多々良川、那珂川、室見川、瑞梅寺川

の4河}11があり、数は多いが、いずれも流域面

積が100km2内外の中小河川で、大洪水もない

かわりに水量も豊かではない。

このため水源確保には大正12年の創設以来、

現在までに18回もの拡張事業を行って対応して

きたが、過去になん度か渇水に見舞われた。そ

の最大のものは昭和53年の大渇水である。

この渇水では、制限の一番厳しかった昭和

53年6月1日から6月10日までの10日間は、給水

時間が1日5時間で、さらに1日中水がまったく

出ない断水地区や、出水不良地区が全世帯の

一割以上に及ぶ約4万5000世帯で発生し、ま

た、水が出ても赤水や濁水で使用できない地

区も数多く発生した。

写真3 市域遠景
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このため運搬給水に自衛隊も出動するとい

う、まさに争乱の様相を呈していた。

その後、緩急はあったものの翌年の3月24日

まで、給水制限期間は延べ287日間に及び、さ

らに給水車の出動も延べ1万3000台を越えるな

ど日本水道史上例を見ない大渇水となった。

乙の渇水は、行政も市民も改めて福岡市に

おける水問題の重要さと、合わせて水に対す

る環境の厳しさを学ぶ機会となった。渇水期

間中の昭和53年12月には『福岡市節水型水利

用等に関する措置要綱Jを定め、水を安定的

に確保する乙とは市の貴務であるとし、市民

へも常に水の有効利用および節水に努めるこ

とをうたっている。

乙の要綱を基点として、本市の新たな都市

政策が出発したといっても過言ではない。

3.福間市の安定給水対策

乙の昭和53年渇水以降、安定給水対策とし

て「節水型都市づくり」を行ってきた。その

特徴ある施策の体系を図1に示す。

図1 節水型都市づくりの体系

@農水の合理化

@ダム湖底掘削

@下水処理水再活用

@揚水式夕、ム

@取水系統の複数化

@夕、ム貯水量による水源取水管理

@水管理センターによる配水コン

トロール
@配水主管の連絡

@漏水防止、配水管整備

@雑用水道の普及促進

@節水意識の高揚

@節水機器の普及

特に水運用面での効率化をめざすため、次

の対策を行った D

(1)取水系統の複数化

渇水をはじめ水源事故や停電などのトラ

ブルに際して、一浄水場の単一水源だけで

は安定供給確保ができないため、取水系統

の複数化を積極的に進めている。

これにより、 トラブル発生時のスムーズ

な対応が可能となり、また、水源問の需給

バランスを調整していくのにも効果を上げ

ている。

現在も取水系統複数化対策として、水系

の異なる多々良浄水場と番托取水場約

12kmを呼び径800mmで、結ぶ緊急速絡管工

事を進めている。

写真4 緊急時用連絡管呼び径800mm工事

(2) ダム貯水量状況による水源、取水管理

本市ではさまざまな運用管理に関するア

プローチを続け、現在はダム貯水量を判断

基準として河川自流水を最大限取水し、ダ

ム貯留水をできるだけ減少させないような

運用管理に努めている。

(3)水管理センターによる効率的な配水

水管理センターは、昭和54年度から昭和

55年度までの2年間、総事業費約切億円で行

われた配水調整事業により設立された。

写菓5 水管理センター
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之のシステムは、配水管に設けた水圧計

および流量計を監視しながら、電動弁を遠

隔制御することにより、水圧、流量のコン

トロールを行うものである。

乙れにより、水源状況に応じた浄水場聞

の流量調整や余剰水圧削減による漏水量の

削減、事故時の早期発見即時対応など大き

な効果を上げている。

さらに渇水時には現地の水圧、流量が把

握でき、安定給水確保に大きなカを発揮し

た。

また、行政から市民へ、の積極的な節水

対策としてPR効果にも一役買っている。

(4)配水主管の連絡

取水系統の複数化とともに、水管理セン

ターの効果を高めるのに大きく貢献してい

るのが、配水管網の連絡である。

本市の配水形態は、浄水場付属の配水油

5池と受水専用配水池1池から、自然流下方

式で配水している。

このため配水池別給水エリアにすれば維

持管理は容易であるが、事故時の融通性は

受け持ちエリアが広範囲になるため非常に

影響が大きい。

乙のため配水ブロック化を進めるととも

に配水主管同士を接続し、給水エリア相互

の融通機能を高めることとしている。

配水主管に用いる管種は、ほぼ100%を

ダクタイル鉄管とし、特に呼び径600mm

以上の配水本管を「輸送管Jと呼び、これ

らを市内要所に布設するとともに、互いに

ループし異常時のエリア変更に対処できる

ようにしている。

さらに、現在も図2のように、浄水場相互

を連絡する背骨の部分に呼び径1800-

1350mmの大口径配水管を計画している。

図2 福岡市配水幹線概略図

勺

4.平成8年の湯水

昭和53年以来さまざまな安定供給対策を講

じてきたが、平成6年に再び渇水に見舞われ

た。この年の年間降水量は、福岡管区気象台

が観測を開始した明治23年以来最少値891mm

(平年の55%) を記録した。

しかし昭和53年の自衛隊まで出動した渇水

と比べて、苦情なども少なく、給水車が1台も

出動せず市民生活への影響も最小限にとどめ

「静かな大渇水」とも呼ばれた。

終わってみれば、給水制限日数は平成6年8

月4日から平成7年5月4日まで295日間で、昭和
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53年の287日を越える大渇水であった。

乙の渇水では被害を最小限にとどめるため

に、福岡市渇水対策本部を設置した平成6年7

月20日以降、全庁的に節水に対するさまざま

な取り組みを実施した。

さらにダム貯水量が減少し、河川取水も厳

しくなった時点では、井戸や河川の緊急水源

を運転したり、 176ha~こ及ぶ稲作休耕による水

道用水の確保や、工業用水原水を水道用に転

用を行うなど、まさにあらゆる手段を講じて

対策にあたった。

写真6 工業用水転用のための仮設配管

呼び1蚤500mm

乙れらのさまざまな取り組みによって、気

象台開設以来の未曾有の少雨にもかかわら

ず、渇水による市民生活への影響は最小限に

とどめる之とができた。

このことから市民の評価とともに、平成7年

版水資源白書では、福岡市を「昭和53年渇水

以降のさまざまな形での対策が、降水量はさ

らに少なかった今回の渇水の被害を給水面で

は最小限に抑えたといえる」と評価を受けて

pる。

5.今後の課題

福岡市は目前に迫った21世紀に向けて、

「海と歴史を抱いた文化の都市Jr活力ある

アジアの拠点都市」として今後も都市機能の

増大や生活様式の変化などによって、水需要

はますます増大していくものと予測されるた

め、福岡市総合計画の中で西暦2010年(平成

22年)には給水人口約146万3000人、施設能力

75万9100m3/ 日を備える計画である。

また、水源確保とともに、今後の安定給水

確保への取り組みとして、図3に示す施策を進

めていく予定である。

図3 これからの課題

節j:t:.rポルマーク
櫨網宵成湖周

特に運用面からの課題は次のものがある。

(1)渇水対策用ダム(五ヶ山ダム)

渇水になると、 「節水型都市づくり」に

よって日頃から定着している「節水意識J
と、限られた中小河川の高度利用の両面か

ら、渇水に対する弾力性を欠く結果とな

る。このため福岡市の中心部を貫流し博多

湾に注ぐ2級河川那珂川の上流に、渇水対

策用ダムを建設中である。

このダムは、流水の正常な機能の維持を

はかり、新規に日量1万m3の水道用水を開

発するとともに、渇水時にも安定的に都市

閣の生活用水を補給するため、渇水対策容

量1660万m3を確保する五ヶ山ダム(有効

貯水量3970万m3の多目的ダム)の建設が

福岡県を事業主体として進められており、

早期完成に向けて事業促進を図っている。

(2)海水淡水化

新たな水源開発手法として、海水淡水化

導入の可能性について調査研究を進め、技
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術面や運営、経営面の調査を行ってきた。

平成8年度からは、福岡県が中心となって

都市圏全体の将来的な水源開発として検討

が進められている。

(3)配水池建設、配水ブロック再構築

安定給水の確保策として、拠点となる配

水池建設を進めているが、特に需要の伸び

が著しい西部地区には現在、容量2万

3000m3の配水池を建設中である。

また、配水管理を効率的に進めるため

の、配水ブロックの再構築を進めている。

少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少な

ど、水道をとりまく環境も大きく変容してい

るが、従来からの「節水型都市づくり」を基

本として、乙れまで培ってきた安定給水確保

の諸政策とともに、変革の時代に対応した施

策を積極的に進めていきたいと考えている。

6.おわりに

古来から、本市はアジアへの玄関口として

栄え、古くからの町並みが随所に見られる。

また、高層のオフィスピルや福岡タワー、

福岡ドームといった近代的な都市の一面も合

わせ持っている。

そして5月は「どんたく」、 7月は「祇園山

笠」と祭りに酔い、生活の中にも古いしきた

りが生きている。

その代表的なものに博多手一本がある。博

多では祝い事の最後には「祝いめでた」とい

う祝い歌を歌う。その後「子一本Jの声がか

かると一同は杯をおいて全員起立する。未練

がましくもう一杯とか、ぐずぐずすると次回

から声がかからなくなる。姿勢を正して「子

一本J ipょう」しゃん、しゃん、 「もうー

っしょ」しゃん、しゃん、 「よーと三度」し

ゃん、しゃん、しゃん。ごれで「めでたく終

了J i後日異義なし」と見事に終宴となる。

都市の麟力はさまざまな要素が必要とされ

ているが、ごのように古いもの、新しいも

の、整然と整備されたもの、まったく統一性

写真7 博多祇園山笠

のないものなどすべてが混沌としたところに

あるのかもしれない。

本年10月には、水道の全国総会が大分県別

府市で聞かれる。ぜひ機会があれば九州の玄

関口、福岡の腿力に触れてみてはL功ミがでし

ょうか。

「まっとります!J 
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西系列幹鵜〈大保-f
事業1<<:ダクタイJ

品
噌
血
守
必
軌

沖縄県企業局経営計画課

計薗係長名渡山兼男

1 .はじめに

沖縄は珊瑚礁の島々からなる島蝋(しょ)

県である。大きな河川や湖などの水源に恵ま

れず、降雨量が年によって、季節によって大

きく変化し、水を安定的に確保するととが困

難な自然環境におかれている。

本県においては、昭和47年の本土復帰後、国

の多目的ダム開発を中心に、多くの水源開発が

行われてきたが、年々増大する水需要を十分に

満たすまでには至っておらず、毎年のように水

不足から給水制限が実施されている。

本企業局において、乙れまで浄水場の建設

や導水管の布設など、多くの水道施設の整備

を進めてきた結果、北部の比較的水源に恵ま

れた地区を除く本島29市町村と伊江村に対し

約40万m3/日の用水供給を可能にしている。ま

た、水道普及率は99.7% (平成7年度)と全国

的に高い水準にある。

しかし、今後とも水需要量の増大が予想さ

れるため、平成13年度における計画給水量を

1日最大58.3m3
/日として、さらなる水源開発

を進めている。乙れに対処するために、国の

開発事業と平行して昭和55年度から独自の

「西系列水源開発事業」に着手している。

今回、そのうち平成7年度より着工し、現

在、建設途上にある西系列幹線(大保ー伊

波)導水施設事業についてその概要を報告す

るものである。

2.上位計画としての

西系列水源開発事業

之の開発事業は、沖縄県における様性的

な水不足を解消し、年々増大する水需要に

対処するため、沖縄振興開発計画に基づ

き、国による特定多目的ダムの建設と平行

して県(企業局)が昭和55年度から進めて

いる事業である。

事業の目的は、沖縄本島北西部13河川

から豊水時の余剰水を取水し、国が開発を

予定している大保ダムならびに再開発した
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倉敷ダム(平成8年完成、旧名:瑞慶山ダ

ム)に貯留し、水の安定確保を図るもので

ある。

輪 その事業内容は、取水、導水、貯水施設

等の整備事業からなり、北西部13河川の取

水施設、大保ダムから倉敷ダムまでの導水

施設、瑞慶山ダム(新名・倉敷ダム)の再

開発等である。

本西系列幹線導水施設事業は、上記「西系

列水源開発事業」の一環として位置付けられ

ている。

図1 沖縄本島水資源開発図

d 

辺野喜夕、ム

凡例

曹:管理中の夕、ム

て官:建設中の夕、ム

ロ:実施計画調査中のダム

圃:浄水場
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表1 西系列水源開発事業概要

項 日 概 要

事業期 間 昭和55年度から平成12年度

総 事業 費 約1340億円

開 発水量 82，700m3/ 日

主
取水施設 取水ポンプ場 (13ヵ所)建設

導水施設
宇嘉一大保、満名~名護、伊波一嘉手納導水施設(完了)

な 西系列幹線(大保ー伊波)導水施設建設

施 浄水施設
北谷浄水場(施設能力:214，300m3/ 日)

※海水淡水化施設40，000m3/ 日を含む

設
貯水施設 旧瑞慶山(倉敷)ダム再開発(国・県の共同事業)

3.西系列幹線〈大保~伊波)

導水施設事業の繍聾

当事業は、大保ダムから取水して伊波増圧

ポンプ場まで導水する施設であり、距離は直

線にして約41km、計画導水ルート延長で

53kmに及ぶものである。

導水方式は、大保ダムから取水されたダム

水(河川水)を新設の大保導水ポンプ場で増

圧し、ポンプ場近くの高所に予定している大

保調整池に上げ、ここから自然流下で導水ル

ート中間の西系許田増圧ポンプ場、さらにこ

の増庄ポンプ場から伊波増圧ポンプ場まで導

水するものである。 Cコ
西患部川

東シナ海

太平洋

図2 導水施設計画位置図

外堀田川

凡例

ー←新設取水ポンフ。場

一 一ー新設導水管

新設増圧ポンプ場
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図3 関係閣

北谷浄水場 4河川

(9河川分)

伊波増圧

西系列幹線導水施設

Q =241，400m3 /日

L=53km 

倉敷ダム

二河JII分)

1)導水管計画について

表2 導水管計画概要

事業期間 平成7年度~平成12年度

事 業費 655億円

最大流量 241，400m3
/ 日

導水計画延長 ①i L 2135530k×m 26.5km 

水1ン分50管ネOX26.5km ② 
:L口 41.73km

ル:L=11.27km 

ト ン ネ ル ①名護導水トンネル

②
③④ 許幸伊1350/ ~ 1500X8.90km 

回水トンネル 1500X 0.45km 
喜水トンネル 1500XO.65km
波導草導事水トンネル骨件~ 1500 X 1.27km 

大保ダム

(建設中)

9河川

導水管 ① 「今、市県国県市下道首58t号 23.7km 

布設位置分類 山③ 陣町村、管道道、(河理農一一川一国道一道含む) 433.7kkm m 
④ 営農 2.5km 
⑤、村 4.3km
⑥その他 、里道、私有地) 14.5km 

2)布設ルートの検討 5.概算工事費

6.年間維持管理費

39 

昭和55年度の基本計画着手以来、道路

案、 トンネル案そして併用案等のいくつか

のルート案が以下の項目について比較検討

された。

1.施工性

2.環境への影響

3.残土処理量

4.協議調整対象

各項目に対し危険度、難易度、影響度を

各々3段階に分類、評価を行った。最終的

には、国道58号線に沿う開削工法案を基本

とし、内陸部への迂回ルートについては開

削あるいはトンネルとする案で決定をみて

いる。また、 トンネルはその中に管を内掃

する圧力トンネル方式となっている。
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3)流量表と水位フロー図

表3に流量表を、図4に水位フロー図を各々示す。

表3 流量表 (m3/ 日)

調1 点
流出入量 本管流量 呼び径 管路長

備 考
(m3/ 日) (m3/ 日) (mm) (km) 

大保導水ポンプ場 "'33，300 144，400 

111，100 1350 0.40 開削

大保調整池 57，800 168，900 1350 17.40 開削

我部祖河川合流点
190，500 トンネル

名護導水トンネル
21，600 1350 5.05 

満名川・西屋部川合流点 44，900 235，400 1500 3.85 トンネル

許回増圧ポンプ場
235，400 トンネル

許田トンネル
1500 0.45 

幸喜導水トンネル
235，400 1500 0.65 トンネル

235，400 1500 6.09 開削

名喜真川合流点 6，000 241，400 1500 2.90 開削

サージタンクNo-1 241，400 1500 9.50 開削

サージタンクNo-2 241，400 1500 3.44 開削

伊波トンネル 241，400 1500 1.27 トンネル

241，400 1500 1.77 開削

伊波増庄ポンプ場
E L一一ー

図4 水イ立フロー図

GL +25.00+30.00 
許田増圧ポンプ場

Gし+2，0。 大保導水ポンプ場
GL +10.00 

(m) 

120 

110 

100 

90 
|伊波調整池rNO=iワンウ工イサ-:YT.Jうi
V=lO，OOOm3 GL+27.50 

V=785m3 

一由一同

一聴器一町

一周一

m

一
団
一
司

一許一

v

伊波増圧ポンプ場

80 

70 

60 

lhーのニゥ扇子ジタン升
GL+15.00 
V=785m3 

中系列へ
Q=8.400m3i回

世1350、Q=1ll.100m3;臼
L=0.40km 

円

U

円

U
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U

q
u
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〆
」

1
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4. 適用醤撞とその使用~分について

過去の使用実績ならびに耐震性評価の面か

ら、今回ダクタイル鋳鉄管(JISG 5526) と

水輸送用塗覆装鋼管 (JISG 3443)の2つの管

精が採用された。

1) ダクタイル鉄管と土壌調査

布設予定ルートに占める海岸区間の比率

が高いため、事前に土壌の腐食性調査を実

施し、防食設計のためのデータを収集し

た。

1.調査地点:大保ポンプ場付近他27地点

2.調査項目

・アースオーガーによるボーリング調査

.四電極法による対地比抵抗測定

-土壌の分析調査

. ANSI A21.5による土壌の腐食性評価

3.調査結果

ANSI A21.5による腐食性評価の結果、

27地点のうち危険点である10点を越える地

点が22地点、を数えた。

O孟Xく10 5ヵ戸庁

10話Xく15 14ヵ戸斤

15孟X 8ヵ戸斤

これらの結果を参考に、ダクタイル鉄管

はポリエチレンスリーブ工法を標準仕様と

している。

2)布設ルートと特殊工法

管種の使用区分を検討するに当たり、特

殊工法の適用性も判断基準のひとつとなっ

た。布設予定ルートのかなりの部分が、県

下でもっとも交通量の多い国道.58号線に沿

うこと、また、許田増圧ポンプ場から下流

側ルートは、観光県沖縄を代表する有数の

リゾート地帯を通過すること、などから長

期間の道路占有が難しく、非開削工法(推

進工法)の採用比率が高くなることが予想

され、その場合の両管種の比較検討も行っ

た。

3)管種使用区分

布設環境に対する最適性、特殊工法への

対応性等を比較評価した結果、管種の使用

区分をおおむね次の通りと考えている。
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5.耐震性評価

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震

災において、水道管路は壊滅的ともいえる被

を受けた。管路の被害は特に亀裂、崩壊、

液状化による側方流動等の地盤変状が発生し

た地域で多発したが、ダクタイル鉄管につい

ていえば堅固な安定した地盤では相当な耐震

性を発揮したことが確認されている。このた

め、管路の耐震化を検討するためには、地震

時の地盤変状の可能性を把握し、適切な継手

形式を選定することが重要と考えられる。

この西系列導水施設は、北部の水源地と中

南部の消費地を連絡する生命線であり、ま

た、併せて現在の主力施設である東系列導水

路を補完する役割を持つ重要施設となる。ご

のため、以下に示す方法で管路の耐震性を評

価するごととした。

1)地盤の液状化の判定と耐震計算

すべての布設区間において、事前に地盤

の液状化現象の発生の有無を確認し、その

結果、液状化すると判定された区間につい

ては、より耐震性の高い管種選定や工法を

採用することにした。

1液状化判定法

「水道施設耐震工法指針・解説J1997年

度版により実施している。土質試験結果お

よびN値に基づきFL法により判定すること

を基本とし、深度10-25m区間については

PLによる判定も加昧している。

判定のためのボーリング調査は、最終的

には計画区間において約50mごとに実施し

ている。

① 液状化判定を要する地盤条件

.地表面より25m以浅の飽和土層

.平均粒径Dsoが10mm以下

-細粒分重量含有率が30%以下
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②液状化判定のフローシート

図5 液状化判定のフローシート

液状化の判定階
「ー一一一- _.一一ー一一--一暢ーE 四四回目田一間一回目働ー--，

YES 

L一副-回一ー四回目
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③ 計算式

争第1ステップ:FL'値により判定

流動化抵抗係数FL'値が1.0以下の場合、

液状化すると判断する。

FL=R/L 

乙こに、 R:動的せん断強度(=&+&)

L:地震時作用荷重

. . FLく1.0'"液状化する

. . FL孟1.0'"液状化しない

争第2ステップ:Fr:値により判定

深度10-25mでFL'値が1.0以下の値があ

る場合、第3ステップで判断し、ない場

合は液状化以外の地盤変状について検

討を行う。

争第3ステップ:Pr:値により判定

深度10-25mで、FL'値が1.0以下の値があ

る場合、 PL法により判断する。

PLJW(Z)dZ 

こ乙に、 F=1-FL(FLく1.0の場合)

F口 o (FL孟1.0の場合)

w (Z) :重み関数 (10-0.5Z)

Z:地表面からの深さ (m)

:. A: PL孟15………液状化する

:. B: 5孟PLく15……液状化の可能性あり・

.' C: 0孟PLく 5……液状化しない

2.埋設管の耐震計算

「水道施設耐震工法指針・解説J1997 

年度版に基づき、ダクタイル鉄管の場合は

レベル1、レベル2において、応答変位法に

よる管体発生応力・継子部伸縮量が各々耐

力・設計照査用最大伸縮量を越えないこと

としている。

2)耐震化対策(ダクタイル鉄管の場合)

耐震化を要する箇所には、鎖構造継手管

すなわちS形、 us形を採用した。

異形管防護工については、耐震管路部分

では離脱防止形継手(剛構造)を標準仕様

とし、設計条件によってはスラストブロッ

ク方式との併用方式とした。

以下に使用区分を示す。

表5 耐震管仕様

一一一一一一一 耐震管路部 一般管路部

直管 S形管 K形管
開削 部 異形管 UF形管 1/ 

防護工 離脱防止継子 (UF形管) スラストブロック方式

直管 US形管 U形管

推進工法部 離脱防止継手 (UF形管)
防護工

+スラストブロック併用方式 スラストブロック方式

3)鎖構造形耐震管

図6に継子特性と鎖構造継子であるS形

管を、また、図8にus形推進管の構造図を

示す。これらは大きな継子伸縮(伸び)量

を有し、限界まで伸び出したあとは離脱防

止機構が作用するため、大きな地盤変状に

耐えると考えている。
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8聞配管設計@描工について

1)基本諸元

基本諸元

~ 
大保調整池 許田増圧ポンプ場

~許回増圧ポンプ場 一伊波増庄ポンプ場

①導水方式 自然流下式 ポンプ加圧式

②基本水位
大保調整池のHWL 許回増庄ポンプ場の動水位

EL=71.0m EL=87.5m 

③計画通水量 表3参照

設計水圧=静水圧+水撃庄 設計水圧=静水圧+水撃庄

④設計水圧
-静水圧=大保調整池 -静水圧=動水位 (EL:87.5m) 

(HWL : 71.0m) -管芯高 一管芯高

-水撃庄=5kgf/cm2 -水撃庄=5kgf/cm2

表6
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2)標準掘削断面

土被りは1.5m以上を原則としている。また、基床厚は地盤条件により4通りに分類している。

図7 標準掘削断面

く亘易パネル方亙〉

|/ 掘削幅 J 
B=2.40m (再1350)
B=2.55m (O 1500) 

|パネル外側|

3)推進工法について

今回、多くの工区で推進工法による施工

が計画、実施されている。

1.推進管規格と構造

JDPA G 1029 (推進工法用ダクタイル

鋳鉄管)によるU形および~S形推進管の構

q雇画室〉
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造を図8に示す。いずれも泥水工法が多く

採用されていることから、植え込みボルト

レスタイプが主流となっている。

U形推進管(一般形/植え込みボルトレスタイプ)

図8 推進管構造 (u形/us形)

U形夕、クタイル鉄管 外装コンクリー卜 リブ

us形推進管(耐震形/植え込みボルトレスタイプ)

us形夕、クタイル鉄管

ロックリング
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2.推進工法の種類と施工例

刃口推進工法

セミシールド推進(泥水工法)

図9 推進工法例

4)施工写真

7.おわりに

沖縄本島の水資源は、主として北部山岳地

帯を流れる河川に偏在しており、年間降水量

は本土に比べ約30%も多いにもかかわらず、

その利用率は約10%と本土の半分程度の水準

になっている。

一級河川はなく、二級河川以下についても

小さな流域面積、短い流路延長と急勾配のた

めに流量の確保がきわめて不安定(降雨時に

未利用のまま海に流出する)であり、水資源

としての有効利用が著しく制約されている。

これら河川水を河口付近に設けた壌を利用

して取水し、安定水源として開発する西系列

水源開発計画の残された事業としては、①残

る2河川 (11河川の取水施設は完成)の開発、

②今回紹介した西系列幹線導水施設の整備の

推進、③国直轄の大保ダムの早期完成の3つが

上げられる。導水管については、計画延長約

132kmのうち大保ー伊波間の53kmを除く

79kmがすで、に完成し現在供用中である。

「多数の小規模河川とダムの組み合わせに

よって安定水源の確保を図るjことを命題と

して当事業を推進しているが、複雑多数に分

散した施設の機能を十分に発揮させるととも

に、効率的な施設管理の確立が今後の重要課

題と考えている。
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事輔瞬隠i殿滋 態様競鍛踏襲

1 .はじめに

ふるさとを愛し、ふれあいのある町をめざ

す川崎町は、福岡県中央部よりやや東寄りに

位置し、東西4.9km、南北12.6kmの総面積

36.12km2に及ぶ南北に細長い町である。

北は田川市、東は大任町・添田町、南は山

田市および嘉穂町に按し、周囲を山に固まれ

た田川盆地の南部にあって、九州北部の内陸

型気候のために、温暖でしかも風水害の少な

p良好な気象条件に恵まれている。

町はJR九州豊前川崎駅を中心に、東西約1km

にわたり商届街が続き、これを取り巻く形で住

宅街が形成されている。北部は住宅団地、集落

が混在し、この地区を貫通する国道322号線お

よび県道添田赤池線の沿線には各種届舗等の商

業施設が、また、国道322号のバイパス沿いに

は企業が多く進出し、商工業地区として発展し

ている。南部は県道田川桑野線沿いおよび中元

寺川両域に豊かな穀倉地帯と集落が点在する

福岡県川崎町水道課

工務第1係長 藤川英則

農村地帯となっている。一方、自然豊かな最南

部の山間地には、近年、観光リンゴ園に併設し

てキャンプ場などの施設を備える渓流と森林の

「戸谷自然ふれあいの森」が完成した。

本町は石炭産業とともに発展してきたが、

昭和33年当時の人口4万3102人をピークにそ

の後は減少の一途をたどり、平成2年には2万

2046人と約半減している。しかし、人口の減

少に反して世帯数は微増傾向にあり、格家族

化が進んで、いる乙とが伺える。水道の普及率

は95%と全国平均並みであるが、南部地区に

集中的に未普及地域を残している。

2.水道事業の沿革

上水道の創設は、昭和32年4月17日に池尻お

よび本町地区を対象として認可を受け、昭和

34年5月より給水を開始したことによる。その

後拡張事業を進め、昭和45年の第3次拡張事業
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図1 位置図

玄界灘

では炭鉱閉山に伴うそれらの施設整備事業を

実施した。

移管に伴うさまざまな問題をかかえなが

ら、 1日最大給水量を3，300m3
/ 日から6，270m3

/日と増大する一方、炭鉱の水道施設を引き

継いだために施設管理に多くの労力と費用を

要してきた。

昭和53年の第5次拡張事業では、水源を地下

水に求めた真崎浄水場を新設し、無人化自動

運転による給水を開始した。しかし、水源池

の地質が鉄・マンガンを多く含む古代3紀層

(大焼眉)頁岩のため、水質の保持には特に

注意を払わねばならなかった。之の拡張では

給水量を8，400m3
/ 日まで増大した。

平成6年、西日本一帯は過去に例のない異常

渇水に見舞われ、本町も初めて夜間断水を余

儀なくされた。水の大切さを痛感した年であ

ったが、その傷が癒える間もなく平成7年1月

17日に阪神・淡路大震災が発生し、その甚大

な被害の模様から水道施設の脆さを改めて知

らされた思いがした。

現在、平成3年7月5日に認可を受け、平成12

大介県

年を目標年次とする第7次拡張事業を執行中で

ある。自己水源7，OOOm3
/ 日に加え新たな水源

を求めて広域的水道整備計画 (5，OOOm3
/ 日)

に参画し、合計給水量を1万2000m3
/ 日とする

計画水量を設定している。

之の事業では、田川地区水道企業団からの受

水方式を併用するとともに、地下水に依存した

旧浄水場を休止し、老朽化した浄水場の改築を

計画している。また、施設・管路の耐震化に当

たっては、国・県の補助を積極的に活用し、ラ

イフラインとしての水道施設の高機能化と安定

化に努めている。

3.水道施設の概要

水利系統図を図2に示す。広域水道計画分は、

建設中の耶馬渓導水トンネル、既設の油木導水

トンネルを経由し、大内田横坑分水井から田川

地区水道企業団に連絡されたあと、島廻および

真崎の2ヵ所の配水池で受水される。

一方、自己水量分は、中元寺川表流水、彦山

川伏流水および若干の大峰水源地下水を水源と

し、新たに川崎浄水場を建設中である。



金田町

(新設)受水系
(Q=5，OOOm3/日)

両1震形ダクタイル鉄管 (SII形)による第7次拡張事業

図2 水利系統図

~也区水道全長む
北九州市井手浦浄水場

E 
導

田川地区水道 4
企業団浄水場ル

油木貯水池
(有効貯水量17.450千m3)

図3 浄水施設フ口一図
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表1 第7次拡張事業概要

工種 形式 有効容量/延長 施工年度 備 考

新設浄水場 急速ろ過方式 Q1=7，000m3
/ 日

広域水道 企業団受水 Q2=5，000m3
/ 日 平成6-12年度 建設中

配水池
地上式円筒形PCタンク

// 
// 

// 

配水管 ダクタイル鉄管
(補助)

SII形++ 4+ 250 // 200 
λ， 150 
// A 形 250

配水管
SII形o300-o 100 (単費)

4.配水管整備計画

1.8 II形耐震管採用の背景

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震

災は、全国の水道事業者にとって大きな課題

を提起した。第7次拡張事業において、一部配

水管整備に着手した段階でこの震災が発生し

たわけであるが、被害状況が明らかになるに

つれ、水道施設における管路施設の耐震化の

重要性が浮き彫りになってきた。

当初、配水幹線はA形ダクタイル鉄管により

計画・一部施工されてきた。しかし、管路被

害が継手部に集中するのを目の当たりにし、

乙れらの改善の必要性を痛感した。

さらに問題がある。川崎町はもちろんの乙

と、近隣市町村は石炭産業で栄えてきた町ば

かりである。そのルーツは江戸時代末期にさ

かのぼり、最盛期の昭和20-30年代には採炭

会社が30数社を数えるに至った。出炭量も昭

和26年から昭和46年の廃鉱までに1000万トン

(J川崎町誌資料による)に及んだ。しかし、

採掘後の坑道は放置されたままであり、坑内

には地下水が充満して、かろうじて安定を保

っている状態にある。

このような地理的地盤的条件下にある本地

区で地震が発生した場合、水道施設が受ける

被害はさらに多大なものになるであろう。

また、無許可採掘が原因である浅所陥没事

計12，000m3
/ 日

960m3 平成7年度 完成
1，100m3 // // 

3，600m3 平成10年度 計画

1，400m 平成7-8年度 完了

1，200m // // 

3，200m 1/ 1/ 

1，070m 平成6年度 1/ 

10，000m 平成4-12年度 建設中

故が、毎年十数件報告されている。そのほか

図6に示すように、給水区域内には幾多の断層

が認められている。本町の送配水管路網は之

のような不安定な埋設条件下におかれている

のである。

ここに第7次拡張事業において、 SII形ダク

タイル鉄管を採用した最大の理由がある。伸

縮・可とう性に加え、離脱防止'性を併せ持つ

継手構造の特長を生かし、地盤変動に柔軟に

対応する鎖持造(免震)管路の形成を可能に

することこそ課題解決のための最適手段のひ

とつと考えている。

SII形耐震管の導入にあたり、構造、性能、

施工法を学習・確認する一方、近隣市町村・の

採用状況を調査した。その結果、田川地区水

道企業団にて軟弱地盤地帯での部分採用の実

績を確認、参考にすることができた。

また、近年水質への関心が高まっている。

原水の水質が良く、優れた浄水施設を有しで

も配水過程で濁水を生じではならない。信頼

できる安全でおいしい水道、ゆとりある安定

した水道をめざし、次の時代に繋げていかね

ばならない。このために今回、建設費の増加

にもかかわらず¥異形管と同様に内面エポキ

シ樹脂粉体塗装直管を併せて全面採用するこ

とにした。
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2.鎖構造管路を形成するsrr形管

継手構造管路であるダクタイル鉄管につい

て、「水道施設耐震工法指針・解説 1997年版J
では、管路の直線部には伸縮量が大きく、抜け

出しを防止する機能を持った伸縮離脱防止継

手を使用し、鎖構造管路とするとある。

また、側方流動、沈下、断層変位などの管軸直

角方向の挙動に対しでも、地盤の変形量を照査

し、同じく鎖構造管路で対応するとある。

図4 継手構造管路の概念図
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図5 srr形管構造図/特性表

ゴム輪

/ 'iックアッフ。1)ング

~ ゴム輪

ノてックアッフ。1)ング

適用 呼 び 径 I~ 75-~ 450 
伸縮余裕長|管長の::!::1%

許容曲げ角度 I~ 75-~ 250:4
0 

~ 300-~ 450:3
0 

離脱防止力 10.3D (ぜ) D:呼ひ勺径(mm)

口Eコ

「水道施設耐震工法指針・解説 1997年版」より

3. )養所陥没事故と断層

地表付近の無許可採掘による地盤陥没事例

を写真1に示す。このような光景は多くの場所

で見られ、時としてその陥波深さが10mを越え

るととも珍しくない。また、図6に代表的な地

質断面図と断層の例および図7に埋庚構造図の

例を示す。

写真1 焔没事故
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長
谷
山

""'" 世 大

図6 断層図

4. S rr形ダクタイル鉄管を使用して

本町は、過去A形ダクタイル鉄管と塩化ピニ

ル管により、配水管整備事業を実施してき

た。今回採用したsrr形耐震管は、その優れた

耐震性を発揮させるために、従来管に増した

注意深い施工が要求される。 A形管に比較して

作業性に劣る部分もあるが、確実な管路網整

備をめざすわれわれにとって、乙のことは小

さな障害でしかないと考える。これからも規

準に沿った確実な施工を心がけていくつもり

である。

なお、施工状況を写真2、3に示す。

写真2 施工状況

写真3 施工状況

岩
石
山

図7 埋戻構造図

アスファjレト

5.おわりに

平成6年度から本格的に始まった第7次拡張事

業であるが、広域水道整備事業である田川地区

水道企業団からの受水事業も約85%が完成し、

平成12年の竣功をめざして順調に進捗してい

る。

之の問、阪神・淡路大震災の教訓を生かし、

さらには本町が宿命的に抱える地盤的悪条件を

克服するために思い切った投資を行ってきた。

sn形ダクタイル鉄管ならびに内面エポキシ樹

脂粉体塗装直管を採用した之とで、建設費の増

加は避けられなかったが、施設とりわけ送配水

管路網の耐震性向上、内面耐久性の改善そして

水質への配慮、が整ったことは大きな成果と考え

ている。

今後ともこの方針を堅持し、清海で安全な水

の供給を通して、基盤施設としての水道施設の

さらなる整備に努めていきたい。

最後に、本事業の実施に関し、ご協力を賜っ

た関係各位に心より感謝の意を表します。
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1聞はじめに

富山市は明治22年4月に市制を施行しでから

今年で108年を迎え、 1世紀にわたり水害その

他の天災や戦災など幾多の困難を乗り越え

て、今日、日本海側有数の中枢都市として大

きく発展を遂げている。

到来する21世紀に向けて、富山市がめざす

都市像「まちには活気と風格、人々の心には

やすらぎと意欲が満ちあふれる『ふるさとと

やま.]Jの実現を図るため、都市整備を積極

的に推進している。

水道事業は、昭和9年に簡易水道として近代

水道のスタートを切ったあと、戦災復興や高

度成長経済時代を経て、急増する水需要に応

えるため、また、隣接町村の合併もあって施

設の統廃合を行いながら、昭和60年度まで4期

にわたる拡張事業を行ってきた。

その後は、 一部老朽している配水管の更新

を中心とする配水施設整備事業を推進し、現

在は今世紀末を目標に第3次5カ年整備計画を

富山市水道局工務課

主幹東輝雄

実施している。之のような状況下にあって、

平成6年に安定供給をめざす「プロジェクト

2001J計画の策定作業に入り、主要事業のひ

とつとして老朽化した石綿セメント管、高級

鋳鉄管等管路の更新・耐震化を盛り込んだ計

画を平成7年2月に立案した。

乙ごでは、管路の耐震化施策決定に至る概

要とダクタイル鉄管NS形耐震継子採用の経緯

について報告する。

2.配水管織の現況

i .富山市の配水管網の現況

昭和9年の水道創設当時から昭和30年頃まで

の配水管は、主に鋼管で布設されていた。そ

の後、昭和20年代後半から昭和30年代中頃ま

では高級鋳鉄管が採用されたが、乙れ以降の

需要拡大期では、事業量の拡大に対応するた

め、配水本管には鋳鉄管が、配水支管には石

綿セメント管が使用された。
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一方、周辺の15に及ぶ集落(村.)では簡易

水道が普及し、配水管の主流は石綿セメント

管で、呼び、径50mm以下ではポリエチレン管も

使用されていた。昭和46年度から着手した第4

期拡張事業で簡易水道をすべて統廃合するご

とになり、その後も存続する乙れらの管路は

本市水道が管理することとなった。

この時期を境に石綿セメント管から塩化ビ

ニル管に替わり、本格的にダクタイル鉄管が

導入された昭和57年頃までは、このように多

くの管種が使用された。そのため現在、維持

管理面において漏水修繕や連絡工事が複雑

で、その資材の調達・確保に苦悩する状況に

ある。

表1、2に、平成8年度末現在の配水管布設延

長と配水管漏水件数の推移を示す。

表1 平成8年度末の呼び径別管種別配水管布設延長
(単位 m、%)

よ¥1竺 1350mm~ 250mm~ 

300mm 75mm 
50mm以下 計 構成比率

(注1) 耐震管 2，524 173，506 176，030 9.3 
鋳鉄管

その他 81，805 786，037 18，142 885，984 47.0 

鋼 管 15，832 22，467 20，031 58，330 3.1 

石綿セメント管 1.119 113，671 14，159 128，949 6.9 

TS継手 131，704 114.430 246，134 13.1 
塩化ピニル管

RR継手 131，147 247，668 378，815 20.1 

ポリエチレン管 10，006 10.006 0.5 

計 101，280 1，358，532 424，436 1，884，248 100 

注1:ほとんどがダクタイル鉄管。(平成7年度末で、の高級鋳鉄管の布設延長は約40km)

表2 管種別配水管漏水件数の推移
(単位件)

λマ 鋳鉄管 鋼管 石綿セメント管 塩化ビニル管 その他
計

直管 j 継子 直管 i継手 直管 i継手 直管;継手 直管 i継子

昭和63年度 18 。59 2 103 3 58 162 8 。413 

平成元年度 23 1 34 。88 1 47 134 7 1 336 

1/ 2年度 24 1 30 1 103 11 72 124 11 。377 

/ノ 3年度 14 8 51 5 110 1 42 161 19 。411 

1/ 4年度 16 1 58 3 78 4 51 168 9 。388 

1/ 5年度 12 。37 。64 4 67 143 21 1 349 

1/ 6年度 20 4 35 1 66 3 48 176 36 1 390 

1/ 7年度 15 1 30 。81 2 54 215 27 。425 

1/ 8年度 14 1 32 2 79 2 47 162 28 1 368 
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2聞配水施設整備事業の概要

第4期拡張事業の目標年度であった昭和60年

度の翌年から第1次配水施設整備5カ年事業に

着手し、当時445km (残存率27%) もあった

漏水事故の多発する石綿セメント管やポリエ

チレン管の路線を優先して布設替えを実施し

てきており、現在第3次2年目に入っている。

また、同時に「赤水Jの発生要因となってい

る無ライニング、鋳鉄管や鋼管の更新事業55km

(残存率3%) は、第2次配水施設整備事業か

ら着手し、石綿セメント管と同様に計画完了

目標年度の今世紀中には終える予定である。

現在実施中の第3次配水施設整備事業の概要を

表3に示す。

来る 21世紀からは、現在布設延長256km

(残存率13.5%) のTS継手塩化ピニル管およ

びポリエチレン管の更新事業を推進するた

め、平成10年に調査(更新計画台帳等の作

成)し、同11年には実施計画 (3期15年程度)

を策定する予定であり、これが完了すれば現

在布設延長379km (残存率20.1%) のRR継手

塩化ピニノレ管を残し、すべてダクタイル鉄管

に切り替わることになる。

表3 第3次配水施設整備事業の概要(平成8年度~12年度)

ぱ
新設工事 改

老 朽 管

本管 支管 石綿セメント管

単独 他工事

事業量 20.0 75.0 '14.8 99.5 
(km) 

事業額
4，090.9 16.343.2 

(百万円)

3.管路耐震化に向けての液状化調査

1.地形園地質

富山市は日本海に面した本州の中央部に位

置し、南部は飛騨山脈に連なる台地で、北部

は富山湾を抱くように富山平野を形成してい

る扇状地である。西側には呉羽山丘陵が突出

し、常願寺川・神通川の二大河川で市内を三

分している。富山平野の台地を構成するのは

第四紀世(更新世後期)の半固結堆積物であ

り、低地を構成するのは第四紀世(完新世)

の未聞結堆積物で、北に開いた船底型の地形

に沖積層が堆積しているような形状を示して

pる。

このように、丘陵地を除けば砂磯や粘土等

の軟弱層の上に形成された都市で、しかも、

中小河川が多く散在するため、地下水で飽和

されているものと推定できる。

更

良 工 事

新
その他の 他工事 合計

無ライニ
改良工事 (下水、道路)

ング管

42~2 20.0 250.0 581.5 

1，365.4 14，801.5 36.601.0 

2.背景

ごの地域は、石川県境の御母衣(みほろ)断

層による天正13年 (1586年)のM7.8と跡津川

断層による安政5年 (1858年)のM7.0~7.1

(震度V~羽)の大地震以降大きな地震を経験

していない。乙のことから、富山県はもともと

震害の少ない地域として容認してきたところで

ある。

折しも、平成5年2月の日本海側で発生した能

登半島沖地震M6.6(富山市震度N)を契機に

震害の可能性を危慎する中、従前の「箇山市水

道防災計画」に代わって、地震時における応急

対策が現実的に活用できるよう福井地震を想定

した「水道局震災対策計画書jに抜本改定し、

平成6年1月にまとめ上げた。

同時に、市議会や職場においても、地震時に

おけるライフラインの安全性とその被害予測が
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話題になる中、開発中の富山駅北土地区画整

理事業の一角に配水幹線布設の計画があった

ので、急濯、耐震管を試験採用(平成6年3月

布設)するととにした。乙れが本市における

初めての耐震管 (5]J形呼び径400mm、L=

106m)である。

3.覆される安全神話

安全神話の風潮が強かった本市において、

改めて地震発生の可能性を検討してみたとこ

ろ、活断層であることが確実な市内の呉羽山

断層(長さ 10km)、友坂断層(長さ4km) を

含む富山県下での活断層は、現在36カ所が確

認または推定されている ([:ml参照)。いずれ

も1000年以上動いていない上、活動記録もな

いだけに今後直下型地震の可能性を否定でき

ないことが判明した。

図1 富山県下の活断層

4.地盤変状調査

過去の地震では、管路の被害は特に亀裂・

崩壊・液状化による側方流動等の地盤変状が

発生した地点で多発しており、管路被害に高

い相関関係を持つことが確認されている。

とりわけ、新潟地震で認識の高まった液状

化による地盤変状は数10cm~数mに及ぶ乙と

から、液状化の可能性の高い地盤での耐震化

は優先的に行っていく必要を憂慮していたと

乙ろである。
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中小自治体規模における管路の耐震化に

は、労力を避けるため無条件採用も一考され

るが、費用対効果の観点、から、耐震化を効率

よく進めるための地域区分と優先順{立付けが

問題となる。これより、市内を500mメッシュ

に区分した地盤変状の危険度マップを作成

し、耐震化計画の基準策定について検討する

ことにした。地盤変状発生危険度マップ(以

下、危険度マップ)の作成手順を以下に示

す。

(1)液状化による危険度マップ

次の①、②の2種類の方法で、液状化の

可能性「大」、 「いくらかあり」、 「な

し」の3段階の判定を行った。

①地形分類図による概略危険度マップ

5万分の1の地形分類図により、共同溝

設計指針1)の判定基準に準拠して液状化

危険度を判定。(I簡易予測法」による判

定)

②ボーリングデータによる詳細危険度マップ

地表面での地震加速度を400galとし、建

設省北陸地方建設局より入手したボーリン

グデータ全222本をもとに水道施設耐震工

法指針・解説2) および東京低地の液状化

予測3) に示される手法で、FL値とPL値を計

算し、表層地盤のFL値とPr;値の両方を考慮、

して各地点毎の液状化危険度を判定。

(2)液状化以外による危険度マップ

呉羽山断層、友坂断層の位置をマップ化

し、乙れを含むメッシュを液状化危険度

「大Jと判定した。

(3)総合的な危険度マップと判定結果

上記の(1)、(2)を総合的に判定し、最終的な

地盤変状危険度マップを作成した。

これにより、市内の約67.7%の地域で地

盤変状発生危険度「大Jまたは IPくらか

ありJという結果になった。また、南部の

台地地区は断層部を除いて地盤変状の発生

危険度は低いという判定結果であったが、

液状化以外で切土、盛土による造成地や傾

斜地では過去に多くの管路被害が発生して

いる事実から、地震時における市内の管路

被害危険度は総じて高いものと判定した。

4.耐震継手sn形ダクタイル鉄管の採用

前述の地盤変状発生危険度を踏まえ、危険

度の高い地域から管路の耐震化を図ることと

したが、その後、阪神・淡路大震災で想像を

絶する甚大な被害を受けた配水施設などを多

くの職員が応急復旧および応急給水活動を通

じて目の当たりに体験するという事実もあっ

て、地盤変状発生危険度の判断基準として次

のような状況を考慮する必要があった。

①被害危険度の異なるメッシュ毎に耐震J性の

異なる配水管を使い分ける明確な基準設定

が困難であること。

②耐震管以外の配水管を布設する一部地域の

住民感情に配慮すべきであるとと。

③耐震管の採用によるコストアップは、工事

費全体で見れば1割増程度であること。

④公共下水道工事等の他工事による布設替え

工事が、毎年総配水管延長の5%前後にな

り、乙の機会を活用する乙とで漸進的なが

ら耐震化率の向上が望めること。

したがって、乙れらの状況判断などを総合

的に考慮、した結果として、対象とする地域区

分や管路の順位付けは行わないことで、平成7

年度早期着工工事を除く通常の新設および更

新事業から耐震継子SII形ダクタイル鉄管に全

面切り替えすることに決定した。

5.NS形ダクタイル鉄管への移行

横須賀市において、平成6年8月から新商品

のT形タイプのSII形(以下、 NS形という)ダ

クタイル鉄管を埋立地で採用したとの情報を

得たとき、水道管の究極は「これだ」との実

感を得たものである。

残念ながら異形管は出現していなかった

が、接合はスリップオン機構で、性能・施工

性・価格面でメリットが大きいとのキャッチ

フレーズに一層興昧を呼び起とした。
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平成7年度当初に行ったsn形管実技講習会

で、同時にNS形管のデモを行い、 NS形用接合

器具(油圧ジャッキ)に難があったものの、

施工性の容易さに注目が集まった。このあ

と、メーカー側の供給体制とその確実性につ

いて絶えず情報収集に当たりながら、本格採

用に向けた問題点の集約とその打開策の検討

を行い、試験採用(老朽管更新事業の一部地

域)の結果や他都市の実態を参考に採用方針

を決定するため、関係課によるNS形耐震継手

採用検討会を設置し、平成9年1月に結果をと

りまとめたものが、次に示す内容である。

i. NS形の構造、性能について

①製造される管体は、呼び径75~250mm

で、管長は既成の管と同様で、ある。

②継手性能は、 sn形と同等で、ある。(表4

参照)

③接合方法は、 sn形より簡素である。ただ

し、専用の接合器具を要するが、特段の問

題はない。

図2 sn形夕、クタイル鉄管の継手構造

ボルト・ナッ卜

図3 NS形夕、クタイル鉄管の継手構造

ロックリング，心出し用ゴム

挿し口

表4 NS形ダクタイル鉄管の継手性能

継子伸縮量 管長の::t:l% (S rr形継子と同等)

離脱防止力 O.3Dtf (D :管の呼び、径rnrn) (S rr形継子と同等)

許容曲げ角度

地震時に曲がり得る最大屈曲角度

2.メーカーの供給体制について

①資材の供給は、生産設備が整い、概ね良好

な体制が期待できる。

②全国事業体の動向として、大都市を中心に

採用する意向が増加傾向にある。

③他都市の採用動向により、供給体制の見込

み違いが危慎される。

3. NS形夕、クタイル鉄管の優位性、問題点につ

いて

①施工上、方締めなどの接合ミスが少なくな

る。

②管材費および接合労務費が若干安価にな

る。

③異形管の接合はメカニカル形に比べ、細心

の注意が必要となるが、高度の技能を要求

4。

8。

(s rr形継手と同等)

(s rr形継子と同等)

するものでない。

④最小切管長に制約があり、下水マンホー

ル等他構造物迂回が生ずる場合、曲管選

択によっては迂回長が長くなるが止むを

得ない。

⑤挿し口加工用溝切りはsn形用キールカッ

ターの替刃交換を要するが、容易であ

る。

4.その他の考慮

①同一管路における管種は、同一管および

同一継手が望ましい。

②切り替えの機会が早ければ、管理上有利

である。

これらの結果をもとに、一つには発注サイド
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として増大する改良事業の進捗が図れること

や接合の均一化が図れること、また、成果品

の品質向上が望めること、二つには、業者サ

イドとして高齢化に有利であること、より慎

重さを求める施工は技術力の向上と意識改革

が期待できることなどの理由から、 NS形継子

が優位であるとして、平成9年度よりの採用移

行を決定した。

6. NS形ダクタイル鉄管の設計と施工

1 .職員および業者への研修

本格採用を検討し始めた段階より、 NS形継

子への移行に備え、職員・業者に対してNS形

継手技術講習会を次の通り開催した。また、

職員についてはNS形管路の設計についても研

修を行った。

<NS形継手技術講習会実績〉

.回数:12回

・延べ参加者数:658名(内業者397名)

なお、すでにT形、 SII形継子の実績がある

ため挿し口加工、継ぎ輪の施工要領、器具の

取り扱いなどを中心とした講習会とした。

2. NS形管路の施工実績

今年度当初から移行したNS形ダクタイル鉄

管の発注実績は次の通りであり、現在、かな

りの量がすでに着工されている。

表5 NS形夕、クタイル鉄管の発注実績

呼び径 (rnrn) 

発注延長 (rn) 

発注件数 (件)

3.設計上の問題点

過去には設計担当係、工事担当係という具

合に職務を分担していたこともあったが、設

計に際し要する現地下調査・地元渉外や、設

計の狙いを工事に直接反映できる、責任体制

が明確になるなど、一貫した流れの方が合理

的であるとの観点、から、現在、一部特殊な水

管橋や構造物を除き、すべて職員が工事の設

計から監督までを行っている。

NS形の設計において当初懸念したことは次

のような事柄であるが、大勢的にはSII形とは

大きな遠いがなく、ほぼ円滑な設計業務を成

し得たものと考えており、設計面では大きな

問題点はなかった。

く設計における当初の懸念事項〉

①継ぎ輪が高価である。(極力使用せず)

②SII形と同様に、乙切管残材の発生量が多

くなる。

4.施工上の問題点(使用の感想)

発注者側としての感想は、 NS形への移行決

(平成9年7月末現在)

定までに要した期間が短く、技術の習得や接

合器具の準備などやや心配な点、もあったが、 T

形、 SII形の実績から業者は順調に対応したも

のと考えている。

写真 NS形ダクタイル鉄管の施工
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施工上の問題点としては、下記の事項に留

意する必要があるが、改良点として掃入力の

軽減に向け、止水性を維持しながらゴム輪を

柔らかくできないものかと思っている。

く施工上の問題点〉

①他埋設物に近接する場合や伏せ越しする場

合などでは、接合器具の使用が容易で、な

t )0 

②継子の解体が厄介である。

③挿し口加工がやや面倒で、ある。

また、当市の発注形態はすべて請負方式の

指名競争入札で、入札参加資格業者48社で行

っているが、今年度から NS形(呼び径75-

250mm) に移行して約4カ月経過した時点、の業

者側の反応(アンケート調査実施)は、総合

判断として、

iNS形が良いJ20% 

「一長一短があるJ75% 

isn形が良いJ5% 

の結果が得られた。乙の中で、 SII形と比較し

て「一長一短がある」とした者が75%を占め

ているが、その主な理由は次のようなもので

ある。

表6 NS形対SII形の総合判断で「一長一短がある」と答えた人の理由

長所として

①接合時聞が短く、施工が早い。

②ボルトがなく、接合部品が少ない。

③直管部の布設はスムースである。

5.今後の要望事項等

NS形継手は、 SII形継手と同等の耐震性能

(伸縮性、屈曲性、離脱防止性)と高い水密

性能 (T形継手と同じ)を有し、かつT形と同

様に挿し込むだけで施工が完了するというキ

ャッチフレーズで、地震に強い水道の施設整

備が関われている最中に出現したもので、総

合的にはSII形継手に遜色ない品質を有してい

るものと考えている。

実際の施工に当たり、他の埋設物が輔鞍し

ているなど、複雑化してきた現場に対応する

際、在来型 (A形、 K形等)のメカニカル形と

短所として

①挿入時の水平確保が必要である。

②メカニカル形に比べて、確実性に不安がある。

③異形管が固定しにくい。

④継手の解体に時間がかかる。

③栓が抜けない。

⑥切管長1m1ま迂回時に制約がで、る。

⑦接合器具に砂が着くと取り付けが不卜分

となる。

⑧輔鞍管路ではジャッキセットが困難である。

施工面を比較しがちであるが、免震機構とし

ての鎖構造管路を構築するためには、管体重

量増加や接合部品などの増加は避けられない

ものであろう。

しかしながら、離脱防止機構ゆえにSII形と

共通する課題もあり、今後の改善点、などの要

望として、次のような改良点を切に希望する

ものである。

①乙切残管発生防止のため、両受管(矩管、

異形管)を製作する。

②乙切残管処理のため、異形管と乙切管が接

続できる継ぎ輪(無伸縮)を開発する。
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③異形管挿入時の安定性を増し、リングジャ

ッキの操作性を高めるため、異形管の挿し

口長(し)を10cm程度長尺にする。

④継子の解体に使用する薄板をワンタッチ式

に改良して、引き抜きを容易にする。

⑤リングジャッキのリングの取り付けを容易

にするため、ワンタッチ式(締付け上部1

カ所)に改良する。

7.おわりに

耐震管への採用切り替えは、設計施工体制

の確立や施工技術の習得のための職員・業者

研修を重ねたととにより、また、平成5年にS

E形ダクタイル鉄管を一部採用した実績もあ

って、ほぼ順調に移行することができたもの

と考えている。水道施設の耐震化は多くの費

用と時間を要するが、コストアップする耐震

管は、 「安定供給Jの面で安心感と信頼性の

向上という付加価値をプラスして、 トータル

的には投資に見合うものと理解をしている。

また、耐震対策は現時点で有効と考えられ

る施策を、できるところから着手してL功、な

ければ進まないというのが実感である。

このことにより、現在推進中の第3次配水施

設整備事業が完了する今世紀中には、配水管

に占める耐震化率は表7の通りになる。

地震危険度をまったく予知し難い事態に備

える水道施設の耐震化は、軟弱地盤での対応

はまだしも全市一円での実施に対し、一部で

その必要性について疑問視している者も少な

くない。しかし、雪国富山における一面銀世

界時の被災は、想像の域を脱しないし、経験

が物言う時代ではなくなっている現況(職員

の高齢化、在籍の短期化)では、ハード・ソ

フト面での補完が重要になっている。

経営基盤の安定なくして安全の確保ができ

ないことは十二分に理解できる故に、鶏が先

か卵が先かという机上の理論より、まずは血

管部に当たる給配水管の耐震化を図る之と

が、中小事業体にとって手掛けやすい部分で

ないかと思っている。

耐震化はいわば水道施設の再構築であり、

水源の複数化、幹線管路の二重化等のパック

アップシステムや大都市で実施している大容

量管路など今後めざす施策は数多くあり、な

お一層の「安全Jを構築していくためのrisk

controlの必要性を強く感じている。

表7 第3次配水施設整備事業計画 配水管耐震化率の推移

ょι1平成7年度
平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

以前

新設延長 (m) 17，200 17，900 22，100 19，000 19，000 14，800 

更新延長 (m) 61，100 79，800 80，000 97，400 97，400 129，600 

累 計 (m) 78，300 176，000 278，100 394，500 510，900 655，300 

耐震管の構成比率(%) 4.2 9.3 14.6 20.5 26.3 33.4 

(平成8年度末配水管布設延長=1，884，200m) 

参考文献

1)共同溝設計指針、 (社)日本道路協会、 1989年
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3)東京低地の液状化予測、東京都土木技術研究所、 1987年
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計画課長補佐大沢章宏

建設課技査 笹本民也

計画課技師 北城祐司

1 .はじめに

八戸圏域水道企業団は、その前身である八

戸市水道部時代の昭和43年十勝沖地震の被害

を教訓!として、数々の耐震化を進め、ループ

幹線(図1) に昭和49年から全国に先駆けてS

形ダクタイル鉄管を採用して以来、昭和61年

末端給水型広域水道企業団として発足してか

らもその思想は継承され、その有効性は平成

6年12月三陸はるか沖地震において実証され

た。そして、現在では導送配水管のすべてに

S形・ SII形等の耐震管を採用している。

今回、ループ幹線の一部となり、かつ、基

幹施設である白山浄水場から南高台配水池間

を連絡する送水管路の一部を施工するにあた

り、交通事情、地下埋設物、土質(地盤)条

件などの制約を受けながら、免震管路の特性

を継承するための工法を模索した結果、推進

工法用ダクタイル鉄管(呼び径800mm US 

形)による最長248.0mに及ぶ長距離直押し推

進工法の採用に至り、施工を行った。

図1 ループ配管構想図
N

上
。
!

凡例

一→ 緊急しゃ断弁

緊急rIH:l7J(拠点。
ム 明1設符の挙動観測鈎所

一 完成区|品l

施 工区f，JJ

一一一一一一一-- 未 施 工 区 間
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本稿では、それらの採用に至るまでの検討

過程、施工実績について報告する。

2圃環境(施工〉条件

管種、継子、工法などの検討は、下記の施

工条件のもとで、行った。

1)管路は、呼び径700mmS形ダクタイル鉄

管で布設されたループ幹線で、配水池聞を

結ぶ重要な送水管路であるとともに、災害

時には緊急貯水施設の機能を維持するこ

と。

2)市内中心街を東西に通る交通量の非常に

多い幹線道路であるため、工事区域は4車

線中、 1車線しか占用できない制約があっ

た。

3)上下水道管・ガス管 .N廿ケーブルなど

が輔鞍しているため、開削施工は困難であ

る。

4) 予定路線の土質は、腐植土層と砂磯層か

らなり、腐植土層はN値O~2、合水比300

~500%で、開削施工の場合、全線にわた

り地盤改良などの補助工法を必要とする。

また、砂磯層は、 N値20~50以上、磯径は

5-40mmが主体で、最大磯径は200mmで、

ある。(図2)

図2 地層断面図
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1工区 L=180.2m

以上の条件から、全線開削施工、交差点の

みの推進工法による施工、全線推進工法によ

る施工などについて検討した結果、開削によ

る近隣家屋の損傷や交通に与える影響が比較

的少なく、地下埋設物の下に布設できる推進

工法を採用し、地盤が軟弱なため直線推進が

可能で、かつ、近隣家屋や地形、交通などを

考慮した最大推進可能距離となるように推進

立坑位置を決定し、管種、継手などについて

の検討を行った。

2工区し=217目8m 3工区し=248.0m

3.推進の方法および推進管の管種につ

いての検討

1)推進工法用の管関は、推進工法用鉄筋コ

ンクリート管をさや管としてダクタイル鉄

管を挿入する方法と、推進工法用ダクタイ

ル鉄管を直押しする方法の2工法で検討し

た。この2工法を比較すると、さや管方式

はより長距離の推進が可能なため立坑数が

少なく、交通に与える影響が比較的少ない

が、経済比較した場合1.6倍と高価になる
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ため直押し方式とした。

2)管路は呼び径700mmS形で、あるが、 US形

推進管の最小規格呼び径が800mmで、ある

ため、呼び径800mmUS形推進管とし、こ

の管は継手部の曲げ剛性が大きいため、カ

ーブ推進の採用は困難と判断し、直線形と

した。

3) 鉛直方向荷重に対する推進管の管厚は、

水圧・土圧などの鉛直方向荷重がすべて同

時に作用するとした管厚計算式から求め、

9.7-9.9mmとなり、 4縄管 (T=10.0mm)

で設計管厚を満たし、推力に対する許容括

抗力は490tfである。推力の安全率を1.25

(許容抵抗力の8割)と設定すると、推力

は392tf以内となり、地質によっても異な

るが、推進可能距離は233mとなる。そこ

で、推進距離の長距離化を図るため、ま

た、送水管路の重要性や施工時の安全性を

鑑みてグレードをワンランク上げ、 3種管

(T=11.0mm) とすると、許容抵抗力は

590tfで、安全率を考慮、した推力は472tfと

なり、計算上、推進距離は282mまで可能

となるため、 3種管を採用する乙ととし

た。

4) 推進管の管長については、推進工法用ダ

クタイル鉄管の規格は6m管と4m管の2種

類あるが、最近の推進技術の向上と立坑築

造費も加昧した経済比較の結果、継手数の

少ない6m管を採用した。

以上の検討から、推進工法による施工とし

て、近隣家屋や交通に対する作業ヤードの位

置などを考慮、し、 180.2m、217.8m、248.0mの

3スパン、立坑数4カ所の長距離推進とし、使

用管種は推進工法用ダクタイル鉄管と決定し

た。

4.継手についての検討

今回、施工を行う管路は呼び径700mmS形に

よるもので、重要度の高い管路であるため、

当初求めた機能は、 US形推進用管であってもS

形と同様の機能(伸縮量管長の土1%)であ

る。しかし、呼び径800mmUS形にその機能を

持たせた場合、通常のUS形においてもP寸法

がS形と比較し75mm長いものが、さらに管長

の2%(120mm)長くなり、 P寸法が525mm必

要となり受口形状が巨大化し、管の製造上、

精度の確保が非常に難しくなる。そのため、

伸縮量は管長の1%とし、その1%の配分につ

いて十1% (伸びのみ)と:1::0.5% (伸び・縮

み)の2種類として検討を行った。(図3)

(1)管長の+0.5% (伸び) ・-0.5% (縮

み)の伸縮量とした場合の施工性

伸縮量を土0.5%とする場合、推力伝達

のためのディスタンスピースを継子部内面

に挿入し、ディスタンスピース分の隙間の

空く外面には、土砂流入防止装置を設け、

-0.5% (縮み)の伸縮量を確保するもの

で、推進完了後、裏込め注入作業の前に

ディスタンスピースを撤去する。

(2)管長の+1% (伸び) ・-0%(縮み)

の伸縮量とした場合の施工性

通常の施工方法で、推力は外装フランジ

から受口端面へと伝えられ、 (1) のよう

な作業は伴わない。

検討 (1) N値0-2の軟弱層において、地

下に堆積しているきわめて含水比の高い腐

植土の圧密現象が原因で、管路は平常時で

も沈下し、軸方向への抜け出しが生じると

考えられる。

検討 (2) 前検討より地震時の伸び余裕量

を多く確保するために伸縮量を伸び側の+

1%にした場合、圧縮力に対しては管の耐

圧縮力で対抗する。之の場合、地震時に継

子部に作用する圧縮力は地震波の1/4の長

さと土の摩擦力に相当し、次式にて計算で

きる。

継手に作用する圧縮力=foL/4

=μπDL/4000 

=0.075D (tf) 

ただしfo:管1m当たりの管と土の摩擦

力

(=μπDL/1000ぜ)
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図3 推進工法用us形継ぎ手構造図

@十1%の伸縮量

外装フランジ

挿し口突部

~ 
伸縮量(管長の+1%)

P 

.:::tO.5%の伸縮量

外装フランジ

ド--1 l-斗
伸縮量(管長の土0.5%)

μ:管と土の単位面積当たりの摩擦力

(=1tf/m2) 

L:地震波の波長 (=100m)

D:管の呼び径 (mm)

今回用いる推進管は呼ひ、径800mmで、ある

ため、最大60tfと計算されるが、 3種管の

耐圧縮力は、推力に対する許容抵抗力に相

当し、 590tf(0.7 4Dtf)で約10倍となるた

め強度上の問題はないと考えられる。

検討 (3) 伸縮量が土0.5%の場合、推進完

了後、外面の推進用の滑剤をセメント系

の裏込め剤に置き換えるが、その際にセ

メント分が土砂流入防止装置の中に入り

込む可能性があり、縮み側の伸縮量が期

待できない恐れがある。

以上の検討から、本工事においての管継手

の伸縮量は、軟弱地盤による管路の沈下・地

震時の管路の挙動などを考慮、し、管長の+1
%、ー0%(伸び側のみ)にて施工することと

した。
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5.工事の繍聾(圏4駒平面図)

図4 推進工平面図
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①工事件名:南高台ルート(鍛冶町一類家一

丁目)東工区・西工区送水管

推 進工事

②工事期間:平成8年3月22日一平成9年2月

14日

③施工筒所:青森県八戸市鍛冶町一類家一丁

目地内

④工事内容:泥水加圧推進工

施工延長3スパン646.0m

3工区し=248.0m

(180.2m、217.8m、248.0m)

立坑 4カ所

開削工施工延長246.7m(59.7m、

187.0m) 

⑤使用管種:呼ひ、径800mm推進工法用ダク

タイル鉄管(一部UF形)呼び

径700mmS形およびKF形ダク

タイル鉄管(一部呼び800mm)

(写真1)

写真1 推進工法用ダクタイル鉄管us形呼び、径800mm
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6.施工

1)立坑、推進深度および傾斜

立坑、推進深度および傾斜を表1に示す。

立坑設置位置は、軟弱地盤あるいは高地

下水位のため、坑口前面および底盤の地

盤改良を行った。

表1 立坑

発進立坑

第1工区 鋼矢板10.0X2.8X7.4m

第2工区
鋼矢板10.8X3.2X6.4m

第3工区

2)推進機

推進機の主な能力を表2に示す。

今回採用した推進機は、 1工程の泥水加圧

式であるが、前出の土質条件に対応するため

磯対応型の掘進機を採用し、下水道管や水路

の基礎松杭が予想されたため、流木に対応で

きるピットを付加し使用した。(写真2、3)

写真2 掘進機(腐食土層用カッターヘッド)

また、本機は下水道推進管用のため、掘進

機外周に9mmの鉄板を巻き、 us形推進工法用

ダクタイル鉄管に対応できるように改造し

た。

3)推進力および精度

推進力および蛇行量の実績を表3に示す。

到達立坑 推進深度および傾斜

5.5-6.2m、2.00%
ライナプレ}ト5.5X3.0X6.6rn

5.0-5.5m、0.28%

鋼矢板3.2X2.8X6.4m 4.5-5.2m、0.28%

表2 推進機能力

推進力 最大ストローク カッタートJレク

第1工区 800tf 1.0m 6.7tf-m 

第2・3工区 600tf 3.0m 4.2tιm 

写真3 掘進機(砂磯麿用カッターヘッド)

①推進力

実績推進力は全体的に計算値を下回る値

で推移した。それは、オーバーカッターピ

ットによるオーバーカット(推進管外径

973m聞に対し掘進機外径1008mm'写真

4) と、一液型の高分子溶液の滑剤の積極

的な注入の効果があったものと思われる。
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us形ダクタイル推進管による長距離推進工事

写真4 掘進機(外径呼び径1008mm)

②精度

今回採用した推進機械は、発進立坑側の中

央操作盤にてすべて遠隔制御する方式であ

る。方向の制御は、掘進機後部に設置され

たテレビカメラによってテレビモニターに

映し出された泥水圧力計などの計器類や発

進立坑から推進の中央線に照射されたレー

ザーがターゲットのどの位置にあたるかを

確認しながら行った。また、推進速度、泥

水の圧力・流量、滑剤注入などの管理也中

央操作盤・油圧ユニットにてすべてリアル

タイムで制御することができた。そのこと

により、良好な到達精度を得ることがで

き、心配された両到達立坑内における接続

も支障なく行うことができた。

(表4、写真5、6、7、8)

表4 推進力および到達精度実績表

~ 
推進力(ぜ) 到達精度(mm)

計算値実績値 上下 左右

1工区(180.2m) 344 300 下40 左10

2工区(217.8m) 445 135 下10 右10

3工区(248.0m) 417 160 上16 右15

写真5 掘進機据え付け状況
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写真6 推進状況

写真ア 到達状況(腐食土壇側)



us形ダクタイル推進管による長距離推進工事

写真8 到遼状況(砂磯麿側)

③地盤の沈下

推進による地盤沈下の有無の確認のため沈

下測量を行ったが、全線にわたり沈下は見

られなかった。

ア飽おわりに

S形鎖構造の管路上で、 L功=に耐震性を継続

させるかという点に重点、を置いて検討をし施

工を行ったが、全国的に見てもまれなケース

で計画の段階から苦慮、したが、 us形推進工法

用ダクタイル鉄管による長距離推進工事は、

地元対応、交通事情、軟弱地盤および磯地盤

に対応した施工面などにおいて適切な選定で

あったと思われ、懸念された6m管という通常

の推進管よりも長い管による方向修正も特に

支障なく行うことができ、施工結果も予想以

上の成果を得て無事終了した。

今後、地方都市でも都市化が進み、工事に

は多種多様な制約が課せられ、施工条件が厳

しくなり、今回のような長距離による推進工

事が増加すると予想されるが、その際、本報

告がなんらかの参考になれば幸いで、ある。

最後に、今回の推進工事を無事故で施工さ

れた工事関係者および支障物件の移設など、

ご協力いただいた関係各位に感謝する次第で

ある。
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慎重通話語ι 孟議長議益事1三襲撃さを言明.警護主主主望書三三円主円ださ-域
間罫;脹董孟葦震霊毘酉皆麗ふJ醗一ヌ轟ケケ一J令μμコ111銭斜Z乏怒訟綜科2き誇将減1塗玖将2予兎ミ菜芸111芸翠尋謡詫?き芝禁翠塗;ぎ妥窒害雪害窒婁;言言1注:忍奈滋号詰訟3漆議潟鴻誌詳再返窓総総1主姿総ω治悦言裟渋総ω以安災ω以同正ぷ以以ミ怒玖;弐防ご

J漂三ι重弓雪に:ぷ愚E聖聖市=ι聖聖ぷ三認霧三三雲零I言詰I三三言三吉言:三三言Z芸主い妻顎望号三言言語草案三三三-と百-ミ宗与

1 . Iまじめに

1997年3月26日午後5時31分、鹿児島県薩摩

地方を震源とするマグニチュード6.3の直下型

の強い地震があり、鹿児島県川内市、阿久根

市、宮之城町で震度5強を観測したほか、九州

各地で震度4を観測した。

鹿児島県では、気象庁の震度計とは別に科

学技術庁と協力して前年9月に本格稼鋤した

“震度情報ネットワーク"により、県内96市

町村-すべての役場の敷地などに震度計を設置

している 1) 。乙のうち、鶴田町では震度6強、

阿久根市と東郷町で震度6!S!9を記録した。

約2ヵ月後の1997年5月13日午後2時38分に

も、同じく鹿児島県薩摩地方を震源とするマ

グニチュード6.2の同様の地震があり、川内市

で震度6!S!9、宮之城町で震度5強、阿久根市で

震度5弱を観測したほか、九州各地で震度4を

観測した。

乙の報告は、各々の地震発生の数日後から

日本夕、クタイル鉄管協会

技術委員戸島敏雄

大演博保

金子正吾

ー下隆幸

現地で水道管路の被害状況および被害地点の

地形、地盤の亀裂状況など、地盤変状につい

て調査した内容をまとめたものである。

2.地麗の概要

鹿児島県北西部地震および鹿児島県第二北

西部地震の概要を表1に示す。

気象庁による、鹿児島県北西部地震におけ

る各地の震度を図1に、鹿児島県第二北西部地

震における各地の震度を図2に示す。

科学技術庁防災科学技術研究所の強震計デ

ータ (K-NET)による、川内市および宮之城

町での時刻歴加速度波形を図3に示す。最大加

速度は鹿児島県北西部地震においては宮之城

町で、493gal(東西方向)、鹿児島県第二北西部

地震においては同じく宮之城町で、901gal(東西

方向)が記録された。



1997年鹿児島県北西部地震における水道管路被害調査結果

表1 地震の概要

鹿児島県北西部地震 鹿児島県第二北西部地震

発 生日 時 1997年3月26日午後5: 31 1997年5月13日午後2: 38 

震 源 地 鹿児島県北西部(東経130.3
0

、北緯32.0。付近) 鹿児島県北西部(東経130.3
0

、北緯31.9
0

付近)

震源深さ 約20km 約8km

マグニチュ}ド(M) 6.3 6.2 

震度6弱 一 川内市

各 』一一一ーーー一一回い一一ー一一ーーーー一一ー一一ー一一ー一一ーーーー一一ーーー-ー L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

震度5強 川内市、阿久根市、宮之城町 宮之城町

地 、でーー回目 ・ーーーー ・ーーーー ートーーー一一一一ーーーー一一一ーーー一一ー一一ーー一一一一一一一 ト一一ーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーー一ーー一ー--ーーーー一一ーーー一一一ー

震度5弱 阿久根市

の
戸町司自 ーーーー 』ーー--いーー 幽由・-・自由幽m ・-ーー 圃-ーー ・ーーーー ー回目ー・ ーーーー・ ーーーーー ーーー--ド一一一一一ーー一ー一一一一一一ーー一四ー一一一一一ー一一ーー

鹿児島市、枕崎市、大口市、隼人町、 鹿児島市、枕崎市、大口市、隼人町、

震
小浜町、熊本市、八代市、人吉市、 八代市、人古市、芦北町、大矢野町、

震度4
度 牛深市、芦北町、松橋町、大矢野町、 都城市

都城市

一
(気象庁発表)

図1 鹿児島県北西部地震(3月26日)に

おける各地の震度(気象庁発表)

図2 鹿児島県第二北西部地震(5月13臼)に

おける各地の震度(気象庁発表)

x...震源

⑤・・・震度5強
4…震度4

.4求口

@⑤宮之城

.4隼人
! .4都城

x...震源

6 …震度6~~
⑤・・・震度5強

5 …震度5~~
4…震度4

.4求口

@⑤宮之城

.4隼人
i .4都城
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図3 時刻歴加速度波形(科学技術庁防災科学技術研究所の強震計データ (K-NET)) 

川内NS(3/26 17:32:06~17:32:16) 

最大値:211gal

~ 2 
ε 
~ 0 
制

型-2
4ミ

-4 

-6 

10 
Time(s) 

宮之城EW(3/26 17:32:04~ 17:32: 14) 

6 
最大値:493gal

i !..^U" lÌ h~ ~I ハ.I~，. M~ ， I ~~州 l 川九ハん川
町一f川 ~~~W ~ r川~v ~ ~川 JiJJji

nhu 

6 

川内NS(5/13 14:38:46-14:38:56) 

最大値:300gal

3 f「 Ai fA~ 川~~ 川̂̂ ハ̂̂̂ 八ハiJI--ν川

円

U
n
o
F
O
A斗

n
t
n
u
n
t
A
U寸
《

h
u
nり
n
u

-

-

一

一

一

寸

(
N
凶

¥ε)Mm制
高

-

宮之城EW(5/13 14:38:45-14:38:55) 

最大値:901gal

表2 水道事業の概要

3園水道施設の概要

調査は、水道管路の被害が多く発生した

川内市、宮之城町、鶴田町の3市町で実施

した。 3市町の水道事業の概要を表2に、管

種別管路延長を表3に示す。

(平成6年現在)

事業体 給水人口(人) 平均給水量(m3
/日)

川内市 50，777 17，261 

宮之城町 14，098 3，554 

鶴田町 4，335 1，300 

(出典:1995年版「水道年鑑」、水道産業新聞社発行)



1997年鹿児島県北西部地震における水道管路被害調査結果

表3 管種別管路延長 (単位 km) 

主主竺 鋳鉄管 ダクタイル鉄管 鋼管 石綿セメント管 硬質塩化ピニル管 合 計
(CIP) (DIP) (SP) (ACP) (VP) 

川内市 18.8 44.9 3.3 12.3 244.7 324.1 

宮之城町 2.1 3.0 7.6 3.8 51.1 67.5 

鶴田町 0.0 0.3 0.9 6.9 63.7 71.8 

(注)SGPも布設されているが、延長距離は不明
(出典:平成7年度版「鹿児島県の水道 平成6年水道統計調査J、鹿児島県水道協会発行)
*鶴田町は平成8年現在の値。同町水道課による。

4.水道管路の被書状況

75 

3市町の管種別被害件数および管種別平均被害

率を表4に示す。また、管路の被害状況を写真1

一3に示す。管種ごとの被害形態別被害件数を表

5に、管種、呼び径別被害件数を表6に示す。

表4 管種別被害件数 a 平均被害率

鹿児島県北西部地震(3月初日) 鹿児島県第一北西部地震(5月13日)
事業体 管種

件数 平均被害率(件/km) 件数 平均被害率(件/km)

DIP 。 。 。 。
CIP 。 。 。 。
ACP 2 0.162 1 0.081 

SGP 。 1 

川内市 SP 1 0.303 2 0.606 

VP 1 0.004 8 0.033 

その他 1 。
計 5 0.015 12 0.037 

DIP 。 。 。 。
CIP 。 。 。 。
ACP 3 0.789 1 0.263 

SGP 。 。
宮之城町

SP 3 0.395 。 。
VP 3 0.059 10 0.196 

その他 2 。 一

計 11 0.163 11 0.163 

DIP 。 。 。 。
CIP 一 一

ACP 9 1.304 l 0.145 

SGP 1 。
鶴田町

SP 1 1.111 1 1.111 

VP 8 0.126 1 0.016 

その他 2 。
計 21 0.292 3 0.042 

(注)被害件数が極端に少ない項の平均被害率は参考程度に考えるのがよい。
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表5 管種・被害形態別被害件数

ヰて 鹿児島県北西部地震 鹿児島県第二北西部地震

ACP SGP SP VP その他 合計 ACP SGP SP VP その他 合計

継子部抜け 5 1 7 14 3 5 8 

継子損傷 4 1 3 1 9 1 11 12 

継子部漏水 4 4 。
ネジ部破損 2 2 1 1 

管体破損 。 2 2 

その他 2 1 1 4 1 1 

詳細不明 1 2 4 2 2 

A口、 計 14 1 5 12 5 37 3 1 3 19 。26 

表6 管種・呼び径別被害件数

J± 鹿児島県北西部地震 鹿児島県第二北西部地震

~50 ~100 ~150 200-その他 合計 ~50 ~100 ~150 200~ その他 合計

ACP 2 5 7 14 2 1 3 

SGP 一 1 1 1 

SP 1 3 1 5 1 2 3 

VP 7 3 2 12 13 3 2 1 19 

その他 一 5 5 。
合計 9 9 13 1 5 37 13 6 3 3 1 26 

写真1 管路の被害状況例(1) 写真2 管路の被害状況例 (2)

(鹿児島県北西部地震)

(VP ~ 50X ~ 40 片落管継手損傷、

図4-No.①地点)

(鹿児島県第二北西部地震)

(SGP ~ 1∞ ネジ継子部破損、

図4-No.⑦地点、)
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写真3 管路の被害状況例 (3)

(鹿児島県第二北西部地震)

(ACPO 2∞継手破損、宮之城町内)

(1) 鹿児島県北西部地震 (3月26日)

① 川内市で5件、宮之城町で11件、鶴田町

で21件、計37件の管路被害が発生した。

② 3市町を合計すると、管路被害は石綿

セメント管 (ACP)が14件ともっとも多

く、次に硬質塩化ビニル管 (VP)が12

件と多かった。また、ダクタイル鉄管

(DIP)および鋳鉄管 (CIP)には被害は

発生していなかった。なお、ダクタイル

鉄管の継子はA形継子であった。

③ 被害の大きかったACPでは、継子部抜

けが5件、継子損傷が4件、継子部漏水が

4件であった。

④ VPでは、継手部抜けが7件、継子損傷

が3件であった。

(2)鹿児島県第二北西部地震 (5月13日)

① 川内市で12件、宮之城町で11件、鶴

田町で3件、計26計の管路被害が発生し

た。

② 3市町を合計すると、管路被害はVPが

19件ともっとも多かった。鹿児島県北西

部地震と同様、 DIPおよびCIPには被害

は発生していなかった。

③ VPの被害形態は、継手損傷が11件、

継子部抜けが5件であった。

5園地盤変状と管路被害との関係

川内市、宮之城町、鶴田町の各中心部での

被害地点を図4-6に示す。また、管路被害地

点での地形、地盤変状の調査結果例を表7に示

す。表中の調査地点No.は、図4-6の被害地点、

の番号に対応している。また、管路被害地点

での地表面の亀裂および地表面の地盤変状の

状況例を写真4、5に示す。

図4 JII内市中心部の被害地点

(鵠…北西部地震による被害、 A …第二北西部地震による被害)
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図5 宮之城町中心部の被害地点

(骨…北西部地震による被害、品…第二北西部地震による被害)

図6 鶴田町中心部の被害地点

(輔…北西部地震による被害、品…第二北西部地震による被害)



調査 被害

地点

No 管路

VP 
① 

回50

SP 
② 

が150

ACP 
③ 

両75

ACP 
④ 

再100

VP 
⑤ 

回50
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表7 管路被害地点での地形・地盤変状の調査結果例

(鹿児島県北西部地震) (鹿児島県第二北西部地震)

地形等の

地盤変状等の状況

状 i兄

地盤沈下

平坦地盤 IffI 

~r x被害箇所

(VP困50X再40片落管損傷)

十語 梁 醐醐江3ル被。ボ害望R箇畳部所き一裂lい一一一 橋

一一町一「叫「い-_→1「tE一mm 平坦地盤

平坦地盤
-~唯一一

(T被S継害手筒損所傷)

傾斜地盤 ド 吐 県2

被害箇所
(継手部潟水)

平坦地盤 巴ト
(詳細不明)

一

調査 l被 害l地形等の

地点|

No I管 路 | 状 況
地盤変状等の状況

道路 橋SP 
梁?~二三l~一一十___f!I!⑥ 橋

⑦ 

③ 

が200

SGP 

回100

VP 

戸20

VP 

傾斜地盤

傾斜地盤

L正三三L 被害箇所
シュー I(継手部抜け)

地盤傾斜30

-.x司 ~崎両』

被害箇所 一

(ネジ部破損)

地盤傾斜20
I:;mm 

下 f L
被害箇所

(継手損傷) 中130mmの地盤

被害箇所 C__ 

(SPとVPのつな 1';__川川

ぎ目折傷)

沈下あり

①傾斜地盤
地銭傾斜150

戸20 I 地盤傾斜20

SP 
⑮橋

同150

e>ぐγ'

道路 橋

.Jt_______.一ー

梁L!c::::::c，-

| 被害箇所
I (継手部抜け)

写真4 平坦地盤の亀裂、地盤沈下例(鹿児島

県北西部地震) (図6-No.⑤地点)

写真5 傾斜地盤の亀裂例(鹿児島県第二北西

部地震) (図5-No.⑧地点)
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① 表7には平坦地盤において地盤沈下が

発生した場所について示したが、これ以

外に地盤沈下が発生せずに管路被害が生

じたものも多く見られた (23件)。

② 橋梁の添架管の被害は川内市で3件、

宮之城町と鶴田町で1件ずつ生じた。被

害形態は、いずれの場合色道路と橋の接

合部近傍の継手の抜けや損傷などにより

漏水が発生したものであった。

平成9. 10 第63号

③ 表8に、参考までに被害地点、の地盤最大

亀裂幅と被害件数をまとめたものを示す。

表7では、比較的地盤変状の大きかった例

について示したが、管路被害発生地点の

最大亀裂は5cm、最大地盤沈下量は13cm

とそう大きくなく、ほとんどの被害地点

では道路に亀裂は見られなかった。両方

の地震において、地表面に亀裂が見られ

なかった場所での管路被害は全体で22

件、管種別に見るとACPで7件、 VPで9件

であった。

表8 被害地点の地盤最大亀裂椙と被害件数

平等 なし 1-4mm 5-9mm 10mm- 不明

ACP 5 2 2 一
SGP 一 一
SP 2 1 一 1 

VP 1 一 2 2 

その他 一 1 1 

合計 8 4 5 3 

6.おわりに

以上、 1997年鹿児島県北西部地震および鹿児

島県第二北西部地震による川内市、宮之城町、

鶴田町の水道管路被害調査結果を示した。

之の調査にあたり、川内市水道局、宮之城町

水道課、鶴田町水道課の方々には大変お世話に

なりました。この紙面を借りて厚くお礼を申し

上げます。

〈参考文献〉

1)松森泰造ほか:鹿児島県北西部地震調査報

告、地震工学振興会ニュース、 No.154、12

-16頁、 1997
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1 
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17 

合計 なし 1-4mm15畑伽不明会計J

14 2 1 一 3 

1 1 一 一 1 

5 3 一 一 3 

12 8 1 1 7 2 19 

5 。
37 14 1 2 7 2 26 



発行年 号数 タイトル 著者 概要

PI形ダクタイル鉄管における導水
トンネルの災害復旧工事

神戸市水道局
　
技術部工事事務所
　　　　　　　　　　　　　　　熊木　芳宏
　　　　　　　　　　　　　　　横山　茂樹
　　　　　　　　　　　　　　　吉沢　孝
　　　　　　　　　　　　　　　中井　優治

  阪神・淡路大震災は、神戸市の基幹施設に多大の被害をもたらした
が、導水施設としては千苅導水路のトンネル覆工断面の変状・クラック
などが生じたため応急復旧を行い、耐震化を含めた本復旧を行った。本
論では、千苅導水路の復旧において、最大外径寸法の小さいもの、継手
の可とう性、接合時間が短く、作業が安全で確実などを考慮してPⅠ形
ダクタイル鉄管を採用したと述べている。現在は残り約3.4kmの復旧工
事を施工中であるが、ここでもPⅠ形ダクタイル鉄管を採用しており、
この完成を待って千苅導水路の通水を再開することができると結んでい
る。

横浜国際総合競技場における下
水再生水利用圧送管路の事例

横浜市下水道局

総務部　事業計画課
　事業計画係長
　　　　　　　　　　　　　　　 武石　宏

  当競技場の建設を担当する緑政局と下水道局との局際事業として､港
北下水処理場の処理水をこの競技場へ送水してヒートポンプの熱源とし
て利用し、雑用水､修景用水として下水再生水を利用する事業を進めて
いる。この再生水の圧送方法については、水密性、耐震性が求められて
いるため、強度・耐久性・継手の水密性・耐震性を考慮して、K形ダク
タイル鉄管を採用した。本論では､下水再生水は都市における貴重な水
資源として、冷暖房熱源や渇水時､災害時の雑用水利用などが考えられ､
地球規模での環境保全など､今後その重要性がますます増大するだろう
と述べている。

1997年 No.62



発行年 号数 タイトル 著者 概要

東二島北湊増補幹線管渠築造工
事の設計、施工にあたり

計画、設計
北九州市下水道局

建設部　下水道課
　　　　　　　　課長　　　　和才　健治
　　　　　　　　第二係長　田中　傑
　　　　　　　　担当　　　　角田　稔
施工、監督
北九州市建設局

若松建設事務所　下水道課
　　　　　　 　　課長　　　 中村　政義
　　　　　　　　工事係長　吉田　正人
　　　　　　　　担当　       志谷　秀男

  北九州市では、平成3年度より小規模下水道整備を進めているが､流入
量の増加で既存施設の処理能力が限界に達しつつある｡そのため増補幹
線事業など整備が求められ､本論では整備事業の一部である圧送管の増
補工事について述べている。ヒューム管内に挿入する管としてダクタイ
ル鉄管が最適であり、検討した結果、パイプ・イン・パイプ工法のPⅡ
形管を採用した。本市の下水道管として初めて採用した管であったが､
問題もなく無事施工できたと結んでいる。

ダクタイル管製水管橋の施工事
例

亀岡市

公営企業部　水道課長
　　　　　　　　　　　　　　 　関口　征治

  平成7年度末で水道普及率99.8％の亀岡市で､今回ダクタイル鉄管を使
用しての水管橋2条を架設した。ダクタイル鉄管を採用した理由として
は､機能、施工性､経済性を考えてのことであり､特殊作業がいらず､短期
間で施工ができ､より安全な水道管路を構築することができた､と本論で
は述べている。

仁淀川系導水トンネル二次覆工
呼び径1500mmU形ダクタイル鉄
管採用

高知市水道局

配水課　仁淀川取水工事事務所

  計画から26年目の平成5年2月に合意が成立した仁淀川水系からの取水
は､同年8月に事業着手の運びとなった｡この事業は､仁淀川の河床下に集
水管を埋設し､導水トンネルを経て針木浄水場まで自然流下方式で伏流
水を導水するものである。本論では､将来地下水の復元ができ､導水トン
ネルとしての機能を十分考慮してダクタイル鉄管を採用したが､事故も
なく、予定通り工程内に工事が完成したと述べている。

1997年 No.62
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治 臨 川fιι11ご ι 山沼lI湾 問Zふ白山自白山長三弘山山山路-

PI膨
導水トンネル

1 .はじめに

阪神・淡路大震災は、神戸市の基幹施設の

一部、特に拡張期の経年化施設に大きな被害

をもたらしたが、発生から 2年余り経った今

日その大部分の復旧が完了した。導水施設と

しては、千苅導水路のトンネル覆工断面の変

状・クラックなどが生じたため応急復旧を取

りあえず行ったあと、耐震化を含めた本復旧

を行った。

本報告は、千苅導水路の復旧において採用

したダクタイル鉄管PI形呼び径1350mmにつ

いて、①管種・工法の選定についての考え方、

②既設トンネルの IP部における管の通過・配

管の検討、③施工概要について述べたもので

ある。

2.千苅導水トンネル位置

千苅導水トンネルは、神戸市に隣接する西

宮市および宝塚市にあり、その位置を図 1に

示す。

開工事

神戸市水道局技術部工事事務所

熊木芳宏

横山茂樹

吉沢孝

中井優治

このトンネルは昭和初期に施工されたもの

で、当時山深い地域であったものが、現在で

は宅地開発が進み住宅地域となっている。

3.管種および工法の選定

1.管種の選定

使用する管材料は、経済性・工期・施工

性・過去の実績などの項目について比較検討

を行い、ダクタイル鉄管を採用した。

ダクタイル鉄管の管稀としては、次の検討

によりPI形管とした。

①トンネル断面寸法に対応するため、最大

外径(受口)寸法が小さいもの。

②継手の可とう性により既設トンネルのだ

行に対応できるもの。

(許容曲げ角度・抜け出し余裕代が大きい)

③継手の接合時間が短いもの。

④限られたスペースの中で、作業が安全か

っ確実に施工可能なもの。
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図1 位置図

2.工法の選定

1.配管工法

ダクタイル鉄管を使用したトンネル内配管

工法としては下記の工法が考えられる。

①シールドトンネル工事に採用している軌

道で運搬・心出し台車を使用する工法。

②共同溝などに採用している無軌道で運

搬・心出し台車を使用する工法。

③パイプ・イン・パイプ工法に採用してい

る油圧ジャッキによる挿入工法。

既設トンネルが長距離であり、屈曲・だ行

が多い乙となどを考慮、し、①の軌道で運搬・

心出し台車を使用する工法とした。

2.直管・曲管・切管の選定

配管はトンネル断面図(図 5参照)に示す

ように既設トンネルとダクタイル鉄管のすき

間が少なく、屈曲・だ行も多いため、事前の

調査・検討を十分に行い、次の 2つの方法を

使い分けることとした。

図2 PI形継手の構造

受口

挿し口
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Pffi形継手の構造

押輪(FCD)

押輪用ボルト(SUS)
ロックリング(FCD)

タッフ。穴(フランジ治具取り付け用タッフ。穴)

図3

ゴム輪(SBR)

タッフ。穴(管固定用)

西宮市宝生ヶ丘 (A号接合井)ー西宮市甲

山町(上ヶ原接合井)

工期

平成7年10月20日一平成9年3月31日

(管工事平成8年7月1日一平成8年12月1日)

内容

トンネル延長:4，887m 

管 搬 入 立 坑 :4箇所 (7スパン)

管 種直管呼び径1350mmP 1形

4種 (6m・4m. 3m管)

曲管呼び径1350mmP固形

①既設トンネルの曲率半径が大きな所は切

管と継ぎ輸で対応し、曲率半径の小さい所

はP田形曲管で対応する。

②定尺管を運搬するために、 トンネルの曲

率および断面の実測値に基づいて検討し、

経済性も含めてはつり位置の決定をした。

概要図

その1

4.施工内容

1.工事概要

工事名

千苅導水路復旧工事

工事場所

の概要図トンネル(管路)図4

④路線

L=1，373m 

千苅導水路急速系トンネルし=4，887m

②路練

L=1，558m 

①路線

L=1，220m 

(
上
流
側
)

管
搬
入
立
坑
(
A
号
接
合
弁
)
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図5 トンネル標準断臨図

1545 

中詰エアーモルタル充填工 覆エコンクリー卜

2.施工手順

図6 施工フローシート

管搬入立坑の築造

守

トンネノレ内仮設
照明器設置
軌条設置etc.

可

ダクタイル鉄管通過確認
トンネル内仮設

照明器設置

軌条設置etc.
ダクタイル鉄管通過確認

V 
トンネル内配管

管運搬
管据付・接合
管浮上防止金具取付け

可

水圧試験(テストバンド)

10本に1ヵ所

、専

中詰充てん
(エアーモルタノレ)

3.作業内容

施工のフローシートに沿って主な作業内容

の概要を述べる。

1.ダクタイル鉄管通過確認

既設トンネルの調査・管通過・管割・はつ

り量の検討・軌跡図による確認・模擬管によ

る通過確認など一連の作業を行い、最終的な

管割などの決定を行った。

(1)フローシート
同
町
一
∞

図7 模擬管通過確認のフローシート

通過可能

通過可能

|完了|
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(2)検討内容の模式図

管通過・管割などの検討内容を図 8の模式

図に示す。
図8 検討内容の模式図

①現況トンネル断面における定尺管通過可能半径(R1)

現況トンネル断面における定尺副管可能半径(R2)

②現況トンネル断面における通過可能管長 (L1)

現況トンネル断面における通過可能管長 (12)

③定尺管配管必要半径(R2)より、腹部はつりを求む (B)

はつり後の断面における拡幅後の配管半径(R2')

※現況RとR2は異なるので据え付け位置注意

④定尺管通過のみを考えた場合の、背・腹のはつり量 (δt、わ)

※運搬台車支持点悶寸法によって変化する。

注)④の背・腹とは δ1=外側(背)、 δ2ロ

内側(腹)とする。

(3) トンネル内通過可能な管長の計算式

図9 管長の計算式

し1

/ 
/ 

Ll=2ゲ(b+R)2ー (Ds/2+R)2 

Ll :挿入管最大管長 mm  

(管有効長+受口呑み込み寸法)

a 管通過時の余裕代 mm  

b=Do/2ー a

R:曲率半径(各測量結果に基づく)

Ds :挿入管受口外径 mm  

Do:ずい道および暗渠内径実測値 mm

L1 註3.0m

はつり検討なし

③の検討

h
り一

中の一討一検一均一

m
m

r
J
-
n
H
V
F
h
d
 

キ
品
一
つ
d
τ
i

l
-
く

く
し

b ④の検討

(4) 曲げ配管における管長の計算式

図10 管長の計算式

し2

L2=R. tanθa 

L2 挿入管最大管長

。a: P 1継手の許容曲げ角度

R :曲率半径(実測値)
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(5)計算結果の一例

ずい道・暗渠通過および配管可能管長計算結果一覧表
共通条件
①ずい道および暗渠内径 D。 実測値 m 
②計算上の余裕隙間 a 10 m灯1
③捕入管呼び径 D 一 1350 mm 
④挿入管受口外径 Ds 一 1461 打1m
①管の許容曲げ角度 θa 2.5

0 

⑥捕入管最大管長 L' 6250 mm (6，000+250) 
⑦既設ずい道・暗渠状態 実測結果に基づき検討する。

路線名 交点No
Do (m) 交角 曲率半径 曲線長 通過可能管長 配管可能管長
管路種別 IA (0 ) R (m) CL (m) Ll (m) L2 (m) 

IP-1 2号暗1.5渠8 21.281 12.517 4.649 2.29 0.55 

IP-2 2号暗1.6渠3 19.084 73.773 24.572 6.25 3.22 

既データIP-3 2号ずい1.5道8 3.630 314.087 19.899 6.25 6.00 
①路線

既データIP-4 2号ずい1.5道8 3.484 141.906 8.629 6.25 6.00 

既データIP-5 2号ずい1.5道8 5.268 277.818 25.544 6.25 6.00 

開iデータIP-6 2号ずい1.5道8 4.580 203.513 16.268 6.25 6.00 

(6) はつり量の計算式

図11 はつり量の計算式

L2:挿入管管長 mm 

(管有効長+受口呑み込み寸法)

L :運搬台車支点問寸法 mm 

:管長/2+受口 日1m

R :曲率半径(各測量結果に基づく)

D5:挿入管受口外径 mm 

Do ずい道およびずい道内径実測値 mm 

a :はつり時の余裕代 町1m

l
f
ワ臼

R

J
一

・一-

D
一

局

十

一

)

ν
オ
一
町

吋
「
一
斗

一m
ぼ

G

Q
U

ノ
J

一一一一一一

o
v
u
R
 

c=Rー (RXcosθ)

Y2=Yl-D5 

Ra=R+ (Do/2) Rb=R-(Do/2) 

外側はつり量

δ1= (Rc-Ra) +a 

内側はつり量

(52= (Rbーも)+a
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(7)軌跡図の作成

検討結果のまとめとして、作図による確認、

を行った。

軌跡図の一例を図12に示す。

PI形ダクタイル鉄管による導水トンネルの災害復旧工事

軌跡図の一例

〈二コ

図12

6，250 

t
a
f
t
i
t
i
t『
，

F

aF

，』ZEal-'lsι
，，

l

i

 

l

i

-

-

I

J

 

2.トンネル内配管

管搬入立坑よりダクタイル鉄管を専用の心

出し台車に乗せ、バッテリーロコで運搬して

トンネルの奥から順次配管を行った。

(8)模擬管通過確認

トンネルと管のすき聞が小さいため、実際に

使用するダクタイル鉄管を使用して行った。

写真は、はつり後にダクタイル鉄管を通過

させている状況を示す。

写真2写真1
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(1) P 1形直管の按合

PI形直管の心出しは心出し台車を使用して

行い、接合には軌道レールから反力をとる油

圧ジャッキを用いた専用の接合治具を開発し

て施工を行った。

写真3

図13 接合方法の概略

レーjレ

(2) P固形曲管の接合

直管と同じ方法で据え付け位置まで運搬し

て、 P固形用接合治具を用いて接合した。

写真4

(3)浮上防止金具の取り付け

ダクタイル鉄管とトンネル壁面の隙間に中

詰エアーモルタルを充てんするときに発生す

る浮力に対し、浮上防止金具を取り付けた。

写真5



PI形ダクタイル鉄管による導水トンネルの災害復旧工事

3.水圧試験

継手の水密性の確認として、テストバンド

による水圧試験を実施した。

内容

①加圧水圧:5kgf/cm2 

②保持時間 :5分間

③判定 :5分間の保持後 4.0kgf/cm2以上で、

合格

5.実績工程

当初計画された，工程に対し、順調に推移し

予定通り完了することができた。 図14にそ

の実績を示す。

図14 実縮工程表

延長 工 不呈
工種

(m) 
7 8 

トンネル内
計画

配管 工 事 1220 露顕軍属麗調臨調

① 路 線 実績

トンネル内
計画

配管工事 1558 医露関 E彊趨 陸盟盟 瞳盟盟

② 路 線
実績

トンネル内
計画配管工事 735 

瞳盤掴堕盤冨冨 E盟

③ 路 線
実績

トンネル内
計画

配管 工 事 1373 盟盟翻 E翠翻臨

④ 路 線
実績

6.おわりに

千苅導水路は全長約15kmあり、被害を受け

た部分の残り約3.4km (今回の報告より上流

側)の復旧工事を施工中である。ここでもダ

クタイル鉄管PI形呼び、径1500mmを既設トン

ネル内に配管しており、これの完成を待って

千苅導水路の通水を再開することができる。

自己水源を約25%しか有していない本市にお

いては、本導水路の早期復旧が望まれ、全力

をあげて取り組む所存である。

最後に、本工事の完成にあたり、ご協力い

ただいた関係各位に対し、改めて感謝申し上

げる次第です。

平成 8 年

9 10 

爾 E題担 E層調 隠露寝際環翻酪

彊璽露軍 E盤盟

麹瞳趨掴

調臨 調瞳寵翻 霞覇軍盟 臨密器司 E 

E謹盤

11 12 

翻臨調露磁調 臨露調隠語調

掴臨調圏趨 E翠圏

趨翻

19 
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響額回聾謹聾謹謹轟轟轟轟麗麗盟盟轟麗麗覇軍麗

1はじめに

横浜市は、下水道事業を昭和 25年から本

格的に着手した。その後、昭和 38年からス

タートした第1次下水道整備5カ年計画から

平成7年度に終了した第7次下水道整備5カ年

計画までに、約2兆5000億円にのぼる積極的

な建設投資を行い整備を進めてきた。

その結果、平成7年度末には下水道普及率

97%の高水準に達している。

ごの問、単に量的な事業の進捗のみなら

ず下水汚泥の集約処理、下水汚泥の資源

化、下水道施設の上部利用など、下水道事

業が直面する課題に取り組んで、きた。

近年、特に環境に対する社会の関心や、

より豊かな生活環境への要求が高まってお

り、経済性や効率のみを優先する社会から

環境保全、限られた資源の有効利用などの

考えを基本とした省エネルギ一、リサイク

ル社会への転換が強く求められている。

下水道においては従来、主として下水の

横浜市下水道局総務部事業計画課

事業計画係長 武石宏

排除および処理を行うための整備がなされて

きた。しかし、今日横浜市では総合計画「ゆ

めはま2010プラン」において、リサイクル都

市の形成(省資源、循環都市づくり)、都市

エネルギーなどの有効活用、下水の熱利用、

処理水を雑用水・せせらぎなどに利用する新

しい役割が期待されている。

現在横浜市においては、横浜国際総合競技

場の建設を担当する緑政局と下水道局との局

際事業として、港北下水処理場の処理水を横

浜国際総合競技場へ送水し、ヒートポンプの

熱源として利用し、また雑用水、修景用水と

して下水再生水(以下「再生水Jという)を

利用する事業を進めている。

港北下水処理場から国際総合競技場開の再

生水の圧送には、ダクタイル鉄管を採用し

た。平成7~8年度に実施した庄送管布設工場

について、施設およびシステムの概要、管路

計画・設計の概要を報告する。
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2.事業概要

(1)横浜国際総合競技場の概要

横浜国際競技場が建設される横浜総合運動

公園は、新横浜駅に近接しており、建設省が

進めている「鶴見川多目的遊水地」の一部を

利用して、横浜市がスポーツ・レクリェー

ションの拠点、として約70haを整備するもので

ある。(図1、図2参照)

，鳥
山
)11 

図1 i立罷図

図2 横浜総合運動公園
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横浜国際総合競技場は、この横浜総合運動

公閣の一部、約14haの上部空間に建設中で地

上 7階建て、延べ床面積約16ha、観客収容能

力 7万人を誇る国内最大規模の施設であり、

平成9年 10月の竣工のための建設が進められ

ている。(図3参照)

また、同競技場は、平成10年の神奈川国体

の主会場として使用する予定となっている。

このほかにも、 Jリーグの開催はもとより、

現在強力に誘致を進めているワールドカップ

サッカ一、 2008年オリンピック、パラリン

ピックの国内開催候補地となっている。

図3 横浜国際総合競技場鳥轍図

(2) 再生水利用システムの概要

都市のエネルギーの消費は膨大で、ある。こ

の消費エネルギーのうちの相当量が結果とし

て下水に排出されている。

ごの未利用の下水熱エネルギーは、温度こ

そ低いが、その量が下水道の普及とともに

年々増大するため今後、クリーンエネルギー

としてその可能性が大いに期待されている。

下水は年聞を通じでほぼ15~25度程度と、

水温が一定していることから、この特性を生

かした再生水利用システムとして、ヒートポ

ンプを利用した冷暖房を行う。(図4参照)

事業化にあたっては、平成 6年度に建設省

の熱利用下水道モデル事業および再生水利用

下水道事業の新規採択を受け実施している。

熱利用、雑用水および修景用水のための処

理水は、近接する港北下水処理場で高度処理

した再生水を呼び径 350mmの送水管で、供給す

るものである。

同競技場では、処理水を熱利用するほか、

雑用水(水洗便所用水、フィールド散水用

水)、運動公園の池などの施設の修景用水な

図4 下水処理場と外気温の比較
(処理水は港北下水処理場)
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ど多角的な利用を行うことから、高度処理水

の処理方式は、生物処理による脱窒・脱燐

(硝化内生脱窒法と嫌気・好気法との組み合

わせ)および砂ろ過により水質の向上を図っ

ている。

また、外観や水性生物の生息に配慮、し、さ

らにオゾンにより脱色・脱臭・消毒を行う。

(図5参照)水質目標値としては、 BODを3

mg/ e以下、 pHを5.8 ~8. 6、大腸菌群数50

個/100me以下、濁度を5以下、臭気につい

ては不快で、ないなどである。

競技場の冷暖房への利用については、日量約

5，000m3のうち、 2，500m3をヒートポンプの熱

源として利用し、年間の冷媛房用消費エネル

ギーの約1/3程度を賄うものである。(図5参

照)

図5 再生水供給施設と利用フロー

く再生水供給施設〉

3.再生水送水計画について

(1)計画・設計の概要

1)工事件名

港北処理区太尾小机送水管布設工事

2) 目的

当計画は、港北下水処理場内のポンプ場よ

り、再生水を国際総合競技場まで送水し、

ヒートポンプの熱源水、雑用水および修景用

水として利用する。

3)港北下水処理場の概要

港北下水処理場は、横浜市公共下水道事業

の一環として、一級河川鶴見川と支川である

鳥山川合流点下流の右岸、港北区太尾町に位

置している。

その一部が昭和47年12月から供用開始され

平成7年度において24万6000m3
/日の処理能力

を有し、港北処理区内から発生する下水を処

理し、一級河川鶴見川ヘ放流している。

4)処理水の種類

高度処理水

5)送水量

新横浜公園せせらぎ

(フィールド散水)。I雑用水
(水洗便所用水)

r:)f 運動公園修景施設

〈ダクタイjレ鉄管〉 〈横浜国際総合競技場〉

5，000m3
/目、うち熱源水約2，500m3

/日(図

5参照)

横浜国際総合競技場と運動公園での再生水

の用途は、ヒートポンプの熱源水、雑用水、

修景用水となっている。

年聞を通じて水温が一定している下水処理

水は、熱源として競技場施設の冷暖房用の基

礎消費エネルギー源として利用する。

この冷暖房設備は、エネルギーコストが安

価なので、通常使用する基礎熱源となり、

ピーク時には、一般の電気やガスによる冷暖

房が追加される。

6)送水管の口径の検討

①検討方法

送水管の必要口径は、送水費用をポンプ運

転費(電気代)と管路建設費について算出

し、呼び径別に比較を行い、経済性を考慮、し

て検討した。

②呼び径の選定

送水管の年間費用を呼び径別 (200~400 
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表1 ヒートポンプを用いた下'7.1<処理水の熱利用事例

名称 水源 利用施設，用途等 使用水量 (m3/日)

東京都落合処理場 下水処理水 管理棟 (2，270m2
) の冷暖房 約1，000

東京都湯島ポンプ場 未処理下水 事務棟 (490m2
) の冷暖房 約3，000

東京都木場ポンプ場 未処理下水 管理棟 (1，100m2
) の冷暖房 約1，500

東京都新河岸処理場 下水処理水 管理棟，機械棟 (2，640m2
) の冷暖房 約1，200

千葉県幕張新都J心地 下水処理水 業務用地等(約49ha) の地域冷暖房 約90，000
L ← 

mm) について算定すると、呼び径が 350mmの

ときもっとも経済的となった。

送水管の呼び径を決定する条件としては、

そのほかに管内流速、ヒートポンプへの再生

水の熱利用にあたっての設計条件(最高温度

25度、最低温度目度)が挙げられる。 比較

検討結果から、管内流速(約0.9m/s) で、温

度降下が少ないごとから今回は、経済性を重

視し、呼び径350mmを採用した。

7)送水ルート

送水ルートは、図 2に示すように港北下水

処理場内の再生水送水ポンプ場から圧送し、

太尾緑道沿いに下り、新横浜公園内を鳥山川

沿いに国際総合競技場へ至る全長約2.3kmとし

た。

8 )施工方法

施工は開削を基本とし、道路横断部(2カ所)

においては推進工法を採用し、さや管内配管

とした。

(2) 送水管について

1)呼び径、布設延長

呼び、径350mm、布設延長約1，900m

2) 管種選定

本管路は、送水管ルートに建設省の定める

河川保全区域を一部占用するので、特に水密

性、耐震性が求められた。また、地盤は公園

内(鳥山川沿い)では良好とはいえない状況

であった。

そ乙で、本管路に使用しうる対象管種の中

から、強度・耐久性・継子の水密性・耐震性

を考慮、し、ダクタイル鉄管を採用した。

使用管種(管厚)については、設計条件

(呼び径350棚、土かぶり1.(i-3.0m、設計水

圧4. 0 kgf / c m 2 )より、日本下水道協会規格

JSWAS G-1 (下水道用ダクタイル鋳鉄管)の

管種選定表から3種管(規格管厚6.5mm) を選

定した。

3)継子の選定

JSWAS G-l 規格品のうち、呼び径350mmの

場合、メカニカルタイプ(K形)とプッシュオン

タイプ(T形)を比較した場合、伸縮性、可とう

性については、メカニカルタイプの方が許容

胴付間隔、許容曲げ角度ともに大きい。

この管路は、新横浜公毘内において軟弱地

盤を含む河川保全区域を一部占用することか

ら、大きな伸縮可とう性が求められ、 K形継

手を採用することにした。(図6参照)

図6 K形継手の構造

ボルト・ナッ卜

4) K形継手の性能

ダクタイル鉄管の管路は、持っている継子

の特性から全体が柔構造になっており、地盤

変位をこの継子部の伸縮性および可とう性で

吸収させる構造になっている。

今回採用した呼び、径350mm、K形継子の伸縮

余裕量は6.4cmとなる。

5)異形管防護について

コンクリートブロックによるものと、離脱

防止金具(特殊押輪、図 7参照)による異形



高度処理された再生水を送水するので、直

管の内面はモルタルライニングとし、異形管

はエポキシ樹脂粉体塗装とした。

②管外面の防食

当路線においては、土壌の腐食性調査は実

施しなかったが、腐植土、粘土質の土壌なの

で腐食性であると判定した。

また、新横浜公閣の上空に高圧電線(東電

およびJR送電線)が架線され、公圏内に送篭

線の鉄塔があり、電食の影響が懸念された。

以上のことより、管外面は埋設用の普通塗装

とし、その上にポリエチレンスリーブを採用

することにした。

(3)施工について

1)掘削断面

標準掘削断面を図 8に示す。なお、土留部

には簡易鋼矢板による土留めを行った。

25 

管防護工の経済比較を行った結果、経済性に

優れていたので離脱防止金具を採用した。

横浜国際総合競技場における下水再生水利用圧送管の事例

K形用離脱防止金具(特殊抑輪)図7

この離脱防止金具は、クサピの弓形爪の刃先

が、管外周のほぼ全周にわたり接触し、管に

局部的に過大な応力を発生させない構造のも

のにした。(全周タイプ)

6) 管内外面の防食について

①管内面の防食

標準掘削断面(呼び
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2)施工状況

施工状況を写真1，2に示す。

写真1 管布設状況(日乎び径350mm)

4.おわりに

下水再生水は、都市における貴重な水資源

として、下水処理場内における利用だけでな

く、せせらぎ用水や冷暖房の熱源、さらには

渇水時や災害時の雑用水利用などが考えられ

る。また、乙のような分野での処理水の再利

用は、地球規模での環境の保全など大きな視

野でとらえれば、今後ますます重要性が増大

するものと考えられる。

このため今後也、処理水再利用に係る建

設・管理などの技術上のさまざまな課題はも

とより、経済性に関する検討を進めることが

必要で、ある。

本市における再生水利用圧送管路の事例が

多少とも参考になれば幸いである。

平成9. 5 第62号

写真2 ポリエチレンスリーブの施工
(日乎び‘径:350mm)



27 

巴?一焔白 ~ど 造吋日ω吋主で号.叩三3山主vヤい川川r川川川川刊川州川川咋ヂ川f小川三マ.宇r小η-巳.渋♂川川川三叫三-川ηη?η川巾Yγ竺f円:川?川川弓μ;

滋康…プ巳?陀ii:iII二三千I三I己三ιιI占ふI三1ιμI三I三Iμ三人:レIιIιιぶι;山己主ふ旨.三ιι三i三ι.ι弓三I三I三医長沼|

工島北腐唱
設計事輯工IC:

計画、設計

北九州市下水道局建設部下水道課

課 長和才健治

第二係長田中 {梁

担当角田稔

1 .はじめに

北九州市は九州の最北端部に位置する政令

指定都市である(図1参照)。本市の下水道事

業については、大正7年、旧若松市(現在の北

九州市若松区)にて始まり、昭和38年の5市合

併後、本格的に事業を実施してきた。その

後、 7次にわたる下水道整備5ヵ年計画などを

経て、平成7年度末では95%の人口普及率とな

った。一方、拡張整備に対して浸水解消に向

けた雨水整備や合流式下水道の改善、老朽化

した施設の改築・更新、さらに高度処理など

下水道の質的向上にも積極的に取り組んでい

る。また、平成8年度から水行政を総合的・効

率的に推進するため建設局河川課を統合し

て、市民にわかりやすい組織にするととも

に、水循環・水環境などの新たな課題につい

ても検討している。

また、市街化調整区域については、平成3年

度より小規模下水道整備を進めてきた。その

事

施工、監替

北九州市建設局若松建設事務所下水道課

課 長中村政義

工事係長吉田正人

担 当志谷秀男

結果、流入量の増加により既存施設の処理能

力が限界に達しつつあり、そのため増補幹線

事業などの早急な整備が求められている。本

稿はその増補幹線の整備事業の一部である圧

送管の拡張工事(増補工事)について報告す

るものである。

図1

，、，， 
'、、， 旬、、

， 、， 
，、・

' 、

北九州市と藤ノ木ポンプ場

J ・、，T":、，ー、，
一

， ' 
' ，白

巳，..

" --
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図2 藤ノ木ポンプ場の処理区域

2同事業概要

北九州市若松区西部地区の汚水は、図2に示

すように各ポンプ場を経て、北湊滞化センタ

ーへ集着し処理されている。その間の藤ノ木

ポンプ場から北湊浄化センターまでは、一部

区間圧送(呼び径500mmX2条)をしている。

とごろが、若松区西部地区の開発や小規模下

水道整備が進み、既存施設による汚水圧送能

力が不足となりつつある。その対応策として

地形、経済性、施工性などを考慮、し、圧送管

の増補工事を行うこととした。この既存圧送

管の能力不足を補うため、平成元年度より藤

ノ木ポンプ場内へ圧送ポンプを増設し、東二

島北湊増補幹線(増設工事、呼び径600mmX

1条)を平成8年度の供用開始をめざして事業

を行ってきた。この事業における藤ノ木ポン

プ場の圧送口より下流側約250m区間の工事に

ついて報告するものである。

なお、ごの増補幹線の全体路線を図3に示

す。

~時雲匡ヨ開発地区~転結語翠玉

図3 増補幹線の概要
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3.工事概要

輔工事名

東二島北湊増補幹線(その6)管渠築造工事

輔工事場所

北九州市若松区古前一丁目外(国道199号

線上)

輔工事内容

泥水密封型土圧式推進工 L=245.87m 

ダクタイル鉄管Pll形挿入工 L=251.80m 

4.計画設計(ルート選定について)

施工現場である藤ノ木ポンプ場前面の道路

は、図4に示すようにSカーブを描いた国道199

号である。そ乙で、呼び径600mm圧送式下水

道管の布設ルートの選定にあたり、

①案 国道199号北側の市道に開削施工により

圧送管布設。

②案 国道199号内に小口径推進施工 (T形推

進管)により圧送管布設。

③案 国道199号内にカーブ推進施工により庄

送管布設。

6.計画設計(工法選定について)

T形ダクタイル推進管呼び径600mmでのカー

ブ推進は不可能で、あり、一度、別の管種にて

左記3案のルートを上げた。開削工法①案での

施工が望ましいが、呼び径600mmに対して道

路l幅員が非常に狭いこと、また、工事による

付近住民への影響も配慮して国道に布設する

ルート②案、③案を選んだ。

国道199号に施工するにあたっての問題点と

しては地下埋設物が舗鞍していること、交通

量が多いことの2点が上げられる。国道199号

の地下埋設物は水道、ケーブルなどの主要幹

線があり、切替工事が不可能なことから埋設

管を避けてルートを決定せざるを得なかっ

た。小口径推進工法が経済的に望ましいと考

え、国道199号を斜めに横断しながら、ジグザ

グな線形にて管を布設する②案の検討を行っ

た。しかし、この線形では立坑数が多く、工

事による交通の混雑や危険が予想されるた

め、立坑を減らす必要があった。そのために

曲線施工(カーブ推進)にて検討を行った。

このように現道の状況に合わせた検討の結

果、 Sカーブ推進の施工が望ましいと考え、③

案によるルートを決定した。

推進し、ダクタイル鉄管呼び径600mmを布設

せざるを得ない。カーブ推進は最小呼び径

800mm以上で、施工しなければならなく、最小



の口径は呼ひY歪800mmと決定する。カーブ推

進の管種を呼び筏800mmヒューム管に選定

し、ダクタイル鉄管呼び、径600mmの布設で、き

る管種の選定を行った。

ヒューム管カーブ推進部の現地地質は、砂

質粘性土であり、泥水式推進および泥濃式推

進工法呼び径800mmなど(カーブR=200m、

150m対応)を検討、採用した。

ダクタイル鉄管呼び径600mmは、カーブ施

工に対応できるフレキシブルな製品で、ヒュ

ーム管内に挿入可能なダクタイル鉄管が望ま

れた。検討の結果、パイプ・イン・パイプ工

法のPII形管を採用した。 (pII形管の構造を

図5に示す)

パイプ・イン・パイプ工法のPII形管の採用

にあたり一番懸念したのは、カーブ推進呼び

ダクタイル鉄管 第62号5 平成9.30 

呼びイ歪600mmPII形夕、クタイル鉄管図5

セットボルト
240 

回

目

戸

市

v
u
s

径800mmの推進施工精度で、あった。 PII形管の

許容屈曲角度はどであり、その許容角度内で

収めなければ仕上がりのPII形管の挿入はでき

ない。定尺を短くして施工すると、管使用本

数が非常に多くなる。この辺の検討に非常に

時間を要したのはいうまでもない。本工事は

カーブ推進、パイプ・イン・パイプ工法の設

施工図図6

平面図

H P0800 O.O~ 7 .2%0 mm245873 

226290 存立

7.2%。

37328 

7，2%。
42285 

。
川
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間
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計、施工を同時に実施する予定であったの

で、管長や管本数を変更する時間的な余裕が

なかった。そこで、 PII形管の管長を4mに設

定した。 4m管の場合、カーブR=150mで、の設

計継手屈曲角度は約1
0

30' (許容屈曲角度に

対して安全率2倍)であり、安全率を考慮した

設計とした。

泥水推進工のこう配は、仕上がりがダクタ

イル鉄管であるため、考慮、検討する必要が

なく、容易に設計はできた。図6に示すよう

に、一部こう配をつけて施工計画したのは、

他の埋設物との離隔、推進によるゆるみ幅を

検討した結果である。

6.施工における注意点

もっとも懸念したのは、上記でも述べたよ

うに、泥水推進工の精度確保によるダクタイ

ル鉄管PII形挿入工の施工であった。精度 (1

本当たりの許容屈曲角度1
0

31' 41" )が保て

ない場合、それより先のパイプ・イン・パイ

プ工法はダクタイル鉄管を切断せねばならな

い。何度もいうようだが、推進工による精度

の確保が非常に重要である。

7.施工結果
泥水密封型土圧式推進工において、最後の

15m程度が土質の変化(当初、砂質であったも

のが軟岩 Iに変化した)により泥水推進工が

不可能になり、到達立坑より刃口推進工に変

更した。泥水推進工および刃口推進工の精度

は、推進完了後に測量を行い、 1本当たりの設

計屈曲角度内に十分に保たれていたため、ダ

クタイル鉄管PII形挿入工においては、スムー

ズかつスピーディに施工できた。普段はダク

タイル鉄管の布設後、特に通水、水圧試験は

行わないが、本市の下水道管として初めて採

用した管であり、水圧試験を施工してみた。

その結果、漏水、管への異常などは確認され

なかった。

8.まとめ

本来なら、泥水推進工の精度確認後、ダク

タイル鉄管PII形施工の発注を行うべきであ

る。しかし早期事業の完了が要求されたた

め、同時施工になり高い施工精度が要求され

たが、確実に施工することができた。

なお、ダクタイル鉄管PII形挿入工の歩掛け

については一部に確立されたものとなってい

ない点があり、今後の課題として、整備をお

願いする次第である。

之の報告により読者の参考になれば、幸い

である。
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!議機際機銭)帳j議 民自民沼山広認調|

関
(日乎び径200mr官設び600mmxスパン醤24r明)

1 .はじめに

当市は、京都府の南西に位置し、大いなる

自然、その豊かな恵みにささえられ、古くか

ら山除道の要衝の地として、また、亀山城の

城下町として栄えてきた町で、昭和30年に16

町村が合併し、緑園文化都市として発足、現

在「ゆとり・健康・ひかる亀岡」と題して、

21世紀の町づくりに向けて躍進している。当

図1 亀岡市の位置

亀岡市公営企業部

水道課長関口征治

市の上水道事業は、保津川の豊かな水、天恵

の利を上水道にと昭和32年に着手し、昭和33

年 12月に給水を開始、その後 5次にわたる拡

張を行い、平成7年度末で普及率は99.8%(簡

易水道を含む)、平均給水量 2万7655m3j日

(言十両給水量7万3600m3j日)である。配水管総

延長は301.375kmであり、中でもダクタイル

鉄管がその主要管種であり、全体の約66%を

占めている。

今回、ダクタイル管製水管橋2条(呼び径

200mmXスノtン24m、日乎てf{歪600mmXスノtン

24m)の架設工事を行ったので報告する次第

である。

2.工事概要

(1)工事名

千々川河川整備工事に伴う送配水管布

設替え工事

(2) 工事場所

福岡市千代川町高野林地内
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(3)河川名

淀川水系(一級河川)千々川

(4)水管橋

川幅の拡幅に伴う架け替え工事

・管体ダクタイル鉄 管

-呼び径 200mmおよび600mm

-スパン各24m

-型式 (呼び径200mm)

ダクタイル管製Ff形水管橋

(呼び径600mm)

ダクタイル管製KF形水管橋

なお、水管橋を含む送水管路は、千代川浄

水場から千代川低区配水池ヘ続いており、約

3万5000人分の生活用水を送るものとなる。

3.採用経緯

水管橋を選定するに当たり、ダクタイル管

製水管橋と鋼管製水管橋との比較を行った。

その比較結果を表1に示す。

ごれまでの鋼管製水管橋は補強材なしではス

パン長が制限されたため、機能、施工性およ

び経済性の面からダクタイル管製水管橋を採

用した。

4.設計

水管橋の設計は、 「ダクタイル管による水

管橋の設計と施工J (JDPA T 41、日本ダク

タイル鉄管協会)に基づいて行った。

呼び径2∞mmおよび、600mmXスパン各24mの

両水管橋とも、下記の条件を考慮し設計を行っ

た。

①管種 (呼び、径200mm) 1種管

(呼び径600mm) 特殊管

②管外径 (呼び筏200mm) 22.00cm 

(呼び径600mm) 63.08cm 

③規格管厚(呼び径200mm) 0.75cm 

(呼び径600mm) 1.30cm 

④設計管厚(呼び、径200mm) 0.65cm 

(呼び径:600mm) 1. 18cm 

写真1 工事前の状況

図2 水管橋の布設場所
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表1 夕、クタイル管製水管橋と鋼管製水管橋の比較

よよと ダクタイル管製水管橋 鋼管製水管橋

材質 ダクタイル鉄管 水輸送用塗覆装鋼管等

最大スパン 25m 
多様の補剛形式により、スパン延長が可
能。

継子部
T形 'KF形およびS形・ sn形継手により構 溶接継手およびドレッサー継手により構

成される。 成される。

耐食性 -耐食性に優れたダクタイル鉄管で構成される。 -内面および外面の塗装は以下の通り。

-内面および外面の塗装は以下の通り。 (内閣)

(内面) ポリエチレン粉体ライニングWSPOl6-79

内面エポキシ樹脂粉体塗装JISG 5528閉1984 (外面)

(外面) 水管橋外面塗装基準 WSP009-79

外面特殊塗装JDPAZ 2009-1992 

耐用年数(法定) 40年 25年

施工性 -メカニカル継手なので、天候や周囲の環境 -現地溶接であり、天候に左右される。
に左右されない。 -高度な技術を要する。

-特殊技能を必要としない。
-施工期間は比較的短期間である。

経済性 比較的安価 比較的高価

⑤設計水庄 ⑬管の許容せん断応力 78.5N/mm2 

⑥水管橋の管体重量(呼び径200mm)

(呼び径600mm)

0.64Mpa 

10.5kN 

52.9kN 

0.27kN 

kh口 0.2

⑪管の線膨張係数 O.OOOOllFC 

⑮水の単位体積重量 0.012N/cm3 

⑦空気弁重量

⑧地震荷重(水平震度)

⑨風荷重(風速50m/s相当) 1.96kN/m2 

⑩管の温度変化 -100C-400C 

⑪管の弾性係数

⑫管の許容引張応力

157kN/mm2 

185N/mm2 

⑬キャンパ 200分の1

今回、架設したダクタイル管製水管橋の管

路図を図3に示す Q

水管橋用継手の構造を図4に示す。

なお、ダクタイル管製水管橋の適用呼び径

および最大スパン長は表2の通りである。

表2 ダクタイル管製水管橋の適用呼び径および最大スパン長

適用呼び径 (rnm) 最大スパン (m) 使用する継子

75 18 

100 20 
Ff形、 SII形

150 23.5 

200-350 25 

400・450 /ノ 水管橋用KF形、 SII形

500・600 1/ 水管橋用KF形、 S形
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図3 夕、クタイル管製水管橋の管路図(平面図)

図4 水管橋周継手の構造

(F T形継手)

JDPA G 1043-1996による
FT形継手 テーパリング

斗 一一一一

5形継手

6.施工方法

( S II形継手)

¥ ゴム主主
、一ー一一ーム-'-

ロックリング

ダクタイル管製水管橋の主な施工方法は、

以下の4通りである。

①仮設支持台を使用した一括吊り込み方法

②仮設支持台を使用した単管吊り込み方法

③固定金具を使用した一括吊り込み方法

④仮設支持台および固定金具を使用した単管

吊り込み方法

(水管橋周 KF形継手)

KF形(水管橋用)継手

(S形継手)

仕十巨王子-←← /一一一

ピ磁材世ベ\_~

今回の水管橋の施工は河川を拡幅すること

に伴うものである。現在の河川は図 5に示す

ように川幅が狭く、仮設支持台の設置が容易

であったため、両水管橋とも仮設支持台を使

用する方法を採用した。

(1)呼び、径200mmXスパン24mの水管橋

当水管橋は「仮設支持台を使用した一括吊
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り込み方法」により施工した。

具体的には、図 5に示すように河川内に設

置した鋼製の仮設支持台および沈下防止板の

上に管受け台を管路据え付け高さに合わせて

配置した。その後、いったん管路全体を道路

上で全スパン分を陸組みし、クレーンで管路

全体を一括で吊り込み、管受け台に据え付け

た。

(2ω) 呼び

施工場所は電線が低い位置にあり 20トン以

下のクレ一ンを使用する必要があるため、仮

設支持台の上に管を一本ずつ搬入して接合し

ていく「仮設支持台を使用した単管吊り込み

方法」を採用した。

具体的には、呼ひ、径200mmと同様に河川内

に設置した仮設支持台および沈下防止板の上

に管受け台を管路の据え付け高さに合わせて

配置した後、管路中央部分から左右に配管し

。
た

最後に、呼び径200mrn、600rnmとも、水

管橋の前後の管路を配管し、アンカーブロッ

クを打設して、施工を完了した。

図5 仮設支持台の設置状況

写真2 仮設支持台の設置状況 写真3 呼び、径200mmの陸組みの状況
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写真4 施工状況(呼び径200mmの場合) (仮設支持台を使用した一括吊り込み方法)

写真5 呼び、径600mmの施工状況

(管の接合状況)

6.施工結果

(1 )施工期間

呼び径200mmと600mmの両水管橋を架設

するのに、管の現地への搬入ー接合一水管橋

の据え付け調整まで約2日間(実鋤12時間)

と短期間でかつ問題なく施工を行うごとがで

きた。

なお、当水管橋はメーカーで工場出荷前に

pったん全数仮組みしたものであり、現地で

再按合するのも容易であった。

(2)継手接合

① FI'形継子は受口に挿し口を挿入した後、

写真6 施工状況(呼び、径600mmの場合)

(仮設支持台を使用した単管吊り込み方法)

ボルト・ナットを締め付ける構造であり、

非常に容易に接合できた。

② 水管橋用KF形継手は挿し口溝が1
0

程度

斜めに加工したものであるが、従来のKF形

継子と変わりなく接合できた。

(3) 管路の据え付け

管路のキャンパは両サイドのSJI、S形管の

こう配を調整して行った。

でき上がった管路は設計通りの緩やかな

アーチ形状であった。
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図6 夕、クタイル管製水管橋のタイムスタディ結果

二??:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

呼び径
管の搬入 一一01

200mm 管の接合 。←-Eコ:
の場合

水管橋の据え付け調整 。←---(t (所要時間計:3時間) 8 

呼び径 管の搬入 。0+00.→コ 0十C トー0: 。←-Oi

600mm 管の接合 o--oio→コio心 jト→j) 0戸-Oi び~ベ)1
の場合

水管橋の据え付け調整 (所要時間計 :9時間) 。」ーゆ

両水管橋の施工の所要時間合計:12時間

7.おわりに

当水管橋は従来の水管橋に比べ、特殊作業

を必要とせず、短期間で施工が行えた。ま

た、耐久性に優れたダクタイル鉄管で管路が

構成でき、より安全な水道管路を構築できた

と考えている。

写真ア施工後の状況 写真8 施工後の状況
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曹宮謹理監理軍謹君臨盟輯盟輯輯瞳輯輯輯輯盟輯轟轟轟轟覇

位羅拙

1 .はじめに

高知市の水道事業は大正14年以来、市民の

水需要に応えるため、二級河川鏡川を主水源

とした 3期の拡張事業を実施してきた。しか

し、高知市への人口集中に加え、市民生活の

向上、下水道の普及等により水需要の増加が

著しく、新たな水源の確保が急務となり、昭

和43年12月第4期拡張事業に着手した。吉野

川水系の日量6万3000m3については昭和54年6

月から本格的に通水を開始し、仁淀川水系か

らの日取水量12万m3についても、計画から26

高知市水道局配水課

仁淀川取水工事事務所

年目の平成 5年 2月に合意が成立し、同年 8

月事業着手の運びとなった。この事業は、高

知市の西隣、吾川郡伊野町を流れる一級河川

仁淀川の河床下に集水管を埋設し、取水所、

導水トンネルを経て高知市針木浄水場内の揚

水所まで自然流下方式で伏流水を導き、ポン

プで着水井に送るというものである。

本稿では、取水所から揚水戸斤区間3，870mの

導水トンネル築造工事の二次覆工におけるU

形ダクタイル鉄管の採用経緯および工事施工

について報告する。

図1 施工位置

香川県

工事区間 r'，_，. '-・h 唖......... 向・・

愛媛県
〆¥""-....ベ.、、、

ぐ・) '-- 徳島県

j¥f J 

? 
高知県
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図2 施設系統図

導水トンネル断面図

ダクタイル鉄管

鵬到達立坑 ん包内径1.5m
取スk所 ，，#'1 ¥ 

平成9. 5 第62号

比J 掘出IH圭123m R ll 「一1;;1--1i 巾

~j i: :; IIf¥T/¥' t 丁 11 ト-i;;L-Ji 子
河床 J二淀 / ;1111 去 | || ; 111! | 

~うやくY/..-<\\ で誉ーーブ llllll 石 勾配1:3100 ) l !:::! ! 
lii;l; N ................，........ ， 、L __'"ドー-"

吋 J iilili--1一一拘===={/;==一一-↓ムjJi JUL11 1 

[民同同月百七F一 主 苛4J Jf ム嵐山斗」
L 集水管 J李河 ζ 導水管 こw『 導水トンネル(3870m) 門ふ引6mJ

330.0m I 112.0m 1 234目58m 11.2m I --
片一一一仁淀川系導水トンネル築造工事一一一吋

2.トンネル工事概要 [工事内容]

本工事は、延長3，807m、掘削径2300mmの

長距離・小断面掘削であるため、掘削方式と

して周辺地山への影響が少ない全断面機械掘

削(流体輸送式TBM)工法を採用し、本体覆

工はコンクリート覆工を前提として実施し

た。

トンネル通過路線は、ルート中央部の盆状

部に集落、水田が集中することから、湧水に

伴う地下水低下や流出による生活環境への影

響が懸念される工事となった。

1) 一次覆工

①発進立坑発破工法呼び径

7.0-9.0m H=60.9m 

②導水トンネル

発破工法区間:仕上がり断面4.4m2 L=42.0m 

仕上がり断面10.9m2 L= 12.0m 

TBM工法区間:掘削径

2) 二次覆工

呼びf圭2300mm L=3807.3m 

圧砕式流体輸送方式

内管式覆工 :u形4種ダクタイル鉄管

図3 地質縦断図

+100 

+50 

-30 

3o 4.7(km/~) 5.5 1 ，1 5.5 ¥ 3.7 3.9 4.0 4.1 3.5 4.2 

3.5 2.2 1 00~300k，，/t/c肘 l
100匂t/cm'以下あり 3.2 700~1 ，000k"t/c耐 細粒砂岩で黄石主体
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呼び、径1500mm@4.00m

(当初計画コンクリート覆工)

L=3，870m (計画高GL2.18-0.63m)

[施工条件]

土かぶり最小37m最大129m平均60-100m

発進60m到達20m

3.地形・地質捕要

標高100-150mの尾根が地質構造方向(東

西方向)に山列を形成しており、盆状地帯南

方を通る山体と北方を通る山体に大別され、

両者の闘に東西にのびる盆状地帯が分布して

いる。

4.U形ダクタイル鉄管の採用経緯

坑内湧水量の多い所では、耐水圧5kgf/cm2

程度を見込む溝付き鋼製セグメント・耐水圧

性能7kgf!cm2程度の高水密性シール材を使用

して坑内全体湧水量の低減を図った。しか

し、ルート上では地表水の低下が見られ、ま

た、坑内湧水量も増加傾向にあるため、二次

覆工を現行のコンクリート覆工で行った場

合、十分な機能(地下水の現況復元・覆工コ

ンクリートの維持管理)が発揮できるか再検

討を行う必要が生じた。

坑内に水を一滴も入れない構造で地山と覆

工聞の充てん性を高め遮水することにより、

将来的に地下水復元の可能性が高く、導水ト

ンネルとしての機能を十分に考慮した構造と

なる内管式(ダクタイル鉄管)を採用した。

下記にダクタイル鉄管採用フローを示す。

図4 夕、クタイル鉄管採用フロー

ルート上の田畑、果樹園井戸等に

影響を出さない

溝付き銅製セグメントを使用

高水密シール材を使用早期

裏込め注入を実施

ルート上の田畑、果樹園、農業用水路

井戸等にかんがい用仮配管を布設

①コンクリート養生のため、裏面排水は坑口まで

必要
②防水シートによる完全な止水は不可能である

①打設コンクリートの品質低下

cr維持管理費の増加

③将来的地下水位復元化の困難性

①鉄筋コンクリート

②ダクタイル管

③鋼管

継子部・グラウトホール部外水圧試験
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5.二次覆工の施工

1)作業手順

ダクタイル鉄管

二次覆工は、全線内管式としU形ダクタイル鉄

管で、到達立坑側より一方向で施工した。その

作業手順を次に示す。

図5 二次覆工施工フロー

①管吊込み工

②トンネル内管運搬工

③管据付工

④管継手工

⑤浮力防止設置工

⑧管端閉塞工

⑨中込注入工

2)サイクJレタイム

作業手順①~⑨のサイクルタイムは、昼夜2

交代の班編成で下図のようになる。

図6 サイクルタイム

3日/サイクル

平成9. 5 第62号

⑤水圧試験工

⑦管内面モルタル充てん工

L<Do@@⑤ ー ⑤一一⑤--@CV@---ωJ
1日日

昼間

1日日

夜間

2日目

昼間

2日目

夜間

3日日

昼夜間
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図7 工程室長

(ダクタイル鉄管呼び径1500mmトンネル配管工事)

戸主主竺。 1日目 2日目 3日目

8 16 240 8 16 2(0 8 16 2t!0 8 16 2~ 

①管吊込み工 !ド:~:誌諒桜滋m誌涼諒:l:誌諒総m誌:l:鴻i誇詰;誇; 図園陸函;

②トンネル部管運搬工 ITI疑者-対露翠殴翻陸llil医室調!
③管据付工 i開欄畑 j医塁嘘翌週 i図殴図;
④管継手工 i匿密室盟 i臨 陸麹!園陸翻 i
⑤管浮力防止工 j騒蕊護霊 j堅塁医惑函!図医翻 i
⑥水圧試験工 滋 m詩誇m [総

⑦管内面モルタル :::::::::::::::1:::::1 m対 ::::::::::::::~::H 

⑧充てん工準備

⑨管端閉塞工

⑩充てん工 ~幹:~:~:誌諜:~::誌総:~:~詰諮諒::~::誌誌滋:~:~詰諮恐:~::誌誌桜縦:~:~:詰詰獄:~:誌誠:~:1諜，=1読1:~総~:誠純~:~'詰掠:~:詰砕桜織~:詰~:~:詰技認泌j語注挺;EE:i:

3) ダクタイル管の施工

使用管材料は、ダクタイル鉄管 U 形呼び径

1500mmで、立坑吊込み時(立坑内径7.0m)およ

び坑内運搬時のトンネルカーブ (R=300m)

PO=12kgf!cm2に対し安全率2を確保できる管

厚16.5mmの4種管とした。

を考慮、しL=4.0mとした。 また、浸透外水圧

また、 2本に 1本は、中込注入用グラウトホー

ル付きの管を使用した。

図8 U形継手箇グラウトホールの構造

じ三でで :ご:つ1

逆止弁

注入手L(管頂 rー7ナι
】…~ ソケット

""J5"" 作ぞ~子三1 ~l 
4 u 己コl寸-I 

メモルタルライニング 11 I 引;-J
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図9 ダクタイル管布設概略図

ダクタイル鉄管小沼搬

至
揚
水
場

写翼1 発進立坑およびストックヤード

写真2 管吊込み状況
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4) ダクタイル管運搬と据付け

ダクタイル鉄管U形呼び径1500mm(重量3.36

トン)を3トンバッテリーロコ1台とダクタイ

ル鉄管運搬台車の編成で繰返し運搬し、据付

ける。

図10 ダケタイル管運搬断面図

5) ダクタイル鉄管据付け・接合

台車に乗せた管を据付け場所で、すでに据

付けられた管の受口(または挿し口)に台車

にセットされた 4本のジャッキで高さを調整

しながら挿入する。次に台車を引き抜くため

に、 2台の台車引き抜き用ジャッキで押し上

げ仮受けし、台車を引き抜く。ジャッキで微

調整しながら管を正規の位置にセットし接合

作業開始となる。管の接合は、日本ダクタイ

ル鉄管協会編 iU形ダクタイル管」接合要領

に基づき行う。最後に中込注入時の浮力防

止のため、切りばりの取り付けを行い配管を

完了する。

※発進側一到達側を見る。

写真3 接合状況

~j r: 
"<T'寸ヤ
~'K 
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7)継子部モルタル充てん

従来 U形継子のモルタル充てんは、竪練り

のモルタルを使用して人力で施工していた。

本工事では、 トンネル延長が長く、充てん箇

所数が 966ヵ所にもなる乙とから、労力の軽

減、粉鹿などの作業環境の改善、品質の均質

化を図る目的で、モルタル充てん用治具を用

いて施工した。写真のような型枠バンドを受

口部にセットして、あらかじめ混練されたモ

ルタルを注入用ポンプで注入する。

5 

写真4

平成9.ダクタイル鉄管

切りば‘り設置状況
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6)水圧テスト

接合完了後、継子の水密性を管内面テスト

バンドを使用して確認を行った。 モルタル充てん治具写真6

水圧テストバンド写真5

て地下水の回復が確認できるに至った。降雨

量にもよるが早い時期に高い確率で復元する

ことと期待している。

6.おわりに

内管式(ダクタイル鉄管)を採用した主目

的は一次掘削により低下した地下水を将来的

に復元させることにあったが、施工中におい

坑内湧水量の変化

。
(
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最後に、本工事を無事終了できた乙とにあ

たり、工事関係者のみなさまにお礼申し上げ

ます。

また、事故もなく予定工程内に工事が完成

できたことも報告して、今後、当工事の実績

が類似工事の一助となれば幸いで、ある。
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