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ガスパイプラインの埋設管理
個人正会員　嶋田　善夫

　人の平均寿命で「衣・食・住」の寿命の長

さを計れば、「衣」と「食」は主の消滅ととも

にその歴史を閉じます。しかし「住」は財産

として次世代に受け継がれていくのが通例で

はないでしょうか。なかには数世代数百年と

いった歴史を刻むものもあります。そこには

強度計算といった技術的な判断が要求される

こと、つまりハードウエアーのクリアーは基

本命題です。さらに、永住するための住まい

というソフトウエアー、言い換えると－住め

ば都－となるように、人の心を満たしてくれ

る情緒的価値観が付加されたときに、その建

物は「住居」と呼ばれるものと私は考えます。

　千数百年も経って今なおその麗姿を観賞さ

せてくれる古都の歴史的建造物が、木造であ

ることを思い出してみたとき、法隆寺を建立

した人たちが、1200 年後の今日まで、地上に

ひっそりと佇み置かれているその姿を夢見た

ことを理解しても、実存を信じた人は誰一人

としていなかったことだろうと想像します。

　歴史的建造物のきめ細かな設計（技術者）

と、一つひとつの部材を誤差無く加工し組み

立てる施工（技能者）に費やした、多くの先

人達の汗と涙の結晶から、現代の技術者は同

じ日本人としてなにも感じ取ることが出来な

いのだろうかと、疑問に思うことが今起きて

います。それは、コストダウンという名目の

陰に私利私欲を肥やし、数本の鉄筋を減らし

建設されたマンションは、ゴーストタウンと

化していることです。

　震度 5 強程度の地震が年に平均 5.2 回発生

する“地震大国日本”の中で、建築の強度設

計を生活の糧とする技術者が意図的に強度計

算に手を抜き、今にも破壊しそうなマンショ

ンを建設した原因に、｢ コストダウンを要求

されたから・・｣ という言葉だけで片付けら

れてよいのでしょうか。

　地表の話から地下における「コスト」に話

題を移すと、地下掘削工事における工事費で

は、開削工法の場合、総工事費用の約 60 パー

セントが道路復旧費にかかってしまう。つま

り、開削工事において、道路復旧費の軽減を

図ることによって大幅なコストダウンが計れ

るのです。そこで始点と終点の二箇所を掘削

して、その中間は掘削せずに埋設・修復工事

を可能とした非開削工法が考案されました。

しかし、その開削･非開削の両工法の適用が

困難なところがあるのです。例えば、

　・掘削スペースが十分に取れない狭い場所

　・ 埋設物が輻輳していて掘削機械の使用が

困難な場所

　・土被りが深くコストがかかる場所

などです。

　

　話題が地下から地表に戻りますが、1903

年にエンジンによる飛行を可能としたライト

●会員寄稿文
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兄弟の発明から、営業飛行にまで 30 年を必

要としました。営業飛行のためにその 30 年

に何が必要だったのかというと、技術開発

チーム間の共同研究つまり技術合流が必要

だったのです。営業飛行が可能となる最終

段階でのボーイング社とダグラス社は、安定

した飛行の技術開発に火花を散らしていまし

た。両社共に飛行を安定するための技術テー

マの 4 つ（格納式車輪、軽量成型ボディ、空

冷式星型エンジン）は解決していました。そ

してマグダネル・ダグラス社が最後の課題と

なっていた離着陸での安定性を確かなものと

する、ウイングフラップ（下げ翼）の考案に

よって解決しました。そしてダグラス DC －

3 型機は、営業用飛行機として大空に飛翔し

ました。その後の航空機は、飛躍的な発展を

遂げてきました。それは正しく技術合流の成

果だったのです。

　技術開発と技術合流。技術開発が目的指

向型（単線型）技術とするなら、技術合流は

複線型技術と呼べるでしょう。しかもターン

テーブルが装備されていれば、なおその活用

幅は大きく広がるのではないでしょうか。

　技術の多目的活用は、技術者がもっとも苦

手とする領域といわれています。なぜなら、

開発される技術は開発目的に適うように技術

的背景が整備されており、多目的仕様になっ

ていないからという理由だからです。しかし、

完成された技術の組み合わせは、それぞれ

が仕様通りに使われれば新たな問題は発生し

ません。解決される課題があるとすれば、そ

れぞれの技術をどのように組み合わせるかで

あって、インターフェースをつくるというテ

クニカルな範疇と考えます。

　

　再び、話題を地下に戻します。

　前述の開削工法と非開削工法の間に微小

箇所掘削土木技術（以下、荒木氏が命名する

「微開削工法」と呼びます。）が認知されれば、

埋設関係者に限らず活用法によっては新たな

民生利用技術の誕生として、社会にとって喜

ばしいことではないでしょうか。しかし、こ

こでは飛行機の歴史を繰り返すことはできま

せん。そのためには、社会に受け入れられる

微開削工法の活用例を提案することからはじ

めると、存外思ったより実用化が容易と考え

られないだろうか。例えば、

●既存路面表示器内側からのメンテナンス工事

　・流電陽極（Ｍｇ）新設・取替え工事

　・ピット構造物の基礎補強工事

●重要管路上のメンテナンス工事

　・埋設物同士・鞘管との接触位置確認工事

　・深度部の土被り確認工事

●土質柱状図製作工事

　・宅地向け地質調査工事

　・簡易原位置土質調査工事

●スポット基礎補強工事

　・土塀、万年塀基礎補強工事

　・家屋の部分的基礎補強工事

●その他

　・建柱・抜柱工事

　・取り付け管路掘削工事

などが考えられます。

　微開削工法の認知方法として、前述のよう

な提案型のプレゼンテーションによって認知し

てもらう方法と、利用者側のニーズを引き出す

ことによる技術情報の交流による認知と、二通

りがあると考えます。「微開削工法」の認知は、

開削工法と非開削工法の中間にある工法の認

知ということになります。これによって開削工

法が、「開削・微開削・非開削」としてワンセッ

トとなるのです。夢ある技術です。埋設工事に

従事する一人として、大きく飛翔してほしい技
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術と期待しています。

　昔から言われるように、何事にも「敵を知

り、己を知る」ことが大切ではあるけれど、

グランドライン（全体像）を把握することも

重要です。さらに、「計画は緻密に、行動は

大胆に」とも言われます。

　

　建設の 20 世紀から破壊と再生の 21 世紀へ

移り、新たな土木技術・工法の開発・提案は、

社会ニーズとして求められています。開削工

法においては、どの企業においてもコストダ

ウンは贅肉をそぎ落とすことから始め、同時

に費用のかからない新たな廉価高効率な工法

を開発・採用することで、低コスト構造の構

築をめざしています。しかし、いずれのケー

スにおいても技術の軸は外してはなりませ

ん。だが、無駄に慣れた人は無駄を発見でき

ないといわれます。つまり、無駄から得た利

益を欲する者には、無駄がなくなったときに

必要不可欠なところを無駄にしてしまう感覚

麻痺を起こすのです。当に、強度計算結果の

改ざんこそがその実態と考える一人です。

　そこで、真理を追究しながら仕事が出来る

人が必要となってくるのです。単に仕事をこ

なすだけではなく、どのようにその仕事を処

理したらよいか、どのような結果が求められ

ていて、それが将来においても「不安のない

解」である姿を、仕事を通して具体的にイメー

ジできる人が、本当の仕事が出来る人といえ

るとともに、その人こそが「真のベテラン」

であり、千年の歴史を刻むことができる仕事

の達成ではないかと考えるのです。

ウォーターホールズ普及に向けて
企画委員会

　ウォーターホールズ調査法（以下、当調査

法と記載）は、関東周辺を中心にライフライ

ンの埋設管理者及び施工業者には一定の理解

は得てきているものの、未だその効用が十全

に活用されているとは言い難く、残念ながら

従来の試掘調査法の補助調査法的（従来法で

は不可能な分野用）な位置を占めるに留まっ

ております。ましてや全国的な普及という視

野で考えた時には、すでに数件の実績を上げ

ている地域でさえ、まだまだ認知度は低く、

全国的には、やっと PR を始めたというとこ

ろではないでしょうか。

　今回企画委員会におきましては、その要因

を『当調査法の認知度（イメージ化）不足』

と『当調査法のメリット（特に環境や市民生

活への影響面）のＰＲ不足』と踏まえ、その

要因を打破し当調査法を広く普及させること

を目的に、これまでに寄せられた疑問・質問

をもとに『Q&A』を作成いたしました。こ

の報告を皆様の普及活動の一助としていただ

ければ幸いです。

Ｑ 1：【なぜ NPO なのか ? 】　

Ａ 1 ：当調査法の対象となる地下埋設物は市

民生活に深く関っているものが少なくあ

りません。円滑な日常生活をおくるに当

たっては必要不可欠なものであり、ひと

たび災害事故等が発生すれば正常な市民

生活は瞬く間に崩壊するとともに、その

復旧には膨大な時間と費用が必要となる

ことは容易に想像がつきます。また、現

在の情報化社会において不可欠な通信網

について鑑みれば、その影響はさらに膨

大で市民生活のみならず国の経済をも左

右しかねません。これらを含む多種多様

な影響を総合的に判断すれば『埋設物の

位置を安全に確認すること』このシンプ

ルな事実がいかに重要であるかが確認で

きるはずです。さらには、その結果をデー

タ化し集約したマップを作成し必要な

人に提供する。誰もが地下の状態を安全

確実なデータとして把握できるようにす

る。そのデータを安全に収集することが

当調査法にはできるのです。そして、そ

のデータは一企業によって独占されてい
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たのでは、その効力を充分に発揮するこ

とができないのです。だから NPO なの

です。『自らのノウハウを社会事業化し、

市民生活に寄与する』まさに NPO 本来

の目的と合致するのです。

　　 　今回は探査対象物の深度 2 ｍ～ 5 ｍの

場合について記します。

Q 2 ：【通常の試掘 ( 開削）との比較メリット

は？】

Ａ 2 ：当調査法は仮設土留材を必要としない

ので、調査深度・土質条件（地下水）等

に拘らない対応が出来、計画準備段階で

の対応が早い。開口面積が開削調査法

に比べ極力狭いため、発生する土砂や廃

棄物も少なく、埋戻し材・復旧舗装材の

使用量も少なく省資源です。探査方法が

ジェット水による水力切削と吸引、観測

孔（以下、コアチューブと記載）圧入の

単一作業繰り返しのため、人力・重機で

手探りながらの開削調査法より施工時間

が短いので、調査深度が深くなるほど経

済的です。当調査法は非回転、非打撃の

手法なので、重機に頼らないため損傷事

故が皆無で安全です。

Ｑ 3 ：【どのように、対象物を探査するのか？

その作業手順は？】

Ａ 3：対象物調査の作業手順

　　　事前資料調査・現地調査

　　　　　　　　↓

既存資料に基づく想定位置、確認。（マーキング）

　　　　　　　　↓

　　　　舗装コア削孔（φ 100）

　　　　　　　　↓

路盤砕石吸引除去（注　路盤改良部、目視除去）

　　　　　　　　↓

　　　事前探査　（探針ボーリング）

　　　対象物の位置を想定する。　

　　　　　　　　↓

　　　コアチューブ設置

　　　対象物の目視確認・計測

　　　　　　　　↓

コアチューブ撤去・埋戻し・路面復旧　

　　　　　　　　↓

　　　　　　調査完了

Ｑ 4：【どのような調査が可能なのか？】

Ａ 4：大きく分けて二種類の調査に分けられる

　　1 ．杭打設などの予定位置に埋設物など

がないことを確認する調査

　　2．埋設物の位置を特定する調査

Ｑ 5：【何故不明な対象物が探せるか？】

Ａ 5 ：探針ボーリングとはロッド先端ノズル

から噴出する水力 ( ジェット水力）を利

用して地山・埋戻し土を水力切削し、泥

水化した土砂を吸引し先端部周辺を目視

確認する。コア搾孔部鉛直線に対しＧＬ

－ 2.0 ｍ地点で半径 1.0 ｍの範囲を探る

ことが可能となります。本会ではこの作

業をジェッチングと称します。

Ｑ 6  ：【水力切削によって埋設物への影響は

ないのか？】

Ａ 6 ：水力切削に用いる工事用高圧ポンプの

仕様は次の通りです。

　　　　　　3.7 ｋｗ　　4.9 ＭＰａ

　　 　一般的に超高圧水による切削は 10 ～

13 ＭＰa の噴射圧力が必要で、当調査法

で用いる工事用高圧ポンプでは埋設物へ

の損傷に至りません。また、吐出時間も

最大で連続 10 分程度なので、損傷の可

能性は全く有りません。

Ｑ 7 ：【埋設管を損傷せずにコアチューブを

設置できるのか？ またコアチューブが

対象物を傷つけることは無いのか？】

Ａ 7 ：水力切削・吸引の反復によってコア

チューブ先端部を先掘の状態にし、目視

確認の後、コアチューブの圧入を行う。

また、コアチューブを対象物に直接抵触

させることは有りません。

Q 8 ：【水が出て、掘削が不可能であり、管

を目視できないが、管を確認できるの

か？】

Ａ 8 ：深度２.5 ｍ以内であれば、コアチュー

ブ先端に圧着ゴムを装着し、対象物

に人力で押しつけ浸入水を防ぎ、コア

チューブ内部を吸引し、対象物を目視
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確認します。

 　  　深度が２.5 ｍを超え 4.5 ｍ未満であれ

ば、コアチューブ外周部に簡易ウェルポ

ンプ（100 Ｖ・揚程 6 ｍ〕を使用し、目

視可能にします。

　　（ 注　透水係数　Ｋ＝ 1 × 10－ 3 cm/sec

以下）

　　 深度が 4 ｍを超える場合は、コアチュー

ブ外周部に溶液・瞬結型の止水注入を施

し目視を可能にします。　透水係数の許

容範囲は前述と同様です。

Ｑ 9 ：【対象物の確認はどのようにするの

か？】

Ａ 9 ：コアチューブ上端部からの肉眼による

認に加え、ビデオカメラ受像機を通した

視認と記録保存を行う。

Ｑ 10：【調査不可能な土質はあるのか？】

Ａ 10 ：軟岩・中硬岩やコアチューブ径を超

える転石・玉石層は当調査法では対応

出来ません。

Ｑ 11 ：【観測孔〔コアチューブ〕の選定と口

径は？】

Ａ 11 ：基本は本会発行の〔標準設計積算資料

ウォーターホールズ編〕「コアチューブ

の選定」の項に詳しく提示しておりま

す。

　　 　但し、探査対象の条件によっては、コ

アチューブ径を変更した方が都合の良い

場合が有ります。

　　 例：土被りを主として表面を探すには、

深度が 3 ｍを超えてもコアチューブφ

250 で可能です。深度が浅くても、構造

物の角度或いは点状、細い径の密集した

ものであればコアチューブφ 350 を採用

する方が効果的です。

Ｑ 12 ：【コアチューブ引抜きに伴い路面への

影響はないのか？】

Ａ 12 ：コアチューブを引抜きながら同時に

砂を入念に締め固めつつ投入すること

でコアチューブ周囲の地山の崩落を防

止します。

Ｑ 13 ：【道路の占用について、作業帯の必要

面積は？】　

Ａ 13 ：クレーン装置付トラック（4 ｔ）1 台

＋強力吸引車 1 台が標準で、縦列の配

置で幅 2 ｍ延長 20 ｍの作業帯となりま

す。仮設材が必要無いので、そのスペー

スや搬出入の作業が要りません。

Ｑ 14：【開削もしくは深礎工法と比べて？】

Ａ 14 ：滞水層、軟弱地盤に対象物が想定され、

開削調査法に補助調査法が必要とされ

る場合、調査深度に関らず当調査法が

費用・調査期間も優位です。

　　 埋設想定深度が 2 ｍを超えれば、当調査

法が費用・調査期間も優位です。

　　 標準歩掛による直接工事費の比較例　　

（注　参考値　条件障害無　普通土）

単位 : 千円

調査深度
開　　削 当調査法

山　　留 費　用 費　用

2 ｍ 簡易土留 90 101

3 ｍ 深　　礎 594 281

4 ｍ 深　　礎 800 481

　また、ボーリングマシーンを使用するボー

リングロッドによる探針調査は、経費として

当調査法よりはるかに廉価ですが、確認がオ

ペレーターの感触に頼らざるを得ない点から

安全精度と確認精度に疑問が残ります、想定

位置以外に埋設物があった場合、埋設物損傷

の危険性を含んでおります。

※紙面構成の都合上、作業模式図等を掲載す

ることができませんでした。以前にお届けし

ました標準設計積算資料をご参照ください。

－編集子



6　MSリポート　第2号 　第2号　MSリポート　7

●理事長短信

『第 2回通常総会』下水道新聞 7月 4日 ロータリークラブ講話

平成 18年 9月 26 日
川崎宮前ロータリークラブ

　本会の設立趣旨の一つとして公共事業の受益

者である住民の方々に、工事にご理解をいただ

く活動を展開することとしています。

　本講話では、「戦後の公共事業の変遷と歴史」

として 30 分と短い講話をいたしました。30 数

名と小規模な会合でしたが、熱心に耳を傾けて

いただいたと感じました。これまでの同業畑に

おけるスピーチとは異なり、内容の絞り込みに

も工夫を要しましたが、貴重な経験でもありま

した。 

　今回は、荒木事務局長の設営でしたが、会員

の方々からのご要望には都合の許す限り、お応

えするつもりです。

〈仮称〉切羽調査法開発試験について
技術委員　富井孝久（所属　扶桑技研株式会社）

　開発試験は、大迫会員からの提案 - ウォーターホー

ルズ調査法の推進機あるいはシールド機内における

適用をうけて、東京都下水道サービス㈱ Do-Jet 工法

研究会、千葉工業大学大迫研究室及び本会が共同し

て行うものです。本会としては、本年度事業計画に

おける新規事業創出の一環として取り組み、新たな

適用機会の増大と従来調査方法のコンパクト化、調

査コスト縮減に寄与する貴重な機会であると捉えて

います。

　開発試験のスケジュールは、圧力容器による模擬

土質試験 ( 複数回）と東京都下水道サービス㈱の斡

旋による現場供用試験を経て、明春を完成の目途に

しています。

　9 月 13 日に千葉工業大学構内において実施した第

1 回模擬土質試験の概要を報告します。

試験目的

　切羽調査法とは、大略の位置が明らかになってい

る推進あるいはシールド調査法の切羽前面の障害物

をより明確にすることを目的とするものであり、本

試験は現場供用試験に備えて調査法及び設備の安全

性と確認精度を模擬土質において下記の 4 項目につ

いて実証するものとした。

確認項目

1）  プリペンダーによる泥水の逸出防止効能の確認

2）  レバーブロックによる調査ユニットの圧入効

能の確認

3） 薬液注入設備の効能確認

4） モニター画像による視認性能の確認試験状況
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試験条件の設定

　本調査法は、Do-Jet 工法による推進あるいはシー

ルド工法現場において、切羽前面の支障物を映像に

より視認して判別し、併せて記録する調査作業に適

用することの有用性を判別する事を目的として行っ

た。Do-Jet工法の実際現場における適用に際しては、

カッター背面及びチャンバー室内は、可塑剤もしく

は溶液型薬液による充填と、支障物の掘進機側地盤

は懸濁型薬液による地盤改良が施工されていること

が標準であるが、実際現場における供用に際して、

発生が想定される危険要因が粘性土地盤より、試験

条件の厳しい砂質土地盤を模擬的に現出するものと

した。図 1 に圧力容器を示す。

模擬土質設定条件

　1） 崩壊性の高いゆるい砂地盤

　2） 飽和された 0.07MPa の被圧状態の地盤

図 1模擬土質状態の圧力容器

試験方法

圧力容器

本試験の夫々の作業模式を図 2 ～ 4 に示す。

図 2   調査ユニット取付・圧入

まとめ

　本試験は、あらたに開発した調査ユニットによる

初めての試験であり、確認項目の全てにおいて所定

の目標を達成したと判定する。とりわけ、被圧状態

のゆるい砂地盤と模擬した圧力容器において、調査

ユニットの投入が実施できたことは、推進調査法あ

るいはシールド調査法の切羽前面の調査法としての

将来性につながることが期待できる。しかし、次な

る試験機会までに、以下の行動目標及び技術開発を

達成するべく努力する。

　1）  十分な討議機会を設け、共同開発のコンセプト

を明確にする

　2）  焦点距離が 5cm ～ 50cm 程度のカメラ装置の

調達

　3） 薬液注入工の管理方法の明確化

　4）  調査空間を拡大するジェッチングノズルの考案

と製作

　5） 調査時間の短縮化

図 4   確認・記録

図 3   薬液注入
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　創刊号で皆様に会報名称の公募をお願いいたしましたところ、早速、会員または会員

以外の方々より多数のご応募を頂きありがとうございました。ご応募して頂いた中から

一番多かった名称を採用させて頂きました。誌面を借りて厚くお礼申し上げます。

　応募総数は 32 通に達しました。ご応募頂きました方々は次の通りです。（敬称略）

　

荒木紘一、飯野益彦、遠藤雅孝、大橋真一、勝俣健二、亀岡　隆、佐々木直人、

春藤雅裕、高島隆次、長嶋三郎、三浦美穂、持地英実、吉田安廣、渡辺　完

● ● 会報名称の公募の御礼● ●

2006 年 11 月 30 日

MSリポート   No.2
編集・発行

NPO法人  マイクロサンプリング調査会
理 事 長　石橋　信利

発行責任者　遠藤　雅孝

〒131－0033
東京都墨田区向島 3－33－ 10 池田ビル 3 F
TEL 03 － 5608 － 6768   FAX 03 － 3624 － 1040
http://www.microsampling.org
office@microsampling.org

● 編 集 後 記 ●
　今年 3 月に本調査会会報（創刊号）を発行し、
その創刊号の編集後記に「三日見ぬ間の桜」で
ありたいとと思って編集しましたが、出来映え
は如何でしょうか。また、第 2 号の会報に名前
を掲載出来た事を嬉しく思います。仕事の忙し
さにまみれ、ついつい時間に追われて編集して
しまいました。長く続けて行くことは大変なこ
とだと実感しています。会報名称も含め、投稿
して頂いた先生方及び諸先輩方または、会員の
方々に感謝申し上げ編集後記と致します。
　ありがとうございました。

●会報協賛会社

〒810－0004
福岡県福岡市中央区渡辺通 4－2－25 福光ビル 2Ｆ

三協マテリアル株式会社
TEL 092－736－6614

sankyo-m@tkz.bbiq. jp

〒193－0844
東京都八王子市高尾町 1587 番地

株式会社  ダイエーコンサルタンツ
TEL 0426－65－8370

harashima@daiei-c.com

〒450－0003
愛知県名古屋市中村区名駅南 1－1－12

三　 　株式会社
TEL 052－563－5541

n-kawai@sanyu-corp.co. jp

〒477－0032
愛知県東海市加木屋町内堀 136－2

株式会社  中村土木建設
TEL0562－32－4730

yoshiyuki1@nakamura-ci .co. jp

〒116－0013
東京都荒川区西日暮里 5－5－ 2 第二宝生ビル

ソーシン建設株式会社
TEL 03－5604－7766

h.uchida@sosin-k.co. jp

（50音順）


