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本管推進工法による中口径推進
工法用S形ダクタイル鉄管の施工
実施例

東京都水道局

 東部建設事務所工事第一課
　　工事第二係　係長　田淵　武男
　　　　　　　　　　　　 　　鹿倉　勝

  東京都水道局では21世紀にふさわしい水道事業を目指して、平成9年
に「東京水道新世紀構想（STEP21）」を策定した。この中では、事故時
や震災時にも強い施設の更新や耐震性の向上を図り、信頼の高い送配水
システムの構築に取り組んでいる。今回はその一環として、バックアッ
プ機能強化を目的として耐震機能を有したS形管推進工法による水道工
事を実施し、その概要を述べるとともに今後の推進工法についても示唆
している。

横浜市立大学医学部附属市民総
合医療センターの700㎥循環式地
下貯水槽について

横浜市水道局

南部建設課
　　　　　　　　　　　課長　加藤　茂
　　　　　　　　　　　　　　　小林　正史

  横浜市水道局では、災害時の給水拠点として、配水池、循環式地下貯
水槽、緊急遮断弁などを整備している。今回のレポートでは、横浜市立
大学医学部附属市民総合医療センターで建設した病院用の700㎥循環式
地下貯水槽について、その概要と検討内容について述べ、設置場所の条
件や経済性、実績などの総合評価からUF形ダクタイル鋳鉄製の貯水槽を
採用したことを報告している。

畑地帯総合土地改良パイロット
事業小清水地区における畑地か
んがい事業の概要と管水路工事
の実施状況について

北海道開発局

網走開発建設部網走農業事務所
　第1工事課長
　　　　　　　　　　　　　　　小浮　正敬

  現在、北海道斜里郡小清水町、清里町、斜里町では国営畑地帯総合土
地改良パイロット事業を進めている。この事業は農業経営の安定と近代
化を図るため、昭和53年に着工。農地造成、区画整理、排水改良を先行
して行ってきたが、現在、管水路網の早期建設が事業推進上の課題と
なっている。今回は事業推進の主軸である畑地かんがい事業の概要と管
水路工事の実施状況をレポートしている。

高圧パイプラインにおける水圧試
験（大和高原北部地区1号送水路
の通水試験）

農林水産省近畿農政局

大和高原開拓建設事務所
　工事課課長
　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　知庸

  奈良市、天理市、添上郡月ヶ瀬村、山辺郡山添村、都祁村、および宇
陀郡室生村の2市4村を受益地とする大和高原北部地区土地改良事業で
は、農地造成、区画整理、農業用用水施設の造成を実施している。同地
区の水源である上津ダムからの送水パイプラインの中で、1号送水路が
標高差300mのポンプ圧送パイプラインであることから、今回、この高圧
パイプラインの通水試験を中心に設計、施工した考察を報告している。
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2000年有珠山噴火における水道
管路被害および地盤変状調査結
果概要（速報）

日本ダクタイル鉄管協会

　　　　　　　　技術委員　金子　正吾
　　　　　　　　　　　　　　　加藤　幸雄
　　　　　　　　　　　　　　　戸島　敏雄

  2000年3月31日、有珠山西山西麓が噴火し、4月1日11時には金毘羅山
西側山麓が噴火した。この噴火に伴う地盤の動きおよび火山性地震に
よって、北海道蛭田町では水道管路に被害が発生した。この速報では、
有珠山噴火における被害地点の地盤変状と水道管路の調査概要を写真や
図を駆使して報告している。

2000年三宅島での火山活動およ
び周辺の地震活動による水道管
路被害状況調査結果概要（速報）

日本ダクタイル鉄管協会

　　　　　　　　技術委員　大濱　博保
　　　　　　　　　　　　　　　嘉戸　善胤
　　　　　　　　　　　　　　　戸島　敏雄

  2000年6月26日、伊豆諸島の三宅島で継続的に地震が発生し噴火の恐
れがあるとの緊急火山情報を気象庁が発表した。その後、断続的に噴火
が続く中、火山活動および周辺の地震活動による水道管路の被害状況に
ついて、調査結果をもとに、その概要を速報として伝えている。
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Ill ‘’ T 
本管推進工法による申口径

推進工法用S形ダクタイル鉄管の
施工実施例

東京都水道局東部建設事務所工事第一課

省．

1.はじめに

近代水道100年を迎えた東京の水道は、この

間、需要に応じるため施設の拡張を重ね、今で

は世界有数のライアラインとして1,200万都民の

生活を守っている。

しかし、将来にわたって安全な水を安定的に

供給するには、施設の老朽化による機能低下や

事故時のパックアッフ。機能の不足など必ず、しも万

全とは言えない。

このため、東京都水道局は新世紀にふさわし

i E水道事業を目指して、平成9年に「東京水道

新世紀構想、（STEP21)Jを策定し、その中で、事

故時や震災時にも強い施設の更新や耐震性の

工事第二係係長田淵武男 一
工事第二係 鹿 倉 勝 ，

向上を図り、信頼性の高い送配水システムの構

築に取り組んでいる。

そこで、今回は、パックアッフ。機能強化を目的とし

て耐震機能を有したS形管（呼び径800mm）推

進工法による水道工事を実施したので、その概

要を報告する。

2.施工概要

江戸川区内において、呼び径800mm推進工

法用S形ダクタイル鉄管を泥水式推進工法により

施工した。概要を表1に示す。

なお、当工事の配管延長は201mで、ある。

表 1 施工概要

工事名称 東京都江戸川区船堀3丁目～6丁目地先間
配水本管（800mm）新設工事

所在地 東京都江戸川区船堀3丁目～6丁目地先間

推進工法 泥水式推進工法（スーパーミニ工法）

工事内容 ¢800推進工法用S形ダクタイル鉄管（管の有効長＝4m／本）×201m

周辺土質 粘性土および砂質土
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図1 平面図

船堀5丁目
4-16 

併BOOS形推進管×201m

「ーふ－－－－－司＼

写真1 工事現場の周辺状況

（発進立坑側）

3.推進工法および管種の検討

(1）推進工法

施工方法としては、土質、延長、曲線等を検

討し、泥水式推進工法を採用した。また、推進

機械は長距離推進時の推力の低減ができる

と共に、推進管内部の損傷をなくすために二

工程方式による本管推進工法で、あるスーパー

ミニ工法を採用した。

船堀スポーツ公園

船堀6丁目

施工の手順は、仮管を一旦推進施工した後、

本管のS形推進管を推進する工法である。

(2）管種

本管は、経済性・工期・施工性・両援性・過去

の実績などの項目について比較検討を行い、開

削工法で使用しているS形ダクタイル鉄管と同等

の両捜性能を有するS形推進管を採用した。

なお、管種については、周辺環境による荷

重分布を考慮して2種管を用いた。

図2 スーパーミニ工法

トラッククレーン
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図3 S形推進管の継手構造

（施工時）

土砂流入防止材（発泡ポリプロピレン）

ライナ／／ノ

（推進施工後、取り外す）

（施工完了後）

継手伸縮

(3）継手伸縮量の確保

S形推進管を推進工法で施工する場合、耐震

性能上必要な継手伸縮量（管長の±1%）をどの

ようにして確保するかが課題となる。

S形推進管は、接合時に直管部を含めた全て

の受口胴付部にライナーをセットした状態で推進施

工し、配管完了後に立坑からの遠隔操作によりラ

イナを取り外して回収し、所定の継手伸縮量を確

保するものである（図3参照） 。

表2 S形推進管の仕様

対象呼び径
500-900mm 
（今回は800mmを使用した）

継手伸縮 量 管長の±1%

離脱防止力 3DkN(D：管の呼び径mm)

許容曲げ角度
1。30’ー3。20’
(¢800の場合：2。）

4.本管推進工法によるS形推進管の施

工手順

本工法は仮管を一旦推進施工した後、S形推

進管を推進するものである。

仮管の推進施工後のS形推進管の施工およ

びライナの取り外し手順は次の通りである。

(1) s形推進管の施工手順

①S形推進管の継手胴付部にライナをセットし

接合する（図3参照） 。

②受口端面と挿し口外面の隙間に土砂等が

入り込まないように土砂流入防止材および

継手カノTーを取り付ける。

③S形推進管を推進施工すると共に、仮管を

撤去する（図4参照） 。

④S形推進管を全て推進施工した後、ライナ

取り外し装置を用いて立坑からの遠隔操作

でライナを回収する。

図4 S形推進管の推進施工方法

圧入装置

(2）ライナの取り外し手順

①ライナ取り外し装置を電動ウインチを用い

て、各継手部まで移動させる（図5参照） 。

②装置の先端に取り付けたCCDカメラの画

面を見ながら装置をライナの所定の位置に

合わせた後、ライナを取り外す。

③装置を立坑まで移動させてライナを回収する。

④以下①ー③を繰り返す。

図5 ライナの取り外し方法

ケーブル用ドラム

なお、ライナ取り外し装置の機構、構造は6.項

にて述べる。
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5. ライナ

図6にライナの構造を示す。ライナの主な特

徴は次の通りである。

図6 ライナの構造

ライナ（鋼製）

・4 闘甲 ライナ

アイボルト／↓管内面側へ引き出す

(1）ライナは推進施工時に継手胴付部から外

れないよう管内面に張り付く構造である。

(2）推力はライナを介して継手胴付部で伝達

する。

(3）ライナの管軸方向断面は、推力が残留した

状態でも取り外しができるように、3分割のく

さび構造である。

写真2 ライナのセット状況

6.ライナ取り外し装置

ライナ取り外し装置の構造と外観を図7および

写真3に示す。また、ライナの取り外し機構を図8

に示す。

ライナの取り外し手順および機構は以下の通

りである。

(1）前述したようにCCDカメラで管内面を確

認しながら、継手部までライナ取り外し装置

を移動させる。装置の移動は電動ウインチに

よって行う。

(2）ライナ取り外し用ブックをライナのアイボル

トの位置に合わせるため回転させる。

(3）ライナ取り外し装置本体の油圧ジャ、ソキを

①方向に伸ばして、②方向に力を加えライナ

を継手胴付部から取り外す（図8参照） 。

(4）継手胴付部から取り外したライナを管外に

回収する。

図ア ライナ取り外し装置の構造

ライナ取り外し用フック 連結部（フレキシブル）
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図8 ライナの取り外し機構

表3 工事スケジュール

工事期間（平成11年） （注）

1月 8日～3月30日

4月 6日～4月17日

4月22日一4月25日

写真3 ライナ取り外し装置

7.施工結果

呼び、径800mm推進工、法用S形ダクタイル鉄管、

延長201mを推進施工した結果を以下に示す。

( 1）本管推進工法においても開削工法によ

る場合と同じS形ダクタイル鉄管を布設する

ことができた。

なお、図9に本管推進施工時の推力

測定結果を示す。その結果、最大推力は

2600kNであり、呼び径800mm2種管の

許容抵抗力3000kN（安全率1.5を含む）

に比べ、低L吋直で、あった。

作業項目

仮管の推進施工

推進工法用S形ダクタイル鉄管の推進施工

ライナの取り外し作業

注）上記工事は全て夜間作業で沿った。

・・4・・

(2）耐震性能上不可欠な継子部の伸縮量に

ついては、S形推進管の推進施工後、ライナ

取り外し装置を用いて管内全てのライナを

取り外すことにより、所定の伸縮量（管長の

±1%）を確保することができた。

(3）仮管の推進施工～S形推進管の推進施

工～ライナの取り外しまで、1月8日一4月25

日の約4カ月間で施工することができた（表

3参照） 。

図9 本管推進施工時の推力測定結果
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注） ¢800S形推進管（2種管）の許容抵抗力

=3000kN（安全率1.5を含む）

備考

S形管51本挿入

50箇所分のライナを回収
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写真4 仮管の推進施工状況

写真5 併SOOS形推進管の接合状況

（ボルト・ナットの締め付け）

写真6 世SOOS形推進管の接合状況

（土砂流入防止材の取り付け）

写真7 併SOOS形推進管の推進施工状況

写真8 ライナ取り外し装置による作業状況
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写真9 ライナの回収状況

8.施工実績

東京都水道局が実施した本管推進工法によ

るS形推進管の施工実績を表4に示す。いずれ

の施工においても、当報告と同様に、二工程方

式による本管推進工法によりS形推進管を推進

施工することができ、かつ配管後に耐震性能上

必要な継手伸縮量（管長の±1%）を確保するこ

とができた。

表4 本管推進工法による推進工法用S形

ダクタイル鉄管の施工実績（東京都水道局）

呼び径
スノfン

No. 
(mm) 延（m長） 

施工場所 施工時期

1 800 201 江戸川区内 平成11年4月

2 81 中野区内 平成11年7月

一
3 500 101 足立区内 平成12年1月

一
4 157 ，， 平成12年2月

5 115 練馬区内 平成12年6月

一
6 600 172 ’F 

，， 

トーーー一一一

7 71 ，， 平成12年7月

（注）平成12年7月末現在（総延長898m)

9. まとめ

東京都内においては、道路下の埋設物は下水

道の普及、架空線の地中化などにより増加の傾

向にある。このため、推進工法は軌道横断や河川

横過に加え、埋設物の輯鞍した道路下において

も採用されつつある。一方、阪神・淡路大震災の

教訓から管路の耐震化は、特に重要な課題とな

っている。

こうした背景から、推進工法でS形ダクタイル鉄

管の耐震性能を保持できるS形推進管の施工は

今後増加するものと思われる。

また、450mm以下の小口径推進用ダFクタイル

鉄管の開発も望まれる。

推進工法での水道管の布設は、各都市で様

々な制約条件の中で、その実績を伸ばしつつあ

り、今回紹介した本報告が参考になれば幸いで

ある。
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横浜市立大学医学部附属市民総合医療センターの700m3循環式地下貯水槽について（病院用緊急貯水槽の設置例）

II] 
、，

T 
横浜市立大学医学部附属

市民総合医療センターの700m3
循環武地下貯水槽について

（病院用緊急貯水槽の設置例）

横浜市水道局南部建設課

場’

省’

課長加藤茂極

1.はじめに

横浜市水道局では、災害時の給水拠点として

配水池、循環式地下貯水槽、緊急給水栓などを

整備しています。

配水池では、大地震が発生すると、2槽ある配

水池のうち1槽の緊急遮断弁を無線操作により

閉じることにより飲料水を確保します。残りの1槽

は、飲料水や消火用水などに使用するため、通

常どおり水を流します。

配水池から離れた地域のために設置している

循環式地下貯水槽は、普段は配水管の一部とし

て機能し、新鮮な水道水が流れていますが、断

水時には入口と出口に設置してある弁が閉まり

貯水槽内に飲料水を確保します。

緊急給水栓は、管路による給水を目的に地震

に強い水道管を布設し、その先端に臨時の給水

装置を取付けて給水する施設です。もし地震で

被災した場含でも、優先して復旧し被害地区で

応急給水するよう計画しています。

今回は、横浜市立大学医学部附属市民総合

医療センター（旧浦舟病院）の病院再整備事業

の一環として横浜市立大学から建設を要請され

た病院用の700m3循環式地下貯水槽につい

て、その概要および検討内容の報告をします。

小林正史 ’ 

図1 貯水槽の設置場所

13 
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2.病院用の循環式地下貯水槽

市民総合医療センターでは、地震などの災害

時に備えて病院のベット数や外来患者数を考慮

して1週間分の水の確保を図ることとしていま

す。

確保する水量は、既設の受水槽容量に加えて

700m3が新たに必要となり、これを循環式地下貯

水槽で確保することになりました。

災害時には、循環式地下貯水槽で確保された

水を病院に備えてある自家発電設備により、ポン

プを使用して受水槽経由で病院内に給水されま

す。

図2 「市民総合医療センターJ内の貯水槽の配置状況

¢300緊急開放弁

¢300緊急閉止弁

3.循環式地下貯水槽の概要

貯水槽容量：700m3

形状寸法 ：呼び、径2600mm×134m

材 質 ：ダクタイル鋳鉄製

接合形式 :uF形
基礎形式 :RC床版十PHC杭

施工面積 :26m×31m=806m2 

横浜市立大学医学部附属

市民総合医療センター

N 
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以〉ヘ

図3 循環式貯水槽の構造図
平面図

制一一｜出二開－汁－~~1-=－~，
4. 緊急閉止弁・開放弁

地震などの原因で、流入・流出側の水圧が設

定水圧を下回ったとき、これを感知し自動的に緊

急閉止弁が閉塞し、貯水槽内に水が確保されま

す。同時に開放弁が聞き、バイパスを通して配水

管内の水の流れは確保されます。

図4 緊急閉止弁・開放弁の構造図

平面図
泣旦

図面川一山一

断

一
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写真1 循環式貯水槽

5.基礎および接合形式の検討

(1）設置場所の条件

設置場所は、沖積層が厚さ30m＇こ及ひ、堆

積し、ほとんどがシルト質（砂質シルト）で上層

においてN値3前後、下層においてもN値5～

12とpう軟弱地盤となっています。

さらに、地層が東から西へ斜めに落ち込んで

おり、表層厚の変化に伴う不等沈下が発生す

ることが考えられます。（液状化は発生しない）

また、病院整備に合わせるため10ヵ月とLEう

短い工期、さらに26m×31mとpう貯水槽本

体の設置場所だけでの作業スペースなど、さま

ざまな制約のなかで、基礎形式と接合形式を

総合的に判断し決定する必要がありました。

(2）接合形式の検討

本施工場所が軟弱地盤であることから、不

平均力と圧密沈下に対してどのような継手を

採用するかが重要なファクターで、した。

鎖構造の継手では不平均力に対応できず、

基礎工法と合わせ検討した結果、UF形継手

（剛構造）ですべてを一体化する方法としまし

た。この形式は、不平均力に対しての安全性

を有し、また、大容量貯水槽としての施工実績

もあります。
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(3）安全性等の検討

貯水槽の強度安全性検討には，JDPA（日本

ダクタイル鉄管協会）の資料T-38「ダクタイル

管による耐震貯水槽Jを参考にして検討しまし

た。なお、その内容については本文中では割愛

させていただき、項目のみを次に示します。

①平常時の検討

・管体の強度検討

－継手部の離脱強度検討

－地下水による浮力に対する検討

．設置後の地盤沈下に対する検討

②地震時の検討

－内圧による軸方向応力の算定

－地盤の歪または変状に対する検討

③流況制御板設置の検討

平成4年度にみなとみらい地区に設置し

た1000m3貯水槽で、は、停滞水対策として流

況制御板を14枚設置しました。700m3貯水槽

において同様な設置間隔を確保しようとした

場合、設置枚数は9-11枚になります。

しかし、貯水槽の流入側は流況制御板の上

部を、流出側は下部を開口部とするため、設置

枚数は偶数とする必要がありました。

したがって設置枚数は8枚、10枚、12枚が

適当となりますが、置換倍率（水質保全のため

の水の入替わり性能）の検討を行った結果、

700m3貯水槽に8枚の流況制御板を設置した

場合の置換倍率は約4.2～ 4.5倍と推測で

き、1000m3貯水槽の置換倍率の4.0倍と大差

はないと言えるため、700m3貯水槽の流況制

御板設置枚数は8枚としました。

写真2 流況制御板
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図5 流況制御板を8枚設置した場合

（図中の寸法は、流況制御板間の長さを表す）

~ 4. 8ra 。
ー』．

十一｜三p手｝II!__ · ·· · ···－· ··－ · · · －·－ ·｝・・ －~~·. －9!-.F·.:.

~異形管部 )J 
流況制御板..f- . -1-. －－－－－－···－ － ~~·－~·－… · · － ··· · -.L.L~＜ 

図7 流況制御板12枚設置した場合

（図中の寸法は、流況制御板間の長さを表す）

~~： .9!-_+ · · · - .. -... t1 ... s~＿ -・-.  _ -l・・・・H-・-・-_a，＿勿

cコ：異形管部

i：流、況制御板（.）. 1.~·.3!11_ 

(4）基礎工法の検討

設置場所の上部を病院の駐車場等で利用

すること、および貯水槽本体をUF形継手（剛

構造）で一体化するため、不等沈下を認めな

p基礎工法が必要となります。

軟弱地盤に対し不等沈下を起さないための

置

9 

8 

7 

6 

換 5

図6 流況制御板を10枚設置した場合

（図中の寸法は、流況制御板間の長さを表す）
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図8 流況制御板設置枚数と置換倍率の関係

ト←既設貯水槽のモデル実験結果一一実験結果の近似式｜

700m3貯水構に10枚
ーllの流況制御板を設置

IIした渇合の相当範囲
ーーー（13.6-20.0fl(相当）

倍 A1-700m3貯水憎に械の
率~， 流況制御板を設置した

31ー『婦合の相当範囲 一一一一ー

2 

1 

I (11.6-13.3枚相当）

0 5 10 15 20 

流況制御板設置枚数

さまざまな対策工法のなかで比較検討を行い、

最終的にサンドコンノ旬、ンョン工、法、深層混合

処理工法、支持杭工法について、詳細に比較

検討を行ったなかで、工期と経済性を重視し、

支持杭工法としました。
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図9 支持杭構造図
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6.おわりに

今回は病院用の循環式地下貯水槽として、設

置場所の条件や、経済性、実績、工期などを総合

評価し、UF接合形式のダクタイル鋳鉄製の貯水

槽を採用しました。

これらの諸検討を行うに当たっては、日本ダクタ

イル鉄管協会の関係者のご協力を頂き、心から

感謝を申し上げます。
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畑地帯総合土地改良パイロット事業
小清7Jd也区における

畑地かんがい事業の概要と
管水路工事の実施状況について

北海道開発局網走開発建設部網走農業事務所

場

第 1工事課長小浮正敬 事

1. はじめに 用水路を整備して、畑地かんがい用水の安定的

な供給を確保すること、また、排水路を改修し過

湿被害の解消を図ること、併せて農地造成によ

る経営規模の拡大と区画整理による生産性の

向上を図ることにより、農業経営の安定と近代化

を図る事業であり、昭和53年度に着工している。

国営畑地帯総合土地改良ノtイロット事業小清

水地区は、北海道斜里郡小清水町、清里町、斜

里町の畑作地帯13,370haを受益地としている。

本地区では、これら農地を対象に畑地における

土地条件の整備を図るため、斜里川支流アタク

チャJ，，にダムを建設するとともに、頭首工および 事業の実施は、即時的な効果発現が期待で

図1 小清水地区計画模式図
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きる農地造成、区画整理、排水改良を先行し、こ

れら工事と併行して畑地かんがいに必要なダム、

頭首工などの河川協議を進め、逐次工事を実施

してきでおり、現在、進捗が遅れている用水路

（管水路）網の早期建設が事業推進上の課題と

なっている。

今回、今後の事業推進の主軸となる畑地かん

がい事業の概要および管水路工事の実施状況

について報告する。

2.地区の概要

1.事業の目的

本地区では、農作物の生育期間における少雨

と保水力の低い火山灰土からなる土壌条件か

ら、用水不足が発生し、また、低平地においては

排水条件が悪く、農作物の生育に大さな影響を

与えている。一方、既耕地と錯綜した未利用地が

点在していることから、土地生産性および労働生

産性が充分に発揮できず結果として農家経営は

不安定なものとなっている。

本地区では、このような状況の中、土地生産性

および、労働生産性の高い農業経営を発展させる

ため点在未利用地を開畑し、畑地かんがい、排水

改良等総合的に土地基盤の整備を行い、農作物

の生育促進を図り、併せて輪作体系の確立により

農家経営の安定化を図ることを目的としている。

特に畑地かんがいについては、現在、地区に

おける作付体系の基幹となっている馬鈴薯、甜

菜、麦類の畑作三品が、市場原理の導入、輸入

自由化の影響により価格低迷が続いている中

で、第四、第五の作物として玉ねぎ、人参等の野

菜の定着を図っていくために不可欠なもので、あ

り、早期の効果発現が求められている。

2.畑地かんがい事業の概要

本地区の畑地かんがい事業は、末端のほ場

配管まで国営で一括施工を実施できることが大

きな特徴となっている。

事業は、斜里郡中西部に広がる畑地帯を対象

に、既畑11,810ha、農地造成1,120ha、計12,

930haを受益面積として、畑地用水の確保、供

給を行うものである。水源は斜里川水系アタクチ

ャ）, ，に斜網西部地区と共同事業により有効貯水

量6,400干m3の緑ダムを建設するとともに、斜里

川に清泉頭首工、斜里川支流札鶴川に札弦頭

首工、斜里川支流チエサクエトンビ）, ，に江鳶頭

首工の3箇所の頭首工を建設する。併せて総延

長462kmの用水路を建設するとともに、ほ場配

管を実施し、自然圧を利用して、大型の自走式散

水機であるリールマシンなどにより散水かんがい

を行うこととしている。

表1 用水路の概要
425条 L=461.9km（幹線用水路：46条 L=240.8km.支線用水路：

379条 L=221.lkm)

名称 かんがい面積 最大通水量 延長

消泉導水路 9,240ha 3.0lm3/s 9.8km 

小消水送水幹線 (3,990ha) (1.30m3/s) 13.8km 

川向送水斡線 ( 360ha) (0.12m3/s) 0.8km 

泉送水斡線 (l,150ha) (0.37m3/s) 0.7km 

消里送水幹線 (5,250ha) (1.71m3/s) 10.3km 

江南送水斡線 ( 590ha) (0.19m3/s) 3.4km 

神威1号配水幹線 (1,190ha) (0.42m3/s) 7.8km 

神威2号配水幹線 ( 200ha) (0.07m3/s) 1.0km 

神威3号配水幹線 ( 420ha) (0.15m3/s) 3.0km 

神威4号配水幹線 ( 120ha) (0.04m3/s) 0.2km 

札弦1号配水幹線 ( 360ha) (0.13m3/s) 2.lkm 

札弦2号配水幹線 ( 160ha) (0.06m3/s) 1.6km 

水上1号配水幹線 (l,040ha) (0.37m3/s) 14.0km 

水上2号配水幹線 ( 140ha) (0.05m3/s) 2.4km 

水上3号配水幹線 ( 120ha) (0.04m3/s) 1.4km 

泉 1号配水幹線 (l,150ha) (0.37m3/s) 10.4km 

泉2号配水幹線 ( 130ha) (0.04m3/s) 0.3km 

共和1号配水幹線 (l,440ha) (0.5lm3/s) 12.9km 

共和2号配水幹線 ( 310ha) (O.llm3/s) 4.0km 

共和3号配水幹線 ( 110ha) (0.04m3/s) 1.4km 

清里1号配水幹線 ( 740ha) (0.27m3/s) 8.lkm 

清里2号配水幹線 ( 290ha) (O.llm3/s) 1.9km 

消里3号配水幹線 ( 160ha) (0.06m3/s) 0.9km 

上斜里1号配水幹線 (1,330ha) (0.47m3/s) 11.5km 

上斜里2号配水幹線 ( 370ha) (0.13m3/s) 4.7km 

上斜里3号配水幹線 ( 120ha) (0.04m3/s) 0.3km 

上斜里4号配水幹線 ( 120ha) (0.04m3/s) 0.3km 

斜里1号配水幹線 (l,400ha) (0.50m3/s) 22.4km 

斜里2号配水幹線 ( 140ha) (0.05m3/s) 0.9km 

斜里3号配水幹線 ( 130ha) (0.05m3/s) 2.6km 

斜里4号配水幹線 ( 170ha) (0.06m3/s) 1.4km 

斜里5雪配水幹線 ( 140ha) (0.05m3/s) 0.8km 

江南1号配水幹線 ( 590ha) (0.2lm3/s) 9.5km 

江南2号配水幹線 ( 150ha) (0.05m3/s) 3.2km 

札弦導水路 3,060ha l.00m3/s 8.4km 

札弦送水幹線 (3,060ha) (1.00m3/s) O.lkm 

東野1号配水幹線 (l,130ha) (0.40m3/s) 13.7km 

東野2号配水幹線 ( 130ha) (0.05m3/s) 0.4km 

東野3号配水幹線 ( 120ha) (0.04m3/s) 1.7km 

中里配水幹線 ( 790ha) (0.28m3/s) 14.8km 

旭1号配水幹線 (1,140ha) (0.41m3/s) 19.8km 

旭2号配水幹線 ( 190ha) (0.07m3/s) 3.9km 

江；鳶導水路 50ha 0.20m3/s 0.9km 

江；鳶配水幹線 ( 50ha) (0.22m3/s) 2.7km 

美里第1斡線 ( 30ha) (0.14m3/s) 3.lkm 

美里第2斡線 ( lOha) (0.05m3/s) 1.5km 

百十 12,930ha 240.Skm 

※消泉潟水路、小清水送水幹線用水路は、斜網西部地区との共用施

自受となっている。
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3.送・配水システム

本地区の畑地かんがい事業の送・配水シス

テムは、オープンタイプで送水する送水系（導水

路、送水幹線用水路）と、セミ・クローズドタイプで

送水する配水系（配水幹線用水路、支線用水

路）に区分される。

送水系は、取水施設で、ある頭首工からファーム

ポンドまでの区間として、ファームポンド水位変動

に合わせて供給主導により送水を行う計画とな

っている。

一方、配水系は、ファームポンドからほ場まで、の

区間として、農家の水利用の自由度を確保する

ため需要主導型により配水を行う計画となって

pる。ただし、末端部の分水栓は自動定圧定流

量取水栓を採用しており、一定水量以上の使用

が出来ないよう制御することとしている。

また、ファームポンドは、22時間散水、24時間送

水の時間差分容量のほか、用水が頭首工から取

水されファームポンドまで歪リ達する時間に係る管理

容量を確保できるよう貯水量が計画されている。

3.管水路工事における管種の選定

現在、本地区は、送水系の管水路工事がほぼ

完成となっており、今後は配水系の管水路につ

いて事業推進を図っていくことが必要となってい

る。

このため、配水系の管水路の設計業務の簡

素化を図るため、標準的な条件に基づく管種選

定図を作成し、配水系ノtイプラインにおける管種

選定の統一を図っている。

管種選定図の作成の基本条件は、次のとおり

としている。

①パイプライン形式：クローズドタイプまたは

セミクローズドタイプに適用。

②管径：呼び、径150mm～日乎ひ

の11管種

③管種：ダクタイル鉄管（DCIP)

強化フ。ラスチック複合管（FRPM)

塩化ピニル管（VP）の3管種。

また、管種選定図は、具体的に次のような条件

を選定し、静水圧および土かぶりにより管種が容

易に選定できるように作成を行っている。

①現地盤土質の選定（砂質土か、粘性土か）

②地盤条件の選定（普通地盤か、否か）

③掘削条件の確認（素堀り掘削で掘削法

勾配が 1:0.sか、否か）

④配管方式の確認（単独配管方式か、否

か）

⑤使用基礎材の確認（磯質土か、砂質土

かL粘性土か）

⑥管路埋設位置における土地利用状況の

確認（耕地か、山林・原野か）

図2 管種選定図（参考事例）

［基礎条件］
管径：¢700
計算条件 ：現場発生土一砂質土、基礎一砂質土or磯質

士、埋戻し土一砂質土
上載荷重 :ws=400 kg f/m2 
土の単位重量：W=1.70 t f/m3 
内部摩擦角 ：千＝25。

一一一一一基礎材一砂質士一一一一：基礎材一磯質土
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4. 管水路工事の概要

管水路（ノfイプライン）工事の標準的な工程と

標準施工図を下記に示す。

管水路は、通常、将来の維持管理、建設費の

縮減を踏まえ、一般道路に沿ってほ場内に布設

する路線計画としている。

このため、関係農家との調整を行う必要がある

が、営農計画への配慮、冬期工事に対する農家

の了解が得られない等の工事施工上の制約が

多く、工事の工程としては非常に厳しい条件で

の実施となっている。

また、今後、年間の施工延長が大幅に増加す

る予定であり、施工条件が一層厳しくなる中で、

工事の早期発注、関係農家との調整の前倒し

実施等、円滑な施工に向けた対策が必要となっ

ている。

写真（平成11年度江南送水幹線用水路工事）

図3 用水路（パイプライン）工事の標準的な工程

十4し
桝「

｜表土刺ぎ取り｜→｜表土仮置き｜→｜管路の掘削｜→｜堀削土仮置き｜

j基床の施工；←｜管材搬入・仮置き｜←｜工事用仮設道路の造成｜

置亙百→｜基礎の施工｜→｜管項60佃までの施工｜

｜表土戻し｜←｜掴削土の埋め戻し｜

図4 用水路（パイプライン）工事の標準的な施工図

用地借上使用幅

表土はぎ戻し幅

掘削土仮置場 1上表土仮置場

工事用仮設道路 （余裕幅） （余裕幅）
(4.0m文はアウトリガー幅） LO-2.0m 0.5 -1.0m 
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5. ダクタイル鉄管の長尺管（Sm)

使用によるコスト縮減

本地区では、平成2年度より、呼び、径600mm

以上のダクタイル鉄管について、コスト縮減を図る

ため、長尺管（9m）の使用を行っている。

長尺管の使用については、平成4年度に小清

水送水幹線用水路において、長尺管の安全確

認試験（縦断方向応力、継手間隔）を実施し、そ

の実用性の確認を行っている。

中里配水幹線用水路（呼ひ、径700mm）を事

例に行ったコスト縮減額の試算で、は、管体工とし

て3.5%のコスト縮減が図れる結果となっている。

また、本地区では、管水路は基本的にほ場内

に布設することとしているが、掘削土の埋戻しの

際に凍土の混入を避けるため冬期工事は行わな

pこととしており、このために十分な工期の確保

が出来ない状況にある中で、長尺管の使用によ

り施工性が高まり、現場管理が円滑に行えること

も効果として上げられる。

表2 小清水地区におけるダクタイル鉄管
長尺管（9m）使用実績

年度 幹線用水路 管径（mm)本数

平成 2年度 清水導水路 1,500 33 

1,200 16 

1,000 15 

平成 3年度 小清水送水幹線用水路 1,100 261 

平成 4年度 小清水送水幹線用水路 1,200 86 

1,100 204 

平成 5年度 小清水送水幹線用水路 1,200 202 

平成 6年度 小清水送水幹線用水路 1,200 109 

1,100 18 

平成 7年度 小清水送水幹線用水路 1,200 67 

1,100 115 

平成 8年度 小清水送水幹線用水路 1,350 31 

平成 9年度 小清水送水幹線用水路 1,200 7 

平成10年度 中里配水幹線用水路 700 150 

平成11年度 中里配水幹線用水路 700 92 

神威第1号配水幹線用水路 700 92 

上斜里第1号配水幹線用水路 700 58 

600 12 

言十 1,568 

表3 長尺管（9m）に関する確認試験結果

O縦断方向に発生する応力の最大値に関する安全確認試験結果

検討ケ一ス ｜安全確認試験結果｜規定値（土地改良事葉計函設計基準） 

霊調定用管が構造物に：固定されていない場合 J1,1臼kgf/cm2l 1,890 kgf/cm 
霊調定周管が構造物に固；Eされてい1る場合 I 1,185 kgf/cm 2 ｜ 

0継手間隔の最大値に関する安全確認試験結果

型 ｜ 検討ケース ｜安全確認試験結果｜規定値（土木施工智略準）

｜歪測定問管が構造物に固定されてい加崎合｜ 9mm 
T青~ I 

｜霊測定用管が構造物に自定されている渇合 I 17mm 
40mm 

｜歪測定周管が構遣物に：固定されていな
K形

l歪測定用管が構造物に固定されている場合 I 12mm 
36mm 

表4 中里配水幹線用水路（管体工）の長尺管によるコスト縮減額の試算結果

名 称 形状寸法
普通管（6m) 長尺管（9m) コスト縮減額

金額（円） 金額（円） （円）

ダクタイル鉄管 ¢700農B種 33,264,000 32,604,000 660,000 
T形管

鉄管切断工 ¢700 489,554 386,490 103,064 

ダクタイル異形管
T・ K形、 I類
¢50かー1500 1,111,320 1,111,320 

ダクタイル異形管
T・ K形、 E類

434,256 434,256 ¢50かー1500

ダクタイル異形管 T・K形、皿類 470,880 470,880 
¢50かー1500

両受曲管
K形

1,835,570 1,835,570 
¢60かー1500

ダクタイル鉄管 4－農A B種 3,503,016 2,834,700 668,316 
機械布設（T形） 農B種

言十 41,108,596 39,677,216 （~ .. ~~縮，38減0） 
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6.通水試験の実施

清泉頭首工は平成12年度に完成検査を受け

て、本格的に供用開始を行う予定であり、施工済

み区間の用水路について、平成11年度から通

水試験を実施している。

現在まで、清泉導水路、小清水送水幹線用水

路等について通水試験を実施したが、漏水量が

規定値の範囲内に入る良好な結果であり、無事

に通水試験を終了することができた。

平成12年度は、清里送水幹線用水路のほ

か、一部の配水幹線用水路についても通水試

験を実施する予定であり、現在、通水試験の実

施計画について検討を行っているところである。

特に施工年度の古い用水路については、静

水圧が高圧となる区間を含んでおり、金Ill路沖地

震等による影響を受けている可能性も考えられる

ことから、通水試，験に当たって慎重な検討を行っ

ているところである。

これら通水試験が終了すれば、畑地かんがい

の効果発現地域が大幅に広がることになり、事

業推進上において非常に重要な転換となるもの

と考えている。

7.おわりに

本地区は、事業着工から22年が経過し、水源

である緑ダムは周辺整備を残し、ほぼ完成を迎え

て、湛水試験を控えている状況にある。また、清

泉頭首工についても本体工も完成し、平成12年

度から供用開始を行う段階に来ている。

本地区は、現在、平成16年度完了を目指して

事業推進を図ることとしており、本地区の受益農

家にとって待望の畑地かんがいの用水が、末端

のほ場まで、供給されることも間近となっており、関

係者の事業推進への意気込みがますます高ま

ってきている。

本地区の完成によって畑地かんがい用水が

十分に利用できることになれば、現在の畑作三

品だけでなく、露地野菜、施設野菜の導入を行え

る条件が整うことになり、将来には一大野菜産地

となる可能性が生まれてくることになる。

農業情勢が非常に厳しい状況にはあるが、本

地区の農業の更なる発展のために、事業の早期

完了に向けて関係者一丸となって努力していく

つもりである。
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1. はじめに

ダクタイル鉄管 平成12. 10 第69号

治験鰯品開欄欄 必輔轟

Iii 
モ，
T 

高圧パイプラインにおける
水圧試験

（大和高原北部地区1号送水路の通水試験）

農林水産省近到達農政局大和高原開拓建設事業所

母’

工事課課長遠藤知庸$

大和高原北部地区土地改良事業は全国有

数の茶の生産地である奈良市、天理市、添上郡

月ヶ、瀬村、山辺郡山添村、都祁村および宇陀郡

室生村の2市4村を受益地として、農地造成、区

画整理、農業用用水施設の造成を総合的に実

施する事業である。

農業用用水施設は、淀川水系名張川の支流

である遅瀬川に、水源となる上津ダム（重力式コ

ンクリートダム、総貯水量 560万m3）を築造し、パ

イプラインにより造成畑 397ha、既成畑1,007ha

および水田271haヘ配水する計画で、ある。

図1 位置図および、計画平面図
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本地区は水源である上津ダムの標高

( EL.271.0m）に対し受益地の平均標高が約

390mと高く、受益地標高が150～ 600mと落差

が大きp上、パイフラインを道路下埋設としたとと

から、縦断計画も高低差が大きくなっている。

特に1号送水路は、標高差300mのポンプ。圧

送系ノtイプラインであることから、管路の設計に当

たり諸条件を慎重に検討するだけでなく、施工に

際して施工ミスを極力なくすための工夫を凝らし

つつ、工事を実施している。

本稿では、高圧パイプラインであるl号送水路

の通水試験を中心に、高圧パイプラインにおける

設計、施工の考え方の一例を紹介する。

2.通水試験

( 1)施設概要

1号送水路は、上津用水機場（EL279m）か

ら1号吐水槽（EL582m）まで1.072m3／秒の

水を揚水する全長3.9kmのパイプラインであ

り、平成7年 10月から平成11年 12月にかけて

施工された。

管種については、管路を埋設する道路の幅

員が狭く変化点が多いなど現場条件が悪いこ

とから、施工性や経済性を比較し、ダクタイル鉄

管を採用した。

設計に当たっては、できるだけ附帯構造物

が少なくなるような縦断計画としたほか、継手

構造については、構造ごとの経済性、限界応

力を検討した結果、

①附帯構造物の前後は、変位吸収を高めるた

め構造物の沈下量を推定し、2個連続したS

形継輪を配置した。

②曲がりについては、スラストカに応じた構造

（スラストブロッ夕、離脱防止継手、離脱防止

金具）とし、さらに安全対策として逆流防止

弁を2ヵ所に設置することとした。

③離脱に対し、近隣に民家がないなど最少の

被害で済むと想定される直線部について

は、水圧に関係なくT形継手管とした。

また、施工については、施工管理に万全

を期すための措置として、

①日本ダクタイル鉄管協会が実施する技術講

習会への参加

②同協会発行の接合要領書による布設とチェ

ツクシートの提出

③直線部のテストノルド試験

④一部大型スラストブロックの沈下量の観測

を請負者に義務づけた。

図2 1号送水路の計画平面図
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図3 施工状況写真および標準断面図

表層工密粒アスコン（13)

上層路盤工粒度調整砕石（M-30

下層路盤工 クテyシャラン（M-40)

同里設管

翌主主j

＝二二」

l号送水路

DCIPf900 

写真1 呼び、径900mmテストバンド試験状況

(2）通水試験

通水試J験の実施に当たっては、農林水産省構

造改善局総務課施設管理室監修の基幹水利

施設指導・点検・整備マニュアル（ノfイプライン

編）に基づき実施要領を定め、通水試験工区の

設定については注水量を1.5m3／分とし、 1日の

充水時間を6時間、充水圧力を0.49MPaを目安

として設定した。

通水試験の担当編成は、本部2名、注水2名、

附帯施設4名、巡回2名の計10名を基本とし、路

線および、バルブなどの附帯施設の充水に際して

は請負業者が立ち会うほか、細部点検のためメ

ーカーから技術者の応援を仰pだ。

漏水試験は、充水が完了してから24時間後の

減圧量を測定することにより行った。
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図4 通水試験工区（縦・平面図）

1号送水路（縦断図）
650 

900 

600隣央工区 2工区 3工区
L-62伽n L・566m

550 

500 

管心高 制
スX偏

刊1.ol/ ヨ酉「一

350 

300 

250 

200 。 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

追加距離（m)

表1 通水試験工区一覧

工区名
管径 延長 管内容量 設計流量 注水量 注水時間 許容低下圧力
(mm) (m) (m3) (m3／秒） (m3／分） （分） (MPa) 

l工区 900 668 425.0 1.07 1.5 283 0.005 

2工区 900 620 394.4 1.07 1.5 263 0.004 

3工区 900 566 360.1 1.07 1.5 240 0.006 

4工区 900 402 255.7 1.07 1.5 170 0.011 

5工区 900 334 212.5 1.07 1.5 142 0.003 

6工区 900 382 243.0 1.07 1.5 162 0.005 

7工区 900 355 266.3 1.07 1.5 178 0.025 

8工区 900 。 1560.0 1.07 1.5 403 水位観測
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(3）高圧パイプラインにおける課題

本地区のノtイプラインは丘陵地帯に拡がる茶

園にかんがいする用水路であることから、設計水

圧 1.0Mpa以上の区間が多p。このため、通水

試験時に漏水が発見されれば、漏水個所の特

定と復旧に多大な時間と労力を要するばかりで

なく、供用時にひとたび事故が起これば大きな被

害につながり、復旧にも相当の費用と時間を要

することが予想される。したがって、ダクタイル鉄

管の漏水事故で最も多いと言われる接合部の

良否を実際に充水して確認することは非常に重

要である。

幸いにも1号送水路はテストバンドの使用可能

な日乎ひ、径：900mmのノfイフラインで、あったことか

ら、通水試験では、附帯構造物でパイノ吹管のフ

ランジ継手からの漏水、空気弁補修弁の付け間

違いなどが発見されたものの、管路本体の漏水

は発見されず、無事終了した。

しかし、テストノTンドが使用できない呼び径

800mm未満の管路については、接合不良箇所

は水源地までの一連の管路を完成させた後に

実施する通水試験まで分からないのが実態であ

り、施工中に簡易な試験が可能となれば、漏水探

査や復旧に係る余計な費用がかなり節減できる

ばかりでなく、事業工期の確実な目処が付けや

すくなろう。

3. 中小口径用水圧試験器

工事中に継手の良否判定を行う呼び径

800mm未満の中小口径用水圧試，験器につい

て、各方面に問い合わせたところ試作品があると

のことから、本地区では、試験器の性能を確認の

上、テストノfンドの使用できない呼び、径250mmの

管路を対象に実際の工事現場において試験運

用を行った。

( 1)概要

本試験器は、図5に示す構造であり、本体

内部に水圧が作用するとゴム製の本体ホース

が図6のような形状に膨張し、止水用突起が

管の内面に密着する。そのため、検査位置の

継手部に密閉された空間が形成され、継手部

の検査が可能となるものである。

図5 試験器本体図

1360 
（後部）（前部）

盟

制

本体ホース部

775 

概略重量27kg

移動用竿取付部
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図6 試験器本体水圧負荷状況

密閉された空間

図7 試験器本体挿入状況想定図

移動用竿

試験器の位置決めは、あらかじめ試験器投入

口から検査位置までの距離を測定し、迅速に継

ぎ足しができる移動用竿に、それをマーキングする

ことにより行う。なお、後述の試験運用では、試験

器投入口（関口部）が狭小で、あっても試，験がで、き

るよう、竿1本当たりの長さを約l.Smとし、さらに、

試験区間における縦断線形の凹凸を考慮し、竿

の最後尾にはT字形の竿を継ぎ足すことで試験

布設済み区間

・－

挿入

二二段：：：コご=l）~:J二二二二二_r：~：J;;.J

官官
検査継手① 検査継手②

器のすべり込み防止機能を付加するよう改良を

お願いした。

試験器製作メーカーは、試作時に代表的なモ

デル管路としてSE呼ひ、径250mm直管3本をス

トレートに接合した場合と継手を許容曲げ角度4。

（平面曲がり）で曲げた状態で接合したものの2

ケースについて工場内で性能確認試験を行い、

試験器が有効に機能することを確認している。

（写真2、表2参照）

写真2 ダクタイル鉄管継手部による試験状況（供試管：SE形3種呼び径250mm直管3本）

．ストレートに接合した状況 ・4。曲げ、配管で接合した状況



32 ダクタイル鉄管 平成12. 10 第69号

表2 試作時の性能確認試験結果

試験 曲げ 継手部水圧 保持 保持後水圧 試験結果
箇所 角度 (MP a) 時間 (MPa) 

A 。。 0.200 5分 0.185 異常なし（保持率93%)

A 。。 0.200 5分 0.192 異常なし（保持率96%)

A 。。 0.200 5分 0.190 異常なし（保持率95%)

B 。。 0.200 5分 0.192 異常なし（保持率96%)

B 。。 0.200 5分 0.188 異常なし（保持率94%)

A 40 0.200 5分 0.193 異常なし（保持率97%)

A 4。 0.200 5分 0.195 異常なし（保持率98%)

※試験箇所は手前側（試験器投入口に近い方）の継手をA、奥側をBと示した。

(2）現場における試験運用

試作時の性能確認試験結果が良好であること

を確認したことから、試作水圧試験器の実用性、

作業性および耐久性確認の目的で、平成12年6

月19日から約1ヵ月間、実際の配管現場において

試験的に導入した。なお、試験手順は以下の通り

である。

表3 水圧試験手順

水 圧 試 験 手 Ji慎

① 
ダクタイル管を接合、布設し、埋戻しを行った状態で、本試験器中央部が検査継手位置に来るように、移動用竿に

マーキングしておく。

② 
水圧試験器を布設済管端部（開口部）より挿入し、移動用竿を順次継ぎ足しながら試験箇所（管継手部）（ニセッ

トする。

③ 水圧試験器内に適度な水圧（試験水圧程度）を付加し充水することにより、本体ホース部を膨張させる。

管継手部に注水し、所定の水圧（試験水圧）を負荷する。この状態で水圧を5分間保持し、水圧降下の程度によ

④ り、接合部の良否の判定を行う。（合否の判定は「土地改良事業計画設計基準」により、保持率が80%以上に抑

えられた場合を合格とした）

⑤ 試験器内の水を抜き、試験器を回収する。

また、試験状況を写真3～ 5に、試験結果を表4に示す。

写真3 試験器挿入状況 写真4 水圧保持状況 写真5 試験器挿入状況
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表4 フィールド試験結果

番号 測口定か位ら（のm置）距（投離入） 継子部水圧 保持 保持後水圧
試験結果(MP a) 時間 (MP a) 

1 5.0 0.203 5分 0.192 異常なし（保持率96.0%)

2 7.56 0.205 5分 0.192 異常なし（保持率96.0%)

3 5.0 0.200 5分 0.190 異常なし（保持率95.0%)

4 10.0 0.210 5分 0.194 異常なし（保持率92.4%)

5 5.0 0.200 5分 0.188 異常なし（保持率94.0%)

6 10.0 0.200 5分 0.187 異常なし（保持率93.5%)

7 5.0 0.200 5分 0.186 異常なし（保持率93.0%)

8 10.0 0.200 5分 0.186 異常なし（保持率93.0%)

9 5.0 0.210 5分 0.199 異常なし（保持率94.8%)

10 10.0 0.200 5分 0.190 異常なし（保持率95.0%)

11 5.0 0.202 5分 0.189 異常なし（保持率93.6%)

12 10.0 0.205 5分 0.195 異常なし（保持率95.1%)

13 5.0 0.208 5分 0.196 異常なし（保持率94.2%)

14 8.669 0.209 5分 0.182 異常なし（保持率88.5%)

15 5.0 0.219 5分 0.210 異常なし（保持率95.9%)

16 5.983 0.200 5分 0.191 異常なし（保持率95.5%)

17 5.0 0.205 5分 0.200 異常なし（保持率97.6%)

18 10.0 0.208 5分 0.189 異常なし（保持率90.9%)

19 11.557 0.201 5分 0.187 異常なし（保持率93.0%)

20 16.557 0.202 5分 0.191 異常なし（保持率94.6%)

21 5.0 0.202 5分 0.187 異常なし（保持率92.6%)

22 5.0 0.200 5分 0.190 異常なし（保持率95.0%)

※試験時間は継手一箇所当たり、いず、れも30分以内で、あった。

以上の試験結果より、呼ひ、径800mm未満の

管路においても直管および一部の異形管につ

いては、施工中の簡易な試験により、接合部の良

否が確認できる目処がついた。今後、さらに口径

ごとの歩掛に関する基礎データの収集、許容試

験水圧を約0.5MPaとすることおよび、異形管の

適用範囲をもう少し広げることなどの課題を克服

すれば、充分実用に耐えるものと期待している。

4.おわりに

1号送水路では、どんなに些細な事柄で、あって

も一つ一つ丹念に検討することで、より安全・確

実に機能する施設の完成を目指した。

すなわち、高圧パイフ。ラインと言っても、特別な

対策を要するとpうものではなく、設計、施工の

一つ一つに暖味な部分を残さず検討、実施する

ということに他ならない。

最後に、 1号送水路の計画の遂行にご尽力を

頂いた諸先輩、通水試験および中小口径用水

圧試験器の試行にご協力いただいた関係者各

位に対し御礼を申し上げるとともに、この報告が

同様の施設を計画されている方々の一助となれ

ば幸いである。
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2000年有珠山噴火における
水道管路被害および地盤変状調査

結果概要〈速報〉

者診

l .はじめに

2000年3月31日13時10分頃有珠山西山西

麓が噴火し、4月1日11時40分頃金比羅山西側

山麓が噴火した。この噴火に伴う地盤の動きお

よひ、火山性地震によって、北海道虻田町では水

道管路に被害が発生した。

この報告は、水道管路の被害状況および被

害地点、の地盤変状の状況について調査した内

容をまとめたものである。

日本ダクタイル鉄管協会

技術委員金子正吾

加藤幸雄品

戸島敏雄’

2.火山性地震の概要

有珠山噴火の状況を写真1に示し、図1には3

月28日～29日の有感／無感別火山性地震発生

回数を示す。

特に地震動の大きかった3月30日および、4月1

日の地震において、虻田町に最も近い伊達市で

の時刻歴加速度波形を図2に示す。最大加速

度は3月30日が297gal、4月1日が260galで、あっ

た。

写真1 有珠山噴火状況（国土地理院）
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図1 有感／無感別火山性地震回数

室蘭気象台発表データ
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図2 時刻歴加速度波形（科学技術庁防災科学技術研究所強震計データ（K-net))
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図3に、有珠山噴火により生じた断層、き裂などの状況を国土地理院がまとめたものを示す。

図3 有珠山火山活動状況

ぬ点 A

凡例
噴火口：命活動内岳協 旧 断層・亀裂（新期）：ノ，，..＂＇/f  著しい地盤隆起域：岱 崩酬：C 司、 判読困難区域ハ

火砕丘：犠続犠旧 断層・亀裂（旧期）：～，，.＂／ 地盤隆起による浸水域：織絡 泥流推積域：轍鴎（噴煙のため）：九

3.水道管路の被害状況

en被害の概要

図4tこ被害地点のフ。ロット図を示す。被害は洞

爺湖温泉街地域と虻田町本町地域で、起こって

おり、中でも洞爺湖温泉街西部地域と道央自動

車道虻田洞爺湖IC付近の虻田町泉地区にお

いて集中していた。被害概要は表1の通り。

表1 水道管路の被害概要

洞爺湖温泉街地域 本町地域

被害件数 22f牛＊ 55f牛

ダクタイル鉄管（8件） 硬質塩化ピニル管（31件）

種
鋳鉄管（5件） 石綿セメント管（24件）管
硬質塩化ピニル管（1件）

石綿セメント管（8件）

*8月8日現在の集計結果であり、未集計の被害が残っている。
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図4 水道管路被害地点プロット図

（洞爺湖温泉街地域）
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(2）管路被害および地盤変状の状況（地点A

～ Fの位置は図4参照）

洞爺湖温泉街西部地域にてダクタイル鉄管の

被害が生じており、この地域は地盤の隆起や断

層など大きな地盤変状が生じていた。なお、この

地域では硬質塩化ビニル管および鋳鉄管は布

設されていなかった。一方、鋳鉄管、硬質塩化ビ

ニル管および石綿セメント管には地盤変状が小

さな箇所でも被害が生じていた。その被害状況

および地盤変状の状況を以下に示す。

① ¢350ダクタイル鉄管（A形継手）〔約40cm

の地盤隆起による被害、地点A〕

写真2 管路被害（併350DIP）状況（地点A)

写真3 地盤隆起の状況（地点A)
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② ~250ダクタイル鉄管（A形継手）、 ¢100石綿セメント管、（石綿セメント継手）

〔約65cm断層変位による被害、地点B〕

写真4 管路被害（併250DIP、引OOACP）状況（地点B)

図5 地盤変状模式図（地点B)

60cm1 1 1 、l新局 、断層

什何？①＼＼

車道

小径 、 、、、
圃・・圃園田－ ；；；、＂＂－ --－園田．』／.，圃・圃圃圃ーーーー
帽圃・ーーーーーーでーーーー・・園、・圃・＼－ーーーーーー
管路（¢250ダクタイル鉄管j、道路陥没60cm 、＼管路（¢100石綿セメント管）

一一一一一一一一一一一一一一－ A 一一一一一一一一一~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
圃宣告注32.0！γ，：！J~えむ入園田園園田回二、園田園帽圃園．

、 20m 

写真5 断層における地盤沈下状況（地点B、図5矢視A部）
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③ ¢100硬質塩化ビニル管（ドレッサー形ジョイント）〔道路横の側壁にクラックあり、地点C〕

写真6 管路被害（併1OOVP）状況〔地点CJ 写真7 地盤変状の状況〔地点C〕

④ ¢100鋳鉄管〔地点D〕

写真8 管路被害（世1OOCIP）状況〔地点D〕

⑤ ¢100硬質塩化ビニル管（TS継手）〔地点E〕

写真10 管路被害（併1OOVP）状況〔地点E〕

写真9 被害地点の状況〔地点D〕

写真11 被害地点の状況〔地点E〕
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⑥ ¢75硬質塩化ピニル管（RR継手）〔虻田町泉地区〕

写真12 管路被害（手75VP）状況〔虻田町泉地区〕
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＊管を掘り出した後の状況

⑦ ¢100石綿セメント管、（石綿セメント継手）〔地点F〕

写真13 管路被害（併100ACP）状況〔地点F〕

4.地盤変伎と管路被害との関係

図6に、国土地理院により噴火前後の航空写

真を用いて求められた地盤の水平変位の測定

結果を示す。ダクタイル鉄管の被害が生じてい

写真14 被害地点の状況〔地点F〕

た洞爺湖温泉街西部地域（図中A）および硬質

塩化ビニル管などの被害が集中していた虻田町

泉地区（図中B）では、地盤変位が大きく、被害

が発生したものと考えられる。
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図6 有珠山の水平変位測定結果（国土地理院）

5.おわりに

現地調査時、虻田町経済部上下水道課の名

取課長殿および木村係長殿には、災害復旧の

お忙しい時期にも関わらず貴重なデータをご提供

いただき、また被災状況を懇切に教えていただき

ました。紙面をお借りして厚くお礼を申し上げま

す。

平成12. 10 第69号
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2000年三宅島での火山活動および
周辺の地震活動による水道管路
被害状況調査結果概要〈速報〉

省’

l. はじめに

気象庁は、2000年6月26日19時33分に伊豆

諸島の三宅島で地震が継続的に発生、噴火の

恐れがあるとの緊急火山情報を出した。乙の後、

地震が継続して発生し、7月8日、14日～15日、8

月10日に山頂で噴火した。

この報告は、火山活動および周辺の地震活動

による水道管路の被害状況について調査した内

容をまとめたものである。

日本夕、クタイル鉄管協会

技術委員 大演博保

2.地震の概要

嘉戸善胤亀
戸島敏雄轡

6月26日以降、地震が継続的に発生した。図1

に6月26日一7月2日の三宅島および新島・神津

島近海の地震発生回数、図2に6月26日～7月31

日に震度5弱以上を観測した地震の震源フ。ロット

図を示す。

このうち、6月29日および7月30日に発生した地

震の概要を表1に示す。また、これらの地震の時

刻歴加速度波形を図3および図4に示す。

図1 三宅島および、新島・神津島近海の地震発生回数（気象庁発表）
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図2 6月26日～7月31日に震度5弱以上を観測した地震の震源プロット図（気象庁発表）
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07 /23 12:15 

M5.2 

07/09 03:57 
M6.1 

07 /20 12:29 
M4.2 

07/20 12:10 
M5.1 

07/27 10:49 
M 5.6 

0 
0 

N=16 

5.0 
0 
4.sDepth 
0 0 
3:0 0 
lJID 3:) 

f一方／24 06:52 
M5.5 

34。N

139。E

発生日時

震源地

震源深さ

マクeニチュード（M)

各地の震度

07 /30 09:18 
M5.8 

139。10’

07 /30 21:25 
M6.4 

139。20’

07 /30 21:48 
M5.7 

139。30’

表1 地震の概要（気象庁発表）

2000年6月29日 12時 11分 2000年7月30日 21時25分

新島・神津島近海 ニ宅島近海

（北緯34.2度、東経139.3度） （北緯34.0度、東経139.4度）

約 lOkm 約 lOkm

5.1 6.2 

震度5弱：神津島村役場 震度6弱：三宅村阿古2

震度4 ：新島村本村 震度5弱：三宅村神着、

震度3 ：三宅村神着 神津島村金長
震度4 ：利島村、新島村川原、

新島村式根島、神津島、

利島等
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図3 6月29日の地震における時刻歴加速度波形
（科学技術庁防災科学技術研究所の強震計データ（K-NET))

三宅島神着NS(6/29 12:12:06～ 12:14:22) 

20 

加 10

速 。
度

(gal) -10 

-20 

最大振幅：15gal

136 
Time(s) 

三宅島神着EW(6/29 12:12:06～ 12:14:22) 

20 

加 10

速

度
。

(gal) -10 

-20 

最大振幅：12gal

136 
Time(s) 

三宅島神着UD(6/29 12:12:06～12:14:22) 

20 

加
速 10

度。

(gal) 
-10 

-20 

3.水道管路の被害状況

(1）概要

最大振幅：7gal

136 
Time(s) 

管種別の8月1日現在の被害件数および主な

被害形態を表2に示す。また、管路の被害地点

表2 管種別の被害件数および主な被害形態

管種 被害件数（件） 主な被害形態

CIP 。
DIP 1 メカニカル継手抜け

溶接継手破損

SP 9 (1) ねじ継手抜け

フランジ継手からの漏水

ACP 。
VP 4(2) 管体折損、継手抜け

属具（弁類等） 3 

合計 17 

図4 7月30日の地震における時刻歴加速度波形
（科学技術庁防災科学技術研究所の強震計データ（K-NET))

三宅島神着NS(7 /30 21:25:53-21:27:52) 

200 

加 100
速

度 0

(gal) 
-100 

-200 

最大振幅：195gal

119 
Time(s) 

三宅島神着EW(7/30 21:25:53-21:27:52) 

200 

加 100
速

度。

(gal) -100 

-200 

最大振幅：127gal

119 
Time(s) 

三宅島神着UD(7 /30 21:25:53-21:27:52) 

200 

加 100

速

度
。

(gal)ー100

-200 

最大振幅：lllgal

119 
Time(s) 

フ。ロット図を図5に、管路被害一覧表を表3に示

す。

水道管路の被害は、7月30日以前の地震によ

注 1）披害件数は8月1日現在の値。
（ ）内の値は、7月30日の地震による被害件数
（内数） 。

2) SPにはSGPを含む．
CIP：鋳鉄管
DIP：ダクタイル鉄管
SP ：鋼管
ACP：石綿セメント管
VP ：硬質塩化ピニル管
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るものが14件、7月30日の地震によるものが3件

で、8月1日現在で、合計17件で、あった。また、水道

管路の被害は、三宅島西部の阿古地区に集中

していた。

図5 管路の被害地点フ。ロット図

表3 管路被害一覧表

番号 口径 管種 被害形態

① ¢200 SP 溶接継手破損

② ¢200 属具 空気弁漏水

③ ¢ 75 属具 仕切弁フランジ継手漏水

④ ¢150 SP 漏水

⑤ ¢100 VP 管体折損

⑤ ¢ 75 SP 漏水

⑦ ¢ 50 SP 継手抜け

③ ¢ 75 属具 制水弁フランジ継手折損

⑨ ¢ 75 DIP 継手抜け

⑩ ¢ 50 SP 継手抜け

⑪ ¢ 75 SGP フランジ継手部漏水

⑫ ¢150 SP フランジ継手部漏水

⑬ ¢ 75 SGP 管底面部より漏水

⑬ ¢100 VP 漏水

⑮ ¢150 SP 溶接継手破損

⑬ ¢ 75 VP T S継手抜け

⑪ ¢ 50 VP T S継手抜け
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(2）被害状況

① ¢75ダクタイル鉄管の継手抜け

（位置：図5の被害地点⑨）

被害地点近傍に7cm幅の地盤亀裂が発生

していた。

写真1 ¢75ダクタイル鉄管の継手抜け状況

写真2 周辺状況

② ¢200溶接鋼管の溶接継手破損

（位置：図5の被害地点①）

写真3 件200溶接鋼管の溶接継手破損状況

写真4 周辺状況

③ ¢100硬質塩化ビニル管の管体折損

（位置：図5の被害地点⑤）

写真5 ¢100硬質塩化ビニル管の管体折損状況

~~ 
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4. その他の地盤変状の状況

地盤の盛り上がり（位置：図5のA点）や崖の

はらみ出し（位置：図5のB点）などの地盤変状が

見られた。

写真6 地盤の盛り上がり状況
（亀裂幅2.Scm)

事・ι
タ

写真7 地盤の盛り上がりによる段差の状況

写真8 崖のはらみ出し状況

A点では、¢200ダクタイル鉄管（一般継手）が

埋設されていたが、被害はなかった。

5.おわりに

本調査にあたり、東京都衛生局殿、三宅村役

場建設課殿には貴重な資料をいただき、また現

地調査においては、大変お世話になりました。紙

面をお借りし厚くお礼を申し上げます。



発行年 号数 タイトル 著者 概要

NS形ダクタイル推進管の施工事
例

高岡市水道局

工務課
　　　　　　　　　　 主幹　宮野　行男
　　　　　　　　 　　技師　村栄　正英

　富山県西部の庄川扇状地に位置する高岡市は､雅あふれる風情につつ
まれる二上山､加賀藩2代藩主・前田利長が築城した高岡城(現在は廃城)
や国宝瑞竜寺など､自然､文化､歴史に恵まれた北陸有数の商工業都市と
して発展している。
　高岡市の水道事業は豊富な地下水を水源として、昭和3年に事業を開
始して以来72年間、｢安全でおいしい水｣を供給してきたが､近年､地震対
策としてNS形､SⅡ形､S形などの耐震継手ダクタイル管を全面的に採用し
ている｡今回のレポートは市街地の交差点など交通量の増加により開削
工事による布設が困難となっているため､NS形管による推進工事の施工
事例を報告している｡この工事ではNS形管の耐震性能を損なわず､推進工
法が可能であると報告している。

片山津配水池整備事業に伴う配
水管布設替え工事について

加賀市

水道施設課　主査
　　　　　　　　　　　　　　　　東　裕之

　加賀市は石川県の最南端福井県境に位置し､東は三名山の一つである
霊峰白山､北西は日本海に面しており､美しい自然と前田十万石を物語る
史跡を抱えた歴史と自然に恵まれた魅力あふれる都市である。
　加賀市水道事業は､昭和33年に町村合併して加賀市が誕生し､昭和37年
に市の水道事業を開始｡本市では､昭和23年に福井地震､平成8年2月に加
賀市で震度Ⅳ､と市域に活発な活断層が存在しており､災害に強い水道施
設の構築が求められている。
　今回､緊急時の給水拠点確保および配水池滞留水流出による2次災害の
発生防止のため､片山津配水池への緊急遮断弁設置工事および配水管の
布設替え工事を行い､その工事事業とこの事業によって市水道事業の耐
震性が向上できたと報告している。

2000年 No.68



発行年 号数 タイトル 著者 概要

NS形ダクタイル管さや管内推進
工事事例

熊本市水道局

技術部建設課　改良係長
　　　　　　　　　　　　　　　緒方　憲司

　熊本市は九州のほぼ中央に位置する人口64万人の都市で､水道の水源
は広大な火山性台地に涵養された阿蘇外輪山西麓の地下水で賄ってい
る。
　熊本市の水道事業は大正13年に給水を開始して以来76年間､｢安全でお
いしい水｣を市民の皆さんに供給してきたが､近年､水道施設の地震対策
も重要な課題となっており､幹線管路とNS形､SⅡ形､S形などの耐震継手
ダクタイル管を採用し､管路の耐震化に鋭意取り組んでいる。
　今回､NS形ダクタイル管のさや管内推進工法を実施したが､耐震性能を
損なうことなく､施工性にも優れているため､今後の耐震管布設工事の参
考にと報告している。

耐震貯水槽の水の入替わり性能
について

日本ダクタイル鉄管協会

              　 技術委員　桜井　祥己
                         　　　 稲田　均
                           　　 岸田　晋輔

　耐震貯水槽は､通常時には配水管と接続されて飲料水としての水質を
維持しているが､一方地震などの災害時には遮断弁が作動し､配水管路か
ら切り離され､飲料水､生活用水､消火用水を供給する貯水設備となる。
　貯水容量を大きくすることで災害時の供給容量を増やすことができる
が､水の入替わり性能の低下､貯水槽内部の残留塩素濃度減少量の増大な
どの問題があり､通常使用時の性能低下につながるおそれがあることか
ら､通常時と非常時の性能を同時に満足させる必要がある。
　今回のレポートでは貯水槽内部の水を採水し､貯水槽の水の入替わり
性能を調査し､報告している。

2000年 No.68
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離輔副·~·・・・・聞輯鱗
｜技｜術｜レ｜ポ｜ー｜ト｜

NS形ダクタイル推進管の施工事例

・・・m輯譲事
1. はじめに

天平18年（746年）高岡市伏木に国司として

赴任した大伴家持は、二上山などをモチーフに市

周辺の220余の歌を万葉集に残した。また、慶長

14年（1609年）加賀藩二代藩主前田利長が、現

在の古城公園に高岡城を築城（現在は廃城）、

三代藩主前田利常は、利長侯の菩提寺として国

宝瑞竜寺を築かれるなど、今日の高岡の礎を作ら

れた。このような文化と歴史の街高岡は、現在、

北陸有数の商工業都市として発展している。本

市は、富山県西部の庄川扇状地末端に位置し、

水道事業は豊富な地下水を水源として、昭和3

年に事業に着手して以来72年間、「安全でおい

しp水」を供給している。現在、給水人口約16

万人、給水普及率90.8%で、水源水量は自己水

源（地下水）で日量24000m3、県営の和田川水

系から日量40,000m3、子撫川水系から日量15,

200m3を受水し、合わせて日量79,200m3となっ

ている。

このような中、本市は管路の地震対策として、

NS形、SH形、S形などの耐震継手ダクタイル管

を全面的に採用している。近年、市街地の交差

高岡市水道局工務課

主幹宮野行男

技師村栄正英

事護観..・・
点部や軌道横断部等では、交通量の増加により

開削工事による布設が困難となってきている。さ

らに舗装面の復旧工事費などを含めると推進工

事の方がコスト的に有利となる場合もある。小口

径用のNS形ダクタイル管の推進工法としては、

さや管内推進工法が実用化されているが1）、本

市ではコスト縮減を目的として、NS形管をその耐

震性を損なわずに直押し推進ができるように、NS

形ダクタイル推進管とその工法を検討した。

2. 推進工法

推進工法は、推力の小さpグルンドドリル工法

をベースとして、引き込み力の足りない場合など

には元押しジヤツキで

にその概要を示す。

①ノTイロット推進

パイロット管の先端からベントナイト液を噴射

しながら、あらかじめ到達坑側からノfイロット

管およびガイドロッドを推進させる。

この時、パイロット管に内蔵してある発信

機からの電磁波を地上のロケーターで受信し

ながら、パイロット管およびガイドロッドが計画
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線上に位置するように推進方向の制御が可

能である。

② 本管推進

ガイドロッドの先端に拡大リーマおよびNS

形推進管を取り付け、グルンドドリルで拡大リ

ーマを回転させ、ベントナイト液を噴射して周

囲の土砂をほぐしながら、管を引き込む。グ

ルンドドリルの引張り力だけで推力が足らな

l, E場合には、元押しジャッキでも押し込むこと

ができる。

①パイロット推進

図1 推進工法の概要

管
－
一

’r
－－
 

リ

ノ

－

ロ
－

J
1
 

，，，
 

ド・リ
ノロド－J

1
 

ガ

②本管推進 ↓ 

ガイド、ロッド
.園田園

3. NS形ダクタイル推進管

3. 1 呼び径

75-250mm 

3.2 管長

呼び径75mm、lOOmm・・・・・・…・・・・・・・・・4m 

呼び径150mm、200mm、250mm・・・・・・ 5m

3.3 構造

図21こNS形ダクタイル推進管の構造を示し、

その性能を表1に示す。

1) 挿し口に推進用リングを溶接し、推進用

リングの突部にヲ｜っ掛けるように推力伝達リ

ングを取り付ける構造とした。グルンドドリル

による引き込み時には、継手部は挿し口突

部とロックリングがヲ｜っ掛かった状態になり

引き込み力を伝達する。

油圧ユニット

ガイド、ローラー元押しジャッキ

この時、継子部はNS形管の離脱防止力

3DkN(D：管の呼び、径m m）のヲ｜き込み力に

耐える。最終管は元押しジャッキで、全ての管

が図2の通常状態になるまで押し込む。この

時、推力は推力伝達リングと推進用リングの

ヲ｜っ掛かりにより伝達され最大lDkNの推力

に耐える。

2) 地震時には推進用リングの突部が折れ、

図3に示すように継手部は管長の±1%の伸

縮量が確保できる。

3) 給水栓を取り出す場合もあるため外装管

は切断が容易なフ。ラスチック管とし、NS形夕、、

クタイル管と外装管との聞には簡単に取り外

しがで、きるエアモルタルを充填した。
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図2 推進管の構造

通常状態
（推進完了状態）

<<HN l0l 1 励~「、~ぶ山；♂；

図3 地震時の挙動

UYTil ~ol Iゐ明；行、：ω

縮み

（拡大図）

~ 
推進用リングの突部が折れ、

管長の±1%の伸縮量を確保

4. 施工事例

4. 1 施工概要

表1 NS形推進管の性能

継手伸縮量 ｜管長の±1%

離脱防止力 I3DkN(D：呼び径mm)

推進延長 I som 

許容推進力＊ IlDkN(D：呼び径mm)

※直線部での押し込み時の値

幅員5mの道路縦断方向に呼び径lOOmm

のNS形推進管を布設した。推進延長は48mで、

あり、土質は粘性土で、あった。表2に施工概要

を、図4および写真1に現場状況を示す。

施工形態

呼び径

推進延長

土 質

土かぶり

表2 施工概要

道路縦断

lOOmm 

48m（推進管12本）

粘性土

1.4m 
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図4 施工現場状況図 写真1 現場状況

g
の
円V
時 己主 ~j 

推進延長：48m

到達坑

表3 工事進行実績

11月 12月

22日 23日 24日 26日 1日 2日 7日 9日

到達坑 築造・復旧 圃園田園田・圃

発進坑 築造・復旧

推 機械設置 ．．．．． 

進 パイロット推進 ・・・・圃圃圃・

工 NS形推進管推進 圃・・・・・・
事 機械撤去 ．．．． 

4.2 施工結果

表3に工事進行の実績を示す。推進施工は、

パイロット推進1日、本管推進1日と計2日で完了

した。

1) ノfイロット推進

パイロット推進状況を写真2に示す。

① 推進時間

パイロット推進は約4時間で、完了した。

推進距離は48mなので•＇ ， 1時間あたり約

12m推進で、きたことになる。

② 推力

推力測定結果を図5に示す。パイロット

推進時の最大推力は31kNで、あった。

写真2 パイロット推進状況
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パイロット推進時の推力測定結果図5
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推進深さ測定状況写真3
③推進深さ

パイロット推進中に地上からロケーターを

用いてパイロット管の深さを測定し、パイロッ

ト推進深さを求めた。ロケーターによる推進深

さの測定状況を写真3に示し、測定結果を

図6に示す。計画通りほぼ1.4mの深さにパ

イロット推進を行うことができた。

パイロット推進深さの測定結果
到達坑からの距離（m)

20 30 

図6
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継手接合写真5
状況

本管推進
状況（1本目）

写真4

2) 本管推進

本管推進状況（1本目）を写真4に、継手接合

状況を写真5に、および到達坑側に出てきた先

頭管の状況を写真6に示す。

2 



伝達リングが所定の状態になる位置まで元

押しジャッキで、管を押し込んだために他より

推進に時間がかかったが、他の管は概ね

10分以下で施工できた。

②ヲ｜き込み力

すべての管をグルンドドリルのみで引き

込むことができた。引き込み力の測定結果

を図8に示すが、最大引き込み力は39kN

であり、今回使用したグルンドドリルマシンの

最大引き込み力65kNの60%の値で、あっ

た。また、図5のノfイロット推進時の推力測

定結果と比較すると、両者の増減傾向はほ

ぼ同じで、あった。

また最終管を元押しジャッキで押し込ん

だ時の推力は29kNで、あった。

11 

写真6

NS形ダクタイル推進管の施工事例

到達坑側に出てきた先頭管の状況

①推進時間

本管推進は約3時間で完了した。各管ご

との施工時間の測定結果を図7に示す。1

本目は拡大リーマとの連結のため他より接

合に時間がかかり、最終管（12本目）は推力

施工時間測定結果図7
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③推進深さ

本管推進後に給水栓を取り付けるために

掘削した際に管の埋設深さを測定し、パイロ

ット推進の深さと比較した。その測定結果を

図9に示すが、パイロット推進とほぼ同じ深さ

に推進できていることが確認できた。

3) 継手部状況調査

推進完了後に布設長さ（図10参照）を測定し

計画管路長と比較することにより、継手部が所定

の位置にあるか調査した。その結果を表4に示す

5 

が、両者は一致しており推進後にも±1%の伸縮

量を確保できていることが分かった。

また、本管推進後に継子部を掘削し、NS形推

進管の継手部の状況を実際に確認した。その状

況を写真7に示す。推力伝達リングは推進用リン

グの突部にヲ｜っ掛かつており、推力伝達リングと

受口の聞にすき間もないことから、推力伝達リン

グと推進用リングが十分に機能していることが確

認できた。

平成12.ダクタイル鉄管12 

推進深さ測定結果図9

50 

布設長さ測定結果

布設長さ（m) 計画管路長（m)
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48.2 

5. まとめ

以上のように、耐震性能を損なうことなくNS形

ダクタイル管の推進施工ができ、施工性にも優れ

ていることが分かった。今後は砂質土など様々な

地盤条件での施工を行い必要推力や施工性な

どのデータを収集していきたい。また、本工法は

舗装復旧費低減、工期短縮などが期待できるの

で、そのコスト縮減効果も検討していきたい。

48.2 

推進管の継手部状況写真7

［参考文献］

1）緒方、渡辺：NS形ダクタイル管さや管内推

進工事事例、第50回全国水道研究発表

会、1999年
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語審輔鳳・・・・聞量濁器購鱒
｜技｜術｜レ｜ポ｜ー｜ト｜

片山津配水池整備事業に伴う

．．醤刻醐鱒

1. はじめに

加賀市水道事業は、昭和33年に町村合併し

て加賀市が誕生後、昭和37年に市統合水道が

実現した。当時の計画給水人口は40,000人、給

水量は15,600m3／日で、あった。その後、第5次

拡張、第6次拡張と計画がなされ、現在、目標年

次を平成22年度とした第7次拡張事業を鋭意

遂行中である。

現在の給水人口は約69100人、給水量は約

35,900m3 ／日である。

当市では、昭和23年に中部地方四大地震に

数えられる福井地震で管路に大きな被害を受け

ており、最近では平成8年2月に加賀市で震度

町、震源は福井県嶺北地方の地震が発生する

など有感地震が多発している。これらは、震源付

近に活発な活断層が存在することの証左とされ、

当市においても管路の耐震化などによる災害に

強い水道施設の構築が求められている。

今回、この一環として、緊急時の給水拠点確

保および配水池滞留水流出による二次災害の

発生防止のため、片山津配水池への緊急遮断

弁設置工事および配水池から流出する配水管

加賀市水道施設課

主査東裕之

事事鵠湖周・・

の布設替え工事を行ったので、その概要を以下

に報告する。

2. 加賀市の地勢

加賀市は石川県の最南端福井県境に位置

し、東は三名山の一つである霊峰白山をいただ

き、北西は日本海に面している。面積は151.

60km2、人口約69000人、美しい自然と前田十

万石を物語る史跡、そして細やかな人情に満ち

た都市である。中央には加賀平野が、東部には

丘陵地帯と、南部には山林地帯が広がっており

水稲を中心に果樹、園芸などが営まれている。

交通条件にも恵まれ、近くに小松空港や高速

北陸自動車道、JR北陸本線、国道8号線など整

備されている。また、本市には多くの文化財があ

り、国指定史跡としては法皇山横穴古墳群と狐

山古墳が、天然記念物として「鹿島の森」と「金

明竹Jが各々指定されている。さらに、源平合戦の

一端となった篠原古戦場や関ケ原の戦いの前哨

戦となった錦城山、さらには菅生石部神社、全昌

寺、実性院などの古い社寺も多く残っている。
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全長16kmに及ぶ海岸線は、越前加賀海岸

固定公園に指定されており、塩屋・片野・黒崎・

橋立海岸をはじめ、尼御前岬、加佐の岬など、自

然のままの海の青さと、白い砂丘、奇岩絶壁のダ

イナミックな景観が美しく広がっている。

また、市内には、神亀2年（725年）に行基によ

って開湯された歴史を持つ、山代温泉、一日に七

たび湖色を変えるとLEう柴山潟を背景に明治10

年に開業された湖畔の湯の町、片山津温泉があ

り、散策が自由に楽しめる観光施設や旅館・ホテ

ルにおける行き届いた心温まるもてなしで訪れる

多くの観光客に喜ばれている。

このように加賀市は、天与の歴史や文化に恵

まれ伝えきれない魅力にあふれるまちである。

図1 加賀市の位置図

~ 

写真1 柴山潟大噴水

雄大霊峰白山を映す柴山潟に高さ70mの水の華を咲

かせる大噴水と片山津温泉街。

背後の丘陵に今回工事を行った片山津配水池がある。
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3. 緊急時給水拠点確保事業の概要

「はじめにJにも述べたように、当市では過去に

地震被害にあった経緯があり、また、地震発生の

可能性もあることから、耐震対策として、緊急時の

給水拠点、の確保および配水池滞留水の流出に

よる二次災害発生を防止するため、配水池への

緊急遮断弁の整備が重要な課題となっている。

当市は、大聖寺配水池、山代配水池および片山

津配水池の3箇所の配水池を有しており、既に

大聖寺配水池、山代配水池には緊急遮断弁が

設置されていたが、残る片山津配水池には未設

置であり、早急に片山津配水池に緊急遮断弁を

設置することは緊急の課題となっていた。

なお、この際に、配水池から流出する配水管の

統合・整備、老朽配水池の撤去など、片山津配

水池の全面的な整備を平成10年、 11年の2カ

年で、行った。

今回、「平成10年度水道水源開発等施設整

備費（緊急時給水拠点確保事業）」の国庫補助

を受け、平成10年度に片山津配水池への緊急

遮断弁（¢500）の設置を行った。

表1 過去の地震例

写真2 片山津配水池

発生日 地震名 マク守ニチュード 当該地と震央までの距離
(km) 

1930.10.17 ？ 6.3 3.5 

1948. 6.28 福井地震 7.1 20.0 

1952. 3. 7 大聖寺沖地震 6.5 22.0 

表2 周辺部の活断層

名前 長さ

(km) 
活動度 確実度

地震の規模予測 ※ 1 
(ML) 

剣ケ岳断層

細呂木断層

20 

12 

B-C 

B～ C 

n 
n 

※ 1) 活断層から発生する地震の規模予測

ML= (logL+2.9) /0.6 

ここで、L ：活断層の長さ（km)

ML ：地震のマク守ニチュード

7.0 

6.6 
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図2 整備後の片山津配水池の配管概要

4. 配水池流出管路整備の概要

整備前においては、配水池より流出する配水

管は各系統ごとに布設されていた。後述する配

水池直下の斜面配管部では、図3に示すように

4本の耐震性に劣る経年管路が布設されてお

り、地震による管路被害だけでなく、平常時でも

継手漏水による斜面の緩み、強いては斜面崩壊

による二次災害発生の懸念があった。（社）日本

水道協会「水道施設耐震工法指針・解説Jによ

ると、配水池ならびに配水池直下の配水管幹線

は重要度ランクAの施設であり、人家も近接して

おり、二次災害防止の観点からも最も高い耐震

性を必要とする施設である。

そこで、今回、配水池への緊急遮断弁設置を

機会に、配水池より流出する配水管、越流管の

統廃合ならびに管路の更新を行い、管路の耐震

性強化を図ることとした。具体的には、配水管路

の統合を行い、新たに布設する新管は呼び径

500mm配水管と呼び径400mm越流管の2本

とした。

図3 斜面部の既設管配管状況

GL 

京郊？

／一
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図4

斜面最下端部の状況

片山津配水池整備事業に伴う配水管布設替え工事について

写真4

② 更新方法の検討

図3に示すように、既設管は斜面の石段下に

埋設されている。これを撤去してほぼ現況の位

置に新管を布設する斜面配管案が通常考えら

れるが、斜面崩壊の危険性がまったくない図5に

示すさや管内配管案についても比較検討を行っ

た。

経済比較の結果では両者にかなりの開きがあ

り、また、後者でも既設管の撤去が必要なことか

ら、前者の斜面配管案を採用することとした。

なお、観光地であることを考慮し、景観の点、か

ら新管は埋設配管とし、ほぼ現況と同様に復旧

することとした。

ミ
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路
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5. 斜面配管部の管路更新

① 斜面配管部の概要

図2に示すように丘陵頂部に構築された配水

池から流出する配水管、越流管は、斜面を下り、

配水区域である片山津温泉街の平地部へと配

管されている。この斜面部の形状を図4および写

真3、4に示す。

＜斜面の概要＞

水平距離

高低差

平均こう配

平均斜度

57.Sm 

29.2m 

50.86% 

系句27.0。

斜面の概要

既設管配管部の斜面状況
（斜面下端より上端を望む）

57.5m 

写真3

さや管内配管案

立坑
一一＼
:≪"/?>..'-.'-. 11」ーー

一・ー，」

E
S
葉山
町姥’
幅
制

図5
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③ 新設管路の配管設計

平均斜度が約27° あり、新管を通常の埋設配

管したのでは管が滑動するため、安定計算の結

果を基に、管1本ごとにアンカーブロックを打設し

て管の滑動を防止することとした。また、万一の

場合を想定し、新管には離脱防止機構を備えた

S形（呼ひ、径500mm配水管）、SE形（呼び径

400mm越流管）の耐震管を使用することとし

た。

なお、S形管、SE形管の継手は管長の土1%

の伸縮代を確保するように、通常は継手内にY

寸法（呼び径500mmS形、呼ひ、径400mmSIl 

形とも75mm）の隙間を設けて接合されるが、斜

面配管であり滑動を防止する意味から、継手の

縮み代が0となるようにYす法を0で布設するこ

ととした。

また、斜面最下端部ではよう壁が構築されて

おり、それを避けるために垂直Sべンドの配管とな

る。不平均力対策および斜面安定対策として、S

べンド部全体をコンクリートブロックで保護すること

とした。

図6 斜面部配管図（S形世500 配水管の場合）

現況高

／｜計画造成高

斜面上端コンクリートブ、ロック

図7 斜面部の直管のアンカーブ‘ロック

正面図 側面図
水抜孔 （r/>50VP) 

¢ 400 s E形（越流管） rf> 500 S形（配水管）

¢ 500 S形（配水管）

¢ 400 s H形（越流管）

いQ~…
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図8 斜面最下端のコンクリートブ．ロック

世400s E形（越流管） ¢ 500 S形（配水管）

④更新工事

今回更新を行う配水管は配水池直下の幹線

であり、断水することができない。そのため、ステン

レス管による仮配管を既設管路横の斜面に露出

配管で布設し、この仮配管に通水を切り替えた

後、既設管の撤去、仮埋戻しを行った。この時の

状況を写真5、6に示す。

高句9,500

写真5 施工現場の全景

（左側が片山津神社）

19 
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写真6 既設管撤去後の状況
（露出配管しているのが仮設管路）

既設管撤去後、斜面下端から下記の手順で

順次配管を行い、斜面下端から上端までの配管

施工を行った。

く施工手順＞

1）管1本分の掘削

2）呼び径500mmS形、呼び、径400mmSII 

形各1本の布設

3）アンカーブロックの打設

（早強コンクリート使用、養生1日）

4）管1本分の埋戻し

なお、管の運搬は、斜面上部より重機を用いて

行った。

また、施工に際しては、次の点に留意した0

．斜面掘削に伴う斜面崩壊。

（斜面は砂地盤であり、降雨時は特に注意

した。）

・近接人家への工事影響。

－斜面最下端は周辺住民の生活道路であり、

また、通学道路であることから、この部分の通

行確保。

写真7 管運搬状況

6. 平地配管部の管路更新

今回の配水管更新工事では、斜面配管部か

ら下流の平地部（市街地部分）についても同時

に管路の更新・整備を行った。

斜面部と異なり市街地であり、また、片山津温

泉の中心部に近いため、観光への影響を考慮し

てほとんどを夜間作業で実施した。

7. おわりに

配水池への緊急遮断弁設置工事から今回の

配水管更新工事まで2カ年に及ぶ事業であった

が、無事に完了することができた。この事業によ

り、加賀市水道の基幹施設の耐震性が大幅に

向上できたものと考えている。

なお、特に今年度の配水管更新工事は市街

地での工事であり、支障なく工事できたことにつ

いては、地元住民の方々のご協力とご理解の賜

であり、深く感謝致します。
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車襲覇覇脇陣・・・・..鱒欝
｜技｜術｜レ｜ポ｜ー｜ト｜

NS形ダクタイル管さや管内

・・・量購鱗
1 . はじめに

熊本市は九州のほぼ中央に位置した人口64

万の都市であり、上水道の水源は阿蘇外輪山西

麓の広大な火山性台地に酒養された地下水に

よって賄われている。しかしながら、豊かで、あった

地下水も近年、水前寺公園、八景水谷、江津湖

などで湧水量の減少がみられるようになり、当市

では地下水の有効利用を目指して有効率の向

上に取り組んでいる。さらに、近年では水道施設

の地震対策も重要な課題となり、幹線および重

要と考えられる管路については、NS形、SE形、

S形などの耐震継手ダクタイル管を採用し、管路

の耐震化に鋭意取り組んでいる。

その中で、市街地の交差点部や軌道横断部

などでは年々交通量の増加により小口径におい

ても開削工事による布設が困難となってきてい

る。また、同時にこのような個所では地震時などに

も復旧工事の困難が予測されるため、耐震化が

必要と考えられる。

このような中、NS形ダクタイル管をさや管方式

で推進し、推進後にも管長の土1%の継手伸縮

量が確保できる方法を検討し、実際に施工を行っ

熊本市水道局技術部建設課

改良係長緒方憲司

鱗輔副・・・
たのでその内容を報告する。

2. NS形ダクタイル管

(1) NS形継手の構造

図1にNS形継手の構造を示す。ゴム輪を

受口にセットした後、挿し口を挿入するだけで

接合できる。表1に継手性能を示すが、SH形

継手と同等の耐震性能を有している。

図1 NS形継手の構造

ゴム輪 ロ巧クリング心出し用ゴム

場~て一＼＼下一「

表 1 NS形継手の性能

継手伸縮量

離脱防止力

許容屈曲角

管長の±1%

0.3Dtf(D：管の呼び径mm)

40 

(2) 対象呼び径

75~2somm 
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3. さや管内推進工法

図2に概要図を示す。あらかじめ推進工法に

よって布設されたさや管にNS形管を発進坑内

で接合しながら推進する。その時、管の挿し口を

受口奥部に押し当てて推進すると、継手は管長

の＋2%伸びることができるが、縮み側には変位

を吸収することができなくなる。そこで、図3に示

すように通常の接合状態で挿し口に推力伝達リ

ングを取り付けることにした。推進時にはこのリン

クヒよって推力を伝達で、き、地震時にはこのリン

グが滑り継子部は管長の±1%の伸縮量を確保

で、きる。

図2 さや管内推進工法

到達坑

図3 推力伝達リング

墜空開
推力伝達リング

e：管長の1%

推力伝達リング本体

直窒雪
推力伝達リング

／ 

本~め｛寸けボルト

臥~一一~－－－－......＿ーー

－－－－－・

縮み

句”咽ぞー－－、＼～ー「

｛申び

4. 推力伝達リンク‘の性能

(1) 必要推力

目標推進距離を50mとして、①式により必

要推力を計算すると、表2のようになる。

F=μ・W・n・s－－－…・・・・・・・・・・・・・・・・・・… ①

ただし、 F ：必要推力

μ ：摩擦係数（0.5で計算）

w :i本当たりの管重量

n ：推進本数

s：安全率（1.3) 

表2 必要推力

呼び径（mm) 必要推力（ぜ）

75 0.63 

100 0.82 

150 1.18 

200 1.55 

250 1.91 

(2) 推力伝達リングの最大保持力

例として、呼ひ、径lOOmm、150mmの締め

付けボルトのトルクと推力伝達リングが滑り出

す時の推力（最大保持カ）の測定結果を図4

に示す。600kgf・cm以上のトルクで締め付け

れば必要推力の2倍以上の推力に耐えるこ

とがわかった。

一方、呼び径lOOmm、150mmのNS形管

の離脱防止力はそれぞれ30tf、45tf(=O.

3Dtf、Dは管の呼び径（mm））であり、推力

伝達リングの最大保持力はその8%程度であ

るため、地震時には容易に滑るものと考えられ

る。
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図4 推力伝達リングの性能
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4 

qδ

円
r
U

唱

i

（百）
制
梶
川
市
宮
衷
心
喪

設計推力の2倍（1.64ぜ）

設計推力（0.82ぱ）

0 
500 600 700 800 

ボルト締め付けトルク（kgf・cm)

900 

呼び径 150mm
5 

E4 
制

官3
官

設~
I 設計推力（1.18tf)

喫 トーーーーーーー・・・・ーーーー”ー回目ーーー・田司，．
1 I 

0 
500 600 700 800 

ボルト締め付けトルク（kgf・cm)

900 

5. 施工事例

(1) 施工概要

施工内容を表3に示す。施工個所はAから

Eまでの5個所であり、推進したNS形管の呼

び径はlOOmmおよび、150mmで、推進距離は

llmから21mで、あった。

表3 施工内容

施工 挿入管（NS形管） 推進距離

個所 呼び径 本数 (L) 

A 150mm 12本 12m 

B 150mm 15本 15m 

c lOOmm 11本 llm 

D lOOmm 14本 14m 

E 150mm 21本 21m 

布設場所は全て熊本電鉄軌道下（単線、幅

約5m）であり、布設を非開削で、行う必要があっ

た。

図5に施工現場の概要図を示す。線路の両

側にそれぞれ直径2.5mの発進坑と直径1.3m

の到達坑をライナプレートで構築し、あらかじめ推

進したさや管の中にNS形管を推進した。

図5 施工現場の概要

熊本電鉄軌道（単線）

発進坑 到達坑

さや管（呼ひ1至400mm鋼管）

L 

本管（呼び径lOOmm、150mmNS形管）
L：推進距離

写真1 施工現場の状況

さや管は全て呼び径400mmの鋼管を使用

し、NS形管の長さは発進坑および到達坑の直

径を小さくするためlmとした。

なお、今回の施工では推力を低減させるため、

および管に傷を付けないようにするため推力伝

達リンク守にはH国おきに図6に示すようにキャスタ

ーを取り付けた。



24 ダクタイル鉄管 平成12. 5 第68号

図6 キャスター付き推力伝達リンク‘

リング本体 締め付けボルト

(2) 施工手順

①受口にゴム輪をセットし、挿し口に推力伝達リン

ク、、をセット後、管を発進坑内に搬入する。

写真2 推力伝達りングの取り付け

写真3 管の搬入

②接合器具を用いて、接合要領に従いNS形管

を接合する。この時、挿し口突部がゴム輪を通

過した位置で挿入を一旦停止し、その位置で

薄板ゲージでゴム輪の位置確認を行い、異常

がないことを確認した後、推力伝達リングが受

口端面に当たる位置まで挿入する。

写真4 管の接合

④接合完了後、管をさや管内に押し込む。

写真5 管の押し込み

6. 施工結果

表4および図7に施工時間の測定結果を示

す。また、例として図8に施工個所Bでの管ごと

の施工時間の測定結果を示す。

①いずれの個所も人力で押し込むことができた。

②いずれの個所でも管1本当たりの平均施工時

聞は管の吊込み・据付けから接合、推進まで含

めて10分以下であり短時間で施工できた。

③施工個所A～ Eいずれも、施工後布設長さを

測定すると推進した管長と等しく、推力伝達リ

ングが動いていないことを確認し、推力伝達リ

ングが十分に性能を発揮していることがわかっ

た。



写真6 到達坑にNS形管が出てきた状態
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④ 施工個所C-Eにおいては今回初めてNS

形管の接合を行った施工業者で、あったが短時

間で施工できた。

表4 施工時間測定結果

施工個所 施工本数 施工時間 施工時間

の合計 の合計

A 12本 126分 10.5分

B 15本 126分 8.4分

c 11本 97分 8.8分

D 14本 80分 5.7分

E 21本 172分 8.2分

図7 平均施工時間
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図8 施工個所Bでの管ごとの施工時間
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7. おわりに

以上のように本工法において、NS形ダクタイ

ル管の耐震性能を損なうことなくさや管内への

推進施工ができ、施工性にも優れていることがわ

かった。本市においては、今後もこの工法を用い

てNS形ダクタイル管の布設を予定しており、本

報告が今後の耐震管布設工事の参考になれば

幸甚である。
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霊童灘·~・・・・・測車種襲撃
｜技｜術｜レ｜ポ｜ー｜卜｜

耐震貯水槽の水の入替わり

．．．級車盟事襲
1. はじめに

耐震貯水槽は、通常時は配水管路と接続さ

れ、その一部となって常時水が流れ、飲料水とし

ての水質を維持する。一方地震などの災害時に

は、遮断弁が作動し配水管路から切り離され、飲

料水、生活用水や消火用水を供給する貯水設

備となる。

貯水容量を大きくする事で非常時の供給水量

を増やすことができるものの、水の入替わり性能

の低下、貯水槽内での残留塩素濃度減少量の

増大などから通常使用時の性能低下につながる

場合があり、通常時と非常時の性能を同時に満

足させる必要がある。

本レポートでは、貯水槽内部に設置された多数

の測定位置から採水した水を管外に設置した同

数のセンサで測定することにより、貯水槽の水の

入替わり性能を調査した結果、ならびに同条件

の貯水槽について行った流体解析の結果を主

に述べる。

日本夕、クタイル鉄管協会

技術委員桜井祥己

技術委員稲田均

技術委員岸田晋輔

難関m・・・
2. 実機を用いた入替わり性能および槽

内の流況調査実験

水の入替わり率と槽内の滞留域の有無を調

査するため、実機を用いた，貯水槽の水質測定を

行った。その概要を図1、写真1、写真2に、測定

条件を表1に示す。なお、測定は表1の条件以

外についても行ったがここで、は省略した。

図1 貯水槽の流況調査実験概要

排水
ダクタイル鉄管製 概水 三フランジT字管 .l 

耐震貯水槽 皐仕切弁 （流出水サンプリング用） 平

（流量制御用）し一 一一， : 
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実験装置内部写真2
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実験装置外観写真1

測定条件 電気伝導率センサの取付け位置

単位：mm

図2表 1

呼び径および長さ ¢2600×19.3m 

形 式 分散型

流入管・
¢100 

流出管口径

貯水容量 100m3 

日流量 100m3 
（時間変動なし）

トレーサー水
約300g/e （飽和食塩水）を
流入水（上水）に混入

①電気伝導率
測定項目 ②流速（図1中の超音波

流量計による）

水質測定位置 図2参照

・：センサ設置位置

650 μSiemとしたトレーサー水を流入させた。

電気伝導率をトレーサーとした場合の水の入替

わり率を図3に、各センサ位置におけるトレーサー

水の到達時間を図4に示す。

測定開始に先立ち、約3日間表1中の日流量で

水を流入させ、槽内の流況が一定となった後、流

入水（電気伝導率約270μSiem）に一定量の飽

和食塩水を混入することにより、電気伝導率約

入替わり率

一一でO

貯水槽の流出部での電

水の入替わり率図3
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流入管
(0.0) 

(17.3) 

(15.7) 

ダクタイル鉄管

図4 各センサ位置におけるトレーサー水の到達時間

(18.3) (18.8) (19.7) 

平成12. 5 第68号

(16.7) 

(14.5) 

流出管
(9.4) 

九0)--－ー一ー－ ！.· ~2_:_5) -－一ー一－ -－~·d主7)_ ＿一ー一＿＿ _. s1_:_3) ____ . ー（~.~）

(1.5) 

(2.2) 

断面①

(3.5) 

断面②

(3.0) 
(4.0) 

断面③

(7.5) 
(12.5) 
( 11.3) 

断面④ 断面⑤・：センサ設置位置
（ ）内の数字 ：到達時間（時間）

（ 到達時間：各センサ位置における電気伝導率が300μS/cmを
超えた場合、トレーサー水が到達したと判断した。

（初期値は240μS/cm)

実験の結果、以下の事柄が分かった。

① 表1の形式の貯水槽の置換倍率は、日流量

100m3の場合置換倍率＊は約2.4倍で、ある。

（＊：入替わり率が99%となった時点で、の流入

量／貯水容量）

②図4より、槽内の位置によりトレーサー水の到

達時間に差があるものの、トレーサー水が到達

しない領域はなく、滞留域は存在しない。

③管中央部・管底部の水の入替わりが比較的

速い。

また、別途貯水槽の形状や日流量を変えて調査

し、表2に示す結果が得られた。

表2 各条件下で、の貯水槽の入替わり率

No. 
呼び径および長さ

形式 日流量 置換倍率＊I

（貯水容量）

1 分散型 100m3 高句2.4倍

2 ¢2600×19.3m 集中I型 100m3 約2.5倍

(100m3) 
400m3 

3 集中I型
（日変動あか2)

約 2.3倍叫

*l：入替わり率が99%時

*2：実配水管路にて測定した。

*3：流入水の残留塩素濃度や日流量が大きく変化した時から

流出水の残留塩素濃度が一定となるまでの流入量／貯水容量
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表3

図5流体解析モデル

要素数：約31万
(1/2モデル）

耐震貯水槽の水の入替わり性能について

流体解析条件

項目 条件

解析モデル （分散4型26，貯00水×容19量.3~0m3)
（図5参照）

流入条件 日流量100m3
（時間変動なし）

流入管・流出管 各孔毎に不均一＊l

の6孔の流量

拡散項 考慮する

温度項 考慮しない

重力項 考慮しない

使用ソフト FLUENT V5.0 

条件A：乱流が発生しないと仮定する。
（層流のみ）

乱流の取り扱い
条件B:RNGDVM乱流モデル刊を用

い、乱流度を10%とする。

条件C:RNGDVM乱流モデルを用
い、乱流度を1%とする。

3. 数値解析による入替わり性能および

槽内の流況調査

実測により得られた貯水槽の入替わり性能と

槽内の流況を検証するため、流体解析を行った。

表3に示すとおり、舌L流の取り扱い手法に関し、

条件A-Cの3通りの、流体解析を行った。

条件A-Cの解析の結果、得られた入替わり率

の変化を図6に示す。

*l：流入管・流出管の6孔の流量分布を、別途理論計算よ

り求め、適用した。

*2：乱流の近似式の1つで、比較的レイノルズ数が小包唱し

流の解析に向いているとされる。

流体解析により得られた水の入替わり率（図3の実測結果も合わせて示した）
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図6より、最も実測結果と一致するのは、槽内

に乱流が生じないと仮定した条件Aで、あった。表

4に貯水槽各部でのレイノルズ数を示す。

流体解析の結果、いずれの解析条件の場合

でも、置換倍率は2.5-3倍（入替わり率が99%

で置換したと見なした場合）程度であり、実測と

近い｛直で、あった。
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表4 貯水槽各部のレイノルスc数

部位
レイノルズ数 流速

Re*1 U*2 

貯水槽全体 6.7×102 2.2×10-4m/sec 

流入管内部 1.4×104 1.5×10-1m/sec叫

流入管の6孔部
6.4×103 1.2×10一1m/sec*5

(6孔均等）

流入管の6孔部 3.9×104 7.3×10-1m/s町村
(1孔より流入）

vUL UL 
*l ：山レズ数Re＝ ニ~ ＝ ----v

*2：日流量100m3、時間変動がないと仮定した。

* 3: ¢100の流入管を想定した。

一般に、貯水槽のような真っ直ぐな円管の場

合、臨界レイノルズ数にれ以下であると内部の

水の流れが層流となる値）はRe~2.0× 103であ

る。

流入管の6孔近傍のレイノルズ数は2.0×103

よりも大きな値であり、乱流が発生していると考え

られるが、貯水槽内の大部分はレイノルズ数が6.

7×102と、層流であると言える。

従って、貯水槽の流体解析には、槽内に乱流

が生じないとの仮定（条件A）が適していると言

えるが、流入管、流出管近傍については乱流が

4. 貯水槽内の流況モデル

(1) 流況モデル

図7，こ実測と流体解析の結果から推測した

貯水槽内の水理モデルを示す。

図7 貯水槽の流況モテごル

(2) 流況モデルの検証

A都市の耐震貯水槽について測定した結果

を以下に示す。測定条件を表5と図8に示す。

代表長さ 粘性係数

L μ 

直 径：2.6m 8.5×10-7m2/sec 

流入管内径：8.0×10-2m叫 8.5×10一7m2/sec

6孔の直径：4.5×10-2m*3 8.5×10-1m2/sec 

6孔の直径：4.5×10-2m*3 8.5×10-1m2/sec 

*4: ¢100の流入管の内径

* 5: 6孔の全流入孔から均等に流入すると仮定した。

* 6: 6孔の内1つの流入孔から流入すると仮定した。

生じていると考えられる。

図12(33頁参照）に貯水槽内の流況として条

件Aの解析結果を示す。槽内に比較的水の入

れ替わりの速い部分と遅い部分とが混在してお

り、管断面が均一に押し出されるピストンフロー状

＊の流況を示さず、断面に流速分布を持つ結果

となった。この状況は実験の結果ともよく一致す

る。また、図12一7、12-8から槽内に滞留域が

存在しないことがわかる。

＊ピストンフロー状：新規に、流入した水が、槽内の水をと

ころてんのように順次押し出すことによって水が置換

する状態。

「流入管近傍で撹排混合さ
れた流入水が 『比較的流速
が速い領域』を通り、流出管
近傍に比較 的短時間で到
達し、流出管近傍の水を撹枠
混合しながら流出していく」

貯水槽下流側の流域をバルブ操作で変更し、貯

水槽を通過する日流量を設定した。

測定結果を図9、図10に示す。
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表5 測定条件

呼び径および長さ ¢2600×19.3m 

形式 集中l型

流入管・
¢150 

流出管口径

貯水容量 100m3 

日流量
約 140m3-480m3
（時間変動あり）

流量測定
流入側連絡管部にて、内面設置型

超音波流量計を用いて測定

水質測定
流入側・流出側連絡管部にて、

残留塩素濃度を測定

測定期間 平成10年9月初旬～10月下旬

布設年度 平成9年度

図8 貯水槽連絡管近傍概要図

流出側測定地点

貯水槽

流入側測定地点

図7に示す流況モデルで、流入水と流出水の残

留塩素濃度の次のような変化を説明することが

できる。

① 流入水の残留塩素濃度の急変が比較的

短時間で流出側に現れる。（図9参照）

…流入水の一部が、「比較的流速が速い

領域」を通り、比較的短時間で流出する。

② 日流量が増大すると、残留塩素濃度の減少

の度合いが急激に小さくなる。（図10参照）

図9 流入管と流出管での残留塩素濃度の変化

（日流量約150m3時）

1.2 

'-.. 1.0 
bD 

__§ 0.8 

襲0.6

話0.4

患0.2

0.0 
10 

流入側残留塩素濃度

流入管側の濃度が変化した場合、

約2時間後、流出管側ても濃度が変化する。

12 13 
日付(lo月）

14 15 11 

員さ
← 

図10 日流量別の日平均残留塩素濃度減少量

（流入管と流出管の残留塩素濃度差）
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・・日流量が増大すると貯水槽を通過する

のに要する時間が短くなり、残留塩素の消

費量が減少するのに加え、流入管・流出管

近傍で発生する乱流の規模が大きくなり、

槽内の流況が図8tこ示すモデルからピストン

フロー状へと変化するためと考えられる。

③ 日流量が約300m3以上からは残留塩素濃

度減少量がほぼ一定となる。（図10参照）

．．日流量が300m3程度になると、貯水槽全

体のレイノルズ数Reが約2.0×103となり

（表6参照）、槽内全体に乱流が発生しだ

し、他の流況が生じるものと考えられる。

表6 貯水槽のレイノルズ数（日流量300m3場合）

部位

貯水槽全体

レイノルズ数

Re 

2.0×103 

流速
U*1 

6.6×10 4m/sec 

代表長さ
L 

直径 :2.6m 

粘性係数

μ 

8.5×10一7m2/sec

pUL UL * 1：レイノルス守数Re＝μ ＝－γ *2：日流量100m3、時間変動がないと仮定した。
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従って、図7に示す流況モデルは、貯水槽全

体に乱流が生じるまでのモデルとして適用できる

と考えられる。

(3) 緊急時における槽内の水質について

地震等の緊急時には遮断弁等により貯水槽

は配水管路から切り離される。実験と流体解析

の結果から、滞留域が存在しないことを確認済み

であるが、遮断弁作動後貯留タンクとなった貯水

槽を緊急時を想定して3日間貯留した後、槽内

の水を給水管から汲み出し、水質を測定した。表

7に測定条件を、図11に測定結果例を示す。

表7 測定条件

呼び径および長さ ¢2000×20.0m 
形式 分散型

流況制御板 なし

貯水容量 60m3 

流量測定
流入側連絡管部にて、内面設置型

超音波流量計を用いて測定

給水管より汲み上げた槽内の水の
水質測定 ①残留塩素濃度 ②電気伝導率

③pHを測定

測定時期 平成8年9月
布設年度 平成8年度

貯留期間 3日間

汲み出し速度
0.5m3／分

(60m3を約2時間で汲み出した）

貯留開始時の流入
0.9lmg/'tx 水の残留塩素濃度

図11 給水管より汲み上げ‘た水の残留塩素濃度

貯留開始前の流入水の

1.0 

0.9 

ミ0.8

g 0.7 
樹 0.6

残留塩素濃度（0.91mg/e) 

鰐 0.5
説 ｜｜ 約3m3（総貯水容量の約5%)
蝉0.4

樋 0.3
部 0.2

0.1 

0.0 0 10 20 30 40 50 60 
積算汲み上げ量（m3)

図11より、汲み上げ初期においては、残留塩

素濃度が若干低く、PH、電気伝導率が高い貯

留水が汲み上げられた。これは、給水管内に滞

留していた水の影響と、槽内の少量の水が管壁

の影響を受けたためと思われる。槽内の大部分

の水は残留塩素濃度が約0.8mg/eと、貯留開

始前の流入水比べO.lmg/e程度の減少量で

あった。

5. まとめ

実験と流体解析の結果、以下のことがわかっ

た。

①貯水槽（¢2600×19.3m）の水の入替わり

性能は、日流量100m3で、約2.5～ 3倍で、ある。

②滞留域は見られない。

③槽内の流況は、「流入管近傍で撹祥混合さ

れた流入水が『比較的流速が速い領域』を

通り、流出管近傍に比較的短時間で到達し、

流出管近傍の水を撹祥混合しながら流出し

ていく」と考えられる。

④日流量の増大に伴って、残留塩素濃度の減

少の度合いが急激に小さくなるが、ある日流

量以上は、残留塩素濃度減少量はほぼ一

定となる。（貯水槽（¢2600×19.3m）の場合

は、日流量約300m3以上）

⑤貯水容量100m3の貯水槽で、日流量200m3

以上を確保できれば、貯水槽内での残留塩

素濃度減少量は約0.lmg/e以下となる。

（但し、流入水の残留塩素濃度が0.9mg/e 
程度の場合）

⑤貯水槽内に3日間滞留した水を汲み出して

も、残留塩素濃度減少量はO.lmg/e程度

である。

6. おわりに

実機を用いた実測に当たり、フィールドを御提供

いただきました水道事業体の関係者の方々に厚

くお礼を申し上げます。



耐震貯水槽の水の入替わり性能について 33 

貯水槽内の流況解析結果

『 新規流入水で100%
入替わった状態

［一率一け出水の質量分布を示す。

新規流入水が全く

ー 到達していない状態 仁二工二コ ：管軸沿い鉛直・水平断面

図12-1 流入量／貯水溶量比＝1/12(2時間後） 図12-2 流入量／貯水容量比＝1/6(4時間後）

図12-3 流入量／貯水容量比＝1/4(6時間後） 図12-4 流入量／貯水容量比＝1/2(12時間後）

図12-5 流入量／貯水容量比＝3/4(18時間後） 図12-6 流入量／貯水容量比＝1(24時間後）

図12-7 流入量／貯水容量比＝2(48時間後） 図12-8 流入量／貯水容量比＝3(72時間後）
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