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はじめに 

国営かんがい排水事業空知川右岸（二期）地区では、北海道上川支庁管内南部に位

置する富良野市、中富良野町及び上富良野町の水田 4,583ha を対象に、用水路 34 条

L=57.5km の整備を行っている。地区内は、富良野川流域を中心に泥炭層が顕在し、軟

弱な土質形状を呈しており、また、十勝岳の影響を受けた酸性河川である富良野川及

びヌッカクシ富良野川が長年にわたって流入し、河川水中の硫酸塩が土壌中に浸透し

蓄積された強酸性土壌となっている。このような環境下において、Ｓ４６年度より行

われた道営事業の既設管の一部では、鋼製、鋳鉄製など管材料の腐食により、管の修

繕、補修の頻度が増加するなど、維持管理上の問題が顕在化している。 

本地区では、強化プラスチック複合管を主管種とし、基礎材に細粒砂利を使用する

などの方法で耐腐食性を考慮した管水路の施工を行っているが、基礎材の置き換えに

よる増加荷重の影響により、沈下を誘発しやすい状態となり、管水路の離脱防止や屈

折破損の対策に苦慮しているところであった。このため、管水路の腐食や沈下に対す

る解決策の一例として、地盤の変動に追従し、耐酸性の特色を持つ、高耐圧ポリエチ

レン管を試験的に導入することとした。ここでは、管のたわみ量、ひずみ、沈下量等

の動態観測を継続的に行っており、その結果を今後の泥炭性軟弱地盤におけるパイプ

ライン設計の参考資料とする予定である。 

なお、本管水路の施工区間は現在も観測中であるため、本稿では試験内容と現在ま

での経過について述べ、中間報告とするものである。 

１．試験概要 

１）施工位置と水路諸元 

試験施工区間は、中富良野町市街地

から南東に約 1.5km のヌッカクシ富良

野川沿いに位置する報徳支線用水路の

一部直線区間を選定した。(図-1 参照) 

なお、水路諸元は次のとおりである。 

・口 径：φ1650 ㎜  

・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ形式：ｸﾛｰｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ 

・配 管 方 式：樹枝状配管 

・静 水 圧：0.151～ 0.167MPa 

・設 計 水 圧：0.302～ 0.334MPa 

図－１ 位  置  図  

○ Takumi Kumagai， Masaaki Sasaki， Toshitaka Kudo 

施工位置  

中富良野町市街地 



２）高耐圧ポリエチレン管の仕様 

埋設試験に使用する管の仕様は、次のとおりである。 

 管 種：高耐圧ポリエチレン管（自動押出溶接継手） 

 呼び径：φ1650mm 

管  厚：t＝67mm 

内  径：φ1650mm 

 外  径：φ1784mm 

表－１ 管材料の特性及び許容値  （規格標準温度 23℃）  

項  目  単位  高耐圧ポリエチレン管 備 考  

管材料  高密度ポリエチレン JIS K 6922-1 

比  重   0.96  

引張降伏強さ MPa（ N/mm2） 23.0  

弾性係数 kN/m2 765,000  

許容たわみ率 ％  10  

設計たわみ率 ％   8 バラツキに±2％を考慮 

許容引張応力度 N/mm2 7.6 23.0÷3   （安全率 3）  

長期強度 N/mm2 6.4 8.0÷1.25（安全率 1.25）

 

３）施工断面の設定 

管路の基礎は、直接基礎を基本とし施工時の掘削溝内の排水や管据付け時の不陸

整形を考慮して、ビリ砂利により 10cm の基床を設けた。基礎形式は以下の６タイプ

とし、現地発生土（泥炭）基礎を除くタイプの基礎材には近傍で入手しやすい火山

灰（購入土）を使用した。また、現地発生土基礎は、締固めなしを前提に施工した。 

① タイプ１：現地発生土（泥炭）基礎「基礎底面～土木安定シート」 

② タイプ２：火山灰（購入土）180°基礎「基礎底面～土木安定シート」 

③ タイプ３：火山灰（購入土）360°基礎「基礎底面～土木安定シート」 

④ タイプ４：現地発生土（泥炭）基礎「基礎底面～ジオグリット」 

⑤ タイプ５：火山灰（購入土）360°基礎「基礎底面～ジオグリット」 

⑥ タイプ６：火山灰（購入土）360°基礎「道路横断区間。埋戻材は良質土。 

基礎底面～土木安定シート  」 

各タイプの施工延長は、定尺管（5.50m/本）6 本分とし、L＝33.00m とした。 

ただし、道路横断工区間であるタイプ６の施工延長は、L＝13.90m とした。 

 

 

図－２ 割  付  図  



 

図－３ 施工断面図 

 

４）調査試験項目 

本試験で実施した調査試験項目は、次のとおりである。 

調査方法 数　　量 備　　考

 １．土質調査 土層の確認  ・コアボーリング 10.0ｍ×2孔（φ66mm） 地下水位観測孔として利用

不攪乱試料の採取  ・シンウォールサンプリング 2カ所 土層毎とする

地盤のせん断強度の確認  ・オランダ式コーン貫入試験 10.0ｍ×2カ所

埋戻し土の単位体積重量の確認  ・現場密度試験（湿潤密度） 26点 埋戻し土：泥炭土16点、購入土10点

 ・室内土質試験

 　①土粒子の密度試験 3試料 泥炭土2試料、購入土1試料

 　②含水比試験 3試料 泥炭土2試料、購入土1試料

 　③粒度試験 1試料 購入土

 　④締固め試験 2試料 泥炭土、購入土

 　⑤泥炭土の強熱減量試験 2試料 土層毎とする

土の反力係数e'の確認  　⑥三軸圧縮試験（CU）・・・施工前 2試料 現地盤：管側部を基本とする

土の内部摩擦角の確認  　⑥三軸圧縮試験（CU）・・・施工中 2試料 埋戻し土：泥炭土、購入土

 ２．たわみ量調査 実たわみ量の確認、設計定数の推定  ・棒ゲージ等（現位置計測） 12カ所 4方向×12断面（2カ所×6断面）

 ３．ひずみ調査 作用応力の確認、設計定数の推定  ・ひずみ計（手動計測） 6カ所 円周8等分点×6断面(1カ所×6断面)

 ４．沈下量調査 沈下量の確認  ・計測棒（水準測量） 31カ所（一般部）

 ・硬質塩化ビニル管設置（無孔管） 2カ所（道路横断部）

 ５．地下水位調査 地下水位の確認  ・水位計（現位置計測）

 ・硬質塩化ビニル管設置（有孔管）

 ６．積雪量調査 積雪量、単位体積重量の確認  ・積雪尺他（目視観測等） 1地点

 ７．地盤変位調査 地盤変位の確認  ・水準測量 5地点 一般部（圃場部）にて計測

※　購入土は火山灰土である。

2地点

表－２　調査試験項目一覧表

土質性状の把握

調査項目・目的

33カ所

 



５）地質・土質概要 

（１）土質構成 

ボーリング調査によって得られた試験地の土質構成と土質特性は、表－３のと

おりである。 

表－３ ボーリング調査結果一覧表 

B－ 1 

孔内水位 177.36m 

B－ 2 

孔内水位 177.38m 
土質名 

層厚 

（ m）  

qc 

（ MN/m2）  

層厚  

（ m）

qc 

（ MN/m2）  

表土  0.20 0.58 0.15 1.44 

火山灰質土 0.30 0.70～ 0.81 0.35 1.08～ 2.68

砂質シルト 0.80 0.24～ 0.47 0.80 0.29～ 0.58

シルト ─  ─  0.20 0.58 

泥炭  2.40 0.16～ 0.56 2.35 0.17～ 0.58

シルト 2.45 0.19～ 0.75 2.65 0.22～ 0.63

シルト質砂 0.65 2.98～ 8.51 0.40 4.11～ 12.28

礫混じり砂 0.90 
6.75m 以深

貫入不可 
0.80 

7.00m 以深  

貫入不可 

砂礫 1.10 ─  ─  ─  

有機質土 0.35 ─  ─  ─  

有機質シルト ─  ─  2.30 ─  

砂礫  0.85 ─  ─  ─  

※  qc：コーン貫入抵抗 

（２）地質縦断図 

各土層と埋設管位置の関係を表した地質縦断図を図－４に示す。 

管路の基礎地盤面及び管体部の土質は、いずれの区間も泥炭である。 

 

図－４ 地質縦断図 



６）動態観測時期 

本試験で行った管のたわみ量、ひずみ、沈下量等の動態観測は、以下に示す時期

に行った。 

・管布設時  

・180°埋戻し時 

・管頂埋戻し時 

・埋戻し完了時 

・埋戻し完了より 10 日後 

・埋戻し完了より 20 日後 

・埋戻し完了より 1 ヶ月後 

・埋戻し完了より 2 ヶ月後 

※本施工区間は、平成 17 年 5 月より供用を開始しているため、管のたわみ量につ

いては、平成 17 年 5 月から平成 17 年 8 月までの期間は計測を行っていない。

なお、平成 17 年 9 月から計測を再開し、現在も継続観測中である。 

２．試験の中間報告 

本埋設試験の動態観測は、これまでに述べたとおり、現在も継続観測中であるこ

とから、ここでは現在まで（平成 17 年 11 月時点）の観測データーを基に経過を述

べ中間報告とする。 

１）ひずみ～応力 

ひずみ計測は、各タイプ 1 カ所の計 6 カ所について行っており、管の外面に 1 カ

所当り 8 点のひずみ計を取付け（図－5 ひずみ計測参照）、定期的に計測を行ってい

る。ひずみ計測から求めた応力度は、現在のところいずれのタイプも許容値内（7.6 

N/mm2）であることが確認されている。（表－4 最大発生ひずみ～応力参照） 

応力度の算定は、次式により行った。 

σ＝Es・μ・10-6  

σ：応力度（N/mm2）  

Es：高耐圧ポリエチレン管のヤング係数（765 N/mm2）  

μ：ひずみ（計測値） 

  ひずみ＝μ・10-6  

表－４ 最大発生ひずみ～応力 

 

 

 

 

 

  図－５  ひずみ計測 

 

最大発生ひずみ～応力 

タイプ ひずみ 

（×10-6） 

応力  

（ N/mm2） 
発生位置

発生時期 

タイプ１ -4,333 -3.31 S－ 8 H17.11.15 

タイプ２  5,969  4.57 S－ 3 H17. 8.22 

タイプ３  5,850  4.47 S－ 8 H17. 8.13 

タイプ４  4,798  3.67 S－ 7 H17. 8.13 

タイプ５  3,455  2.64 S－ 7 H17. 8.13 

タイプ６ -5,797 -4.43 S－ 5 H17. 4. 5 

平成 16 年 12 月から平成 17 年 4 月まで観測 



ひずみ計測より求めた応力分布の経時変化を表すと図－６に示すとおりとなる。 

 

 



２）たわみ量 

たわみ量計測は、各タイプ 2 カ所の計 12 カ所について行っており、鉛直方向・水

平方向・45°方向（2 方向）を棒ゲージにて定期的に計測を行っている。たわみ量

計測より求めたたわみ率は、現在のところいずれのタイプも許容値内（10％）であ

ることが確認されている。（表－５参照） 

表－５ 最大水平たわみ量及びたわみ率 

最大水平たわみ量及びたわみ率 

タイプ 計測値 

（ cm）  

水平たわみ量 

Δ X（ cm）  

たわみ率 

（％） 

発生時期 

タイプ１ 172.3 7.3 4.25 H17.11.04 

タイプ２ 171.4 6.4 3.73 H17.11.15 

タイプ３ 173.2 8.2 4.78 H17. 4. 5 

タイプ４ 172.7 7.7 4.48 H17.11.15 

タイプ５ 170.3 5.3 3.09 H17.11.15 

タイプ６ 173.7 8.7 5.07 H17.11.15 

※  内径 165cm を基準に水平たわみ量とたわみ率を算出した。 

※  水平たわみ量は、17.17cm（ 2R×10％：管厚中心直径の 10％）まで許容する。 

たわみ量計測は、現在も約 10 日間隔で行っているが、計測値は±0.1cm 程度で推

移しており、同荷重条件での増加はほぼ収束しているものと考えられる。 

３）沈下量 

沈下量計測は、動態観測区間の全定尺管（33 カ所）の管底部について行っている。

ここでは、計測した各タイプにおける最大沈下量を示すこととし、対象とするデー

タは、近接する他のタイプの影響を考慮して、各計測区間（33m/1 ﾀｲﾌﾟ）の中間点

の値とする。その結果は、表－６に示すとおりである。 

表－６ 最大沈下量 

タイプ 基  礎  材  料  
最大沈下量 

（ mm）  

タイプ１ 泥  炭  土  117 

タイプ２ 火山灰 180° 164 

タイプ３ 火山灰 360° 191 

タイプ４ 
泥  炭  土  

（ジオグリット敷設） 125 

タイプ５ 
火山灰 360° 

（ジオグリット敷設） 149 

タイプ６ 
火山灰 360° 

（埋戻し土には全て良質土を使用） 184 

 

 



４）考察 

各施工断面の内、沈下量の測定結果は、タイプ３が最大値となっており、続いて

タイプ６、２、５、４、１の順になった。この順位の傾向をみると、基礎材料に火

山灰を利用した方が大きな値を示しており、火山灰基礎は泥炭土基礎に対し約 1.2

～1.6 倍ほど大きい結果となっている。 

一方、たわみ量の測定結果をみると、最も大きな値を示した断面はタイプ６とな

った。これは、道路路体により他の断面と比べて鉛直土圧の大きいことが要因とし

て考えられる。タイプ６を除く残りの断面の内、たわみ量の大きな順を見ると、タ

イプ３、４、１、２、５となり、基礎材の種類によるたわみ量の影響度合にばらつ

きが見られた。この点は、火山灰（良質土）による基礎材の施工によって、当初た

わみ量が抑制されるものと推定していたことに対し、相反するデータとなっている。 

これらのことから、基礎材に現地発生土を利用することで沈下の抑制となるが、

変位やひずみについては、基礎形式以外にも、地山の強度や地盤反力による要因が

関係し、相乗的に作用しているものと考えられる。 

 

３．おわりに 

今回の中間結果では、全てのタイプについて管に作用している応力やたわみが許

容値内に収まっていることが確認された。しかし、現時点では管水路の上載荷重が

最大となる積雪環境下でのデータが未収集となっているため、積雪荷重条件につい

て作用していないことに留意する必要がある。したがって、各測定観測を平成１８

年春期まで行い、終局たわみを見極めた上で、観測データを設計にフィードバック

させて検証を行っていく予定である。また、本用水路は平成 17 年度より供用を開始

しているが、漏水などの異常は確認されておらず、通水機能に問題が発生していな

いことを併せて報告するものである。 
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