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１ 樽町二丁目バルブ破損原因調査検討委員会の概要 

（１） 目的 

平成 28 年１月 22 日（金）に破損したバルブは、昭和 44 年に布設された小雀浄水場から港北配

水池を経由し、鶴見配水池を結ぶ環状幹線口径 1800mm から分岐した第１バルブであった。破損の

原因によっては、その他のバルブも同様に破損する危険性を抱えている可能性があった。 

そのため、バルブの破損原因について、専門的に調査し、破損原因を究明するとともに、今後

の対策などを検討するため、樽町二丁目バルブ破損原因調査検討委員会（以下、委員会）を設置

した。 

（２） 位置づけ 

委員会は、条例に基づいて設置する附属機関としてではなく、意見聴取を行う懇談会として運

営した。また、破損原因の検討および今後の対策について、専門的な知識を必要とすることから、

学識経験者からもその知見による意見を聴取し、水道局が取りまとめを行うこととした。 

なお、委員会の意見聴取の範囲は、破損原因および今後の対策に関する事項とし、学識経験者

との意見交換や協議をすることなく、最終的な意思決定等は水道局が行うこととした。 

図１－１に意見聴取のイメージ図１）を示す。 

 

 

図１－１ 意見聴取のイメージ図１） 

 

（３） 構成 

 委員会の構成は、水道技術管理者を委員長とし、今回の破損を受けて実際に現場で対応してい

る各所属の所属長５名を委員として選出した。また、局職員だけでは専門的な知識に基づいた学

術的な検討が困難なため、学識経験者（アドバイザー）１名から意見聴取を行った。表１－１に

委員会メンバーを示す。 

 

 

 

条例対応 要綱等対応 
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表１－１ 委員会メンバー 

 氏名 所属・補職名 

学識経験者 秋庭 義明 横浜国立大学大学院工学研究院 教授（工学博士） 

委員長 清塚 雅彦 

配水部 

担当理事 配水部長 

（水道技術管理者） 

委員 鈴木 雅彦 配水課長 

委員 宍戸 由範 北部方面配水管理課長 

委員 渡邉 知幸、山口 司 
給水サービス部 

給水維持課長※ 

委員 木村 吉昭、渡邉 真一 菊名水道事務所長※ 

委員 水越 猛、木村 大介 施設部 建設課長 

事務局 板谷、土屋 配水部配水課 

※ 平成 29年度の人事異動で委員の変更があったものは氏名を併記 

 

＜学識経験者（アドバイザー）＞ 

横浜国立大学大学院工学研究院 秋庭義明 教授（工学博士） 

横浜市水道局における専門家としての実績（各委員会等）があり、金属物性・材料に精通し、

材料力学の専門的な知識のある有識者として意見をいただいた。 

 

２ 審議経過 

 委員会の開催状況及びその他活動状況について以下にまとめる。 

（１） 第１回委員会 

    開催日 平成 28 年９月 15 日（木） 

    内 容 ・破損発生状況の確認 

・これまでの現場調査内容の確認 

・破損原因の調査手法の確認 

 

（２） 第２回委員会 

    開催日 平成 28 年 10 月 27 日（木） 

    内 容 ・追加調査結果及び既存データの確認 

・調査項目（案）の確認 

・調査結果（中間報告）の確認 
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（３） 第３回委員会 

    開催日 平成 29 年１月 11 日（水） 

    内 容 ・第２回委員会を受けての対応結果の確認 

・追加調査結果及び既存データの確認 

・現地調査及びバルブ撤去時期の確認 

 

（４） 破損バルブ内面状況視察 

     開催日 平成 29 年４月 25 日（火） 

     内 容  ・既設管内面からバルブの破損状況の確認 

        ・既設管内面からの周辺配管状況の確認 

 

（５） 撤去バルブの破損状況視察 

     開催日  平成 29 年６月２日（金） 

     内 容  ・撤去されたバルブの亀裂状況の確認 

        ・構造及び劣化状況等の確認 

 

（６） 第４回委員会 

    開催日 平成 29 年６月９日（金） 

    内 容  ・破損バルブ管内調査及び各種調査結果の確認 

・製造メーカーへの調査委託内容の確認 

・破損原因の検討 

 

（７） ケレン作業後のバルブ破損状況検査 

     開催日 平成 29 年６月 19 日（月） 

     内 容 ・破損バルブ内外面の詳細な亀裂状況の確認 

        ・強度試験のための試料採取箇所の確認 

 

（８） 第５回委員会 

    開催日 平成 29 年８月 29 日（火） 

    内 容 ・材料試験結果の確認 

・破損原因及び今後の対策の検討 

 

（９） 第６回委員会 

     開催日 平成 29 年 10 月 19 日（木） 

     内 容 ・報告書（案）の確認 



 

4 

 

３ バルブ破損に伴う漏水への対応状況 

（１） 発生日時 

平成 28 年１月 22 日（金）午前５時 00 分頃 

（２） 発生場所 

港北区樽町二丁目「菖蒲園前」バス停付近で発生した。漏水は、鶴見区、港北区、都筑区の一

部の約 13 万戸に送水している口径 1800mm の送水管から分岐した口径 800mm の水道管に設置した

バルブが破損したことによるものであった。図３－１に破損したバルブの位置図を示す。 

 

図３－１ 破損したバルブの位置図 

（３） 対応状況 

バルブ破損による漏水は、発生当初約 200 ㎥/h の漏水量であった。管路からの漏水の可能性も

あったことから、応急措置として破損したバルブを含む周囲の３箇所のバルブを操作したことに

より、同日の午前中に漏水量は、約 13.5 ㎥/h まで低減した。周辺の交通等への影響を考慮し、

１月 26 日には、仮設排水管を布設し、道路上への漏水がなくなった。 

その後、２月上旬から応急措置として破損したバルブの止水と防護等による保全を検討し、３

月 15 日から 16 日にかけて実施した。止水し、ゆっくりと系統切替を行い修理するつもりであっ

たが、止水ができなかったため、出来るだけ短期間で系統切替を行い、破損したバルブを交換す

ることとした。 

給水ルートの変更の検討には、３月中旬から６月上旬までの期間を要し、６月 27 日より、バル

ブからの漏水を止めるための給水ルート変更に向けての作業を 45 回実施し、平成 29 年１月 31 日

に給水ルートの変更作業が完了した。その後、管路内の停滞水を除去し、２月 10 日にバルブから

の漏水が停止し、管路内の水の排水を行った後に、５月 24 日に破損したバルブを撤去し、破損の

状況等の詳細な調査を実施した。 

漏水の停止後、破損したバルブに替わるバルブの設置とバルブ周辺の管路の更新工事を行った。

平成 29 年 11 月現在、変更した給水ルートを当初の給水ルートに戻す作業を行っている。 

表３－１にバルブ破損対応経過、写真３－１に当初漏水状況（平成 28 年１月 22日 AM）、写真

３－２に下水排水後の状況（平成 28 年１月 26 日以降）、図３－２に給水ルート変更前、図３－

３に給水ルート変更後を示す。 

  
綱島駅   

樽町一丁目

横浜市緑政局公園部

Ａ

口径 1.8m送水管 口径 80cm水道管 

破損バルブ 

バス停「菖蒲園前」 

 

口径 1800mm送水管 口径 800mm水道管 

破損したバルブ 

バス停「菖蒲園前」 

水の流れ 

樽町しょうぶ公園 
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表３－１ バルブ破損対応経過 

対応日 対応内容 

平成 28 年１月 22日 
・5:00 漏水発生 【漏水量約 200 ㎥/h】（写真３－１） 

・11:20 応急措置（バルブ操作）により漏水量低減 【漏水量約 13.5㎥/h】 

１月 26 日 
・バルブの弁室から仮設排水管を布設し、下水道管へ排水を開始したため、

道路上への漏水がなくなる（写真３－２） 

２月上旬～３月中旬 
・応急措置として破損バルブの止水と防護等の検討 

・応急措置後から破損バルブを交換するまでの対応方法を検討 

３月 15 日～16 日 
・応急措置の結果、止水できなかったため、給水ルートを変更し破損バルブ

を交換することとした 

３月中旬～６月上旬 ・給水ルートの変更の検討 

６月 17 日 ・管内カメラによる調査を実施し、亀裂の状況が判明 

６月 23 日 
・給水ルートの変更について記者発表（レクチャー） 

・６月 24 日（金）の神奈川新聞、読売新聞に記事が掲載 

６月 27 日 ・給水ルート変更に向けた作業開始 

９月 15 日 ・第１回委員会 

10 月 27 日 ・第２回委員会 

平成 29 年１月 11日 ・第３回委員会 

１月 31 日 ・給水ルートの変更作業が完了（図３－２、図３－３） 

２月 10 日 ・破損したバルブからの漏水が停止 

３月 16 日 ・給水ルートの変更完了について記者発表 

５月 24 日 ・バルブの引上げ及び実際のバルブでの詳細な調査開始 

６月９日 ・第４回委員会 

８月 29 日 ・第５回委員会 

10 月 19 日 ・第６回委員会 

  

写真３－１ 当初漏水状況        写真３－２ 下水排水後の状況 

 

：口径 1800mm水道管 

：口径  800mm水道管 

：仮設排水管 

下水道管へ 

破損バルブ 
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図３－２ 給水ルート変更前        図３－３ 給水ルート変更後 

 

４ 原因調査 

（１） 手法 

破損の原因調査は、計画・設計・工事・維持管理までの広範囲におよぶため、原因が特定でき

ない事象が発生した際の原因分析に幅広く応用されている、FTA 調査手法を採用した。FTA 調査手

法とは、Fault Tree Analysis（故障の木解析）の略称であり、好ましくない事象がどのような要

因で発生したのか分析する手法である。 

（２） 手順 

FTA 調査手法では、好ましくない事象（破損）を頂上として、それに対して故障を発生させる

可能性のある要因を下位に向かって列挙し分解する。それらを結び、FT（Fault Tree）図を作成

し、分析を行う。 

手順として、はじめに好ましくない事象を定義する。次に、漏れや重複がないように、好まし

くない事象の発生に寄与する要因を系統的に列挙する。最後に、下位に挙げられた要因に関して

漏れなく調査を行い、好ましくない事象の発生原因を特定し対策を行う。 

図４－１に FT 図作成例を示す。 

 

図４－１ FT 図作成例 

（３） 項目 

バルブ破損（漏水発生）の事象から「計画」、「設計」、「仕切弁」、「工事」、「運用」、

「周辺環境」、「維持管理」の７つの要因（大区分）を抽出した。さらに７つの要因（大区分）

から 15 項目の要因（中区分）、30 項目の要因（小区分）へ細分化し、具体的な調査項目を 30 項

目抽出し、調査を行った。図４－２に今回設定した調査項目（FT 図）を示す。 

牛久保配水池

港北配水池

破損したバルブ

口径1800mm送水管

で給水していたエリア

（約13万戸）

凡例

・・・

口径1800mm送水管

港北ブロック

牛久保ブロック

三保ブロック

西谷ブロック

港北ブロック

企業団新横浜ブロック

牛久保配水池

港北配水池

破損したバルブ

給水ルートを変更し

たエリア（約13万戸）

凡例

・・・

口径1800mm送水管断水

企業団新横浜ブロック

西谷ブロック

牛久保ブロック

三保ブロック

変更した給水ルート・・・
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図４－２ FT 図

・当初設計基準

・破損状況(引上げ後)

大区分 中区分 小区分

設計 設計思想 設計条件の反映 3 ・設計条件の確認

バルブ破損
（漏水発生）

計画 事業計画 事業計画 1 ・当初事業概要

設計条件 設計基準 2

腐食
7
・腐食の有無
・腐食形態

ＳＣＣ(1)

（応力腐食割れ）

8 ・ＳＣＣの有無

仕切弁 材質 部品 4 ・バルブ規格

材料特性

摩耗 6 ・摩耗形態

バルブ破損状況 5

材料疲労 11 ・疲労破壊の有無

脆性破壊 12 ・低温脆性(2)の確認

静的破壊 9 ・外傷の有無

材質
10

・材質の確認
・硬度の確認

弁据付状態
15

・据付記録確認
（芯ずれ、水平度）

運用 運用状況 ブロック 17 ・配水ﾌﾞﾛｯｸ確認

工事 発注仕様 契約条件 13 ・契約書

施工手順 施工手順 14 ・施工手順確認

・防護ｺﾝ・杭基礎確認防護コン・杭 16

周辺環境 配管状況 配管 23 ・周辺配管確認

流量 20 ・流量の確認

バックアップ 21 ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの確認

水質 22 ・気候・水温確認

維持管理 維持管理 基準
26

・局基準の確認
・他の基準確認

地盤状況 地盤
24

・周辺地盤の確認

・沈下量の確認

舗装・交通状況 舗装・交通
25

・舗装・交通状況
の確認

破損時の状況 バルブ破損状況
30

・漏水発生時状況
・破損状況(カメラ調査)

実績 27 ・点検記録確認

修繕状況 修繕履歴 28 ・修繕履歴確認

水圧 18 ・水圧の確認

流速 19 ・流速の確認

故障状況 過去の故障履歴 29 ・故障履歴確認

事 象 要因 調査項目
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５ 調査結果 

調査項目１から調査項目 30 までの結果は次のとおりである。 

・【調査項目１ 当初事業概要】２） 

破損したバルブは第七回拡張

工事（昭和40年から昭和45年）

において設置されたものであり、

「横浜水道百年の歩み」より事

業概要を確認した。当時の水需

要の増加等に対応するため、小

雀浄水場から送配水する事業で、

昭和 40 年から昭和 45 年にかけ

て起点の小雀浄水場から終点の

上末吉町まで、全線 33.9kｍの

送配水管布設工事が計画された。 

図５－１に第七回拡張工事概

要図、図５－２に第七回拡張工

事送配水管縦断図を示す。     図５－１ 第七回拡張工事概要図 

 

図５－２ 第七回拡張工事送配水管縦断図 

・【調査項目２ 当初設計基準】３） ＜後述の６要因分析で考察する＞ 

第七回拡張工事中の設計時の基準書であったと推測される「水道施設基準解説(1966)」か

ら、「使用管種」、「使用管種の配管上の留意点」、「弁室の基礎」について確認を行った。 

当該現場に使用されている管種は、水道用塗覆装鋼管であると考えられる。そこで水道用

塗覆装鋼管の配管上の留意点の確認を行ったところ、「埋設の水道用塗覆装鋼管には、必要

に応じ伸縮継手を設けること。」、「水管橋、伏せ越し、その他地盤軟弱で不同沈下のある

箇所には、たわみ性の大きい伸縮継手を設けること。」(P.129)などの記載を確認できた。ま

た、弁室に設置されている杭については、「地盤良好でない所にやむを得ず施設を設けると

きは、地盤の支持力増加および沈下抑制の目的で、くい打ち基礎などの工法を用いて、改造

強化することが必要である。さらに、不同沈下のおそれがある場所に埋設する管類について

は、管種や継手の選定に十分注意しなければならない。」(P.29)という記載を確認できた。 
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・【調査項目３ 設計条件の確認】４）５）６） 

水道局に保管されている当時の工事関係書類からは、第七回拡張工事の全体計画に関する

ことは確認できたが、工事における設計条件（地盤条件、杭の検討条件、各種構造計算等）

は確認できなかった。ただし、第七回拡張工事の工事精算書を確認すると、調査場所は特定

できないが測量調査や地質調査を発注しており、何らかの予備調査を行い、それらをもとに

設計していると考えられる。また【調査項目 24 周辺地盤・沈下量の確認】の結果から、1960

年から水準点を経過観察していたことから地盤沈下が想定された地域であると考えられる。 

・【調査項目４ バルブ規格】 

 製造メーカーに保存されていた破損したバルブそのものの製作図から、JIS B 2062 規格に

準拠し、1968 年（昭和 43 年）に製造された、材質は FC200（鋳鉄製）の竪型仕切弁であるこ

とが分かった。弁箱の肉厚については、製作寸法は 40mm で、掘り上げて確認したところ、実

測寸法が概ね製作寸法の 40mm を確保していた。また、製作図のとおり内面はタールエポキシ

樹脂塗装、外面には黒ワニス塗装がであることが分かった。図５－３に肉厚測定結果を示す。 

    

 

図５－３ 肉厚測定結果 

・【調査項目５ 破損状況（バルブ引上げ後）】 

   破損状況は、破損したバルブの撤去後の調査により、斜め方向の亀裂と縦方向の亀裂が確

認された。斜め方向の亀裂は、バルブの下流側上部のフランジのリブから弁箱の中央部に向

けて生じていることが明らかになった。また、縦方向の亀裂は、弁箱の両側の側面に生じ弁

箱下部まで伸びているが、全周にわたる亀裂ではなかった。 

   写真５－１に南側亀裂状況、写真５－２に北側亀裂状況を示す。 

  

写真５－１ 南側亀裂状況          写真５－２ 北側亀裂状況 

バルブ上部方向より バルブ南側方向より 

（ ）は製作寸法 

実数は実測値 

バルブ上流側方向より バルブ下流側方向より 

上流側 下流側 下流側 上流側 

南 
北 

南 
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・【調査項目６ 摩耗形態（エロージョン等）】 

破損したバルブの摩耗状況を目視で調査を行った結果、外面に摩耗したような形跡は確認

されなかった。内面は錆で覆われていたため、摩耗状況は確認できなかった。また、亀裂部

周辺は金属同士が擦れる箇所がなく、流体による摩耗の可能性も考え難いため、摩耗の影響

はないと考えられる。 

・【調査項目７ 腐食の有無・腐食の形態】 

破損したバルブの腐食痕等の腐食状況を目視で調査を行った結果、外面では腐食痕は確認

されなかったが、内面では全面的に均一な錆等の腐食生成物の形成が確認できた。 

 破面やその近傍の腐食等の組織状況について確認するため、試験片を採取し、調査を行っ

た。図５－４に破面調査及び断面調査箇所を示す。 

 

      

 

図５－４ 破面調査及び断面調査箇所 

 ＜SEM/EDX 結果＞(3)・(4) 

   SEM による破面観察により、亀裂の起点を特定しようとしたが、破面は全面腐食していた

ため、特定はできなかった。また、EDX 分析の結果から全ての破面で O、Fe、Si、Ca が検出

された。図５－５に SEM 観察結果（A-2）を示す。 

 

図５－５ SEM 観察結果（A-2） 

  ＜FT－IR 分析結果＞(5) 

破面に付着している腐食生成物は、FT-IR 分析の結果、無機酸化物（酸化鉄）及びα-オキ

シ水酸化鉄であることが判明した。α-オキシ水酸化鉄の存在は、水分により赤錆が発生した

ことを示している。 

亀裂箇所 

破面調査箇所 

断面調査箇所 

バルブ上部方向より バルブ南側方向より バルブ上流側方向より バルブ下流側方向より 

南側 
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・【調査項目８ SCC（応力腐食割れ）の有無】 

破損したバルブの「材料特性」、「継続的な引張り応力」、「環境腐食」について調査を

行った結果、【調査項目７腐食の有無、腐食の形態】の結果から、腐食生成物は錆であるこ

とが判明しており、その他腐食は確認されなかった。 

・【調査項目９ 外傷の有無】 

破損したバルブの外傷調査を目視にて行った結果、亀裂以外の大きな外傷は確認されなか

った。 

・【調査項目 10 材質・硬度の確認】 

＜バルブの材質＞ 

現地において、バルブ表面を研磨し、顕微鏡で観察を行った結果、材質は FC200（鋳鉄製）

であることが判明した。また、破面と内部で片状黒鉛の分布に差異は見受けられなかった。 

 図５－６に A-2 破面組織状況(×400)、図５－７に A-2 内部組織状況(×400)を示す。 

    

図５－６ A-2 破面組織状況（×400）  図５－７ A-2 内部組織状況（×400） 

＜バルブの引張強度及び硬度＞ 

撤去したバルブから試験片を採取し、引張強度試験及びブリネル硬さ試験を行った。引張

強度試験の結果、破損したフランジのリブ付近で採取した A-1 及び、その直近上部の弁箱で

採取した E-1 で、当時の規格（昭和 51 年）を下回っていたが、設置からの経過年数が約 47

年であることを踏まえると、設置当初からなのか、その後に低下したのかが不明ではあるが、

局所的に大きく材料強度に問題があるような結果ではなかった。また、ブリネル硬さ試験の

結果、すべての試験片が規定値内であった。表５－１に引張強度試験及びブリネル硬さ試験

結果、図５－８に引張強度試験及びブリネル硬さ試験箇所を示す。 

表５－１ 引張強度試験及びブリネル硬さ試験結果 

試験片番号（採取した位置） 

引張強度試験 ブリネル硬さ試験 

引張強さ 

（N/mm2） 

当時の  

JIS 規定値 

硬さ 

(HB) 

当時の 

 JIS 規定値 

A-1(破損したフランジリブ付近） 148 

167 N/mm2 以上 

151、150 

217 以下 

B-1（比較対象とする健全部） 172 147、154 

D-3(破損した弁箱側面交点付近） 190 142、148 

E-1（比較対象とする健全部） 153 181、183 

E-2（比較対象とする健全部） 183 154、161 
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図５－８ 引張強度試験及びブリネル硬さ試験箇所 

 

・【調査項目 11 疲労破壊の有無】 

破損したバルブの疲労破壊の有無について調査を行った結果、常時全開での運用であった

ため、操作や水流による疲労破壊の可能性は低いと考えられる。 

・【調査項目 12 低温脆性の確認】 

【調査項目 22 気候・水温確認】において、当日の気温と水温（推計値）をまとめている。

破損したバルブ位置での水道水の温度変化範囲では、材料強度の変化は極めて低いと考えら

れる。ただし０℃以下になった場合、凍結による膨張が強度に与える影響が大きくなる。 

・【調査項目 13 契約書】６） 

工事完成図より、内径 1800 粍配水管布設工事（３工区）いう工事件名であることが判明し

た。次に、第七回拡張工事において水道局が発注した工事、業務委託の件名工期、契約金額

等が記載されている工事精算書を確認したところ、土木工事・電気溶接工事・接合工事の３

工事により、配水管を布設していることが確認できた。また、工事の設計にあたって測量や

地質調査を行っていることは確認できたが、今回の施行場所における利用の有無など具体的

な内容については、確認することができなかった。 

・【調査項目 14 施工手順確認】 

当該工事の工事関係書類等からは、施工手順について確認することはできなかった。ただ

し、当該現場周辺の工事の施工年度を完成図にて確認したところ、破損したバルブは昭和 44

年に設置されており、下流側に７ｍ程度鋼管が布設され、管に蓋をした後、約 10 年後の昭和

54 年に延伸する工事を行っていることが確認された。 

なお、昭和 44 年にバルブが設置された工事の後、同年にバルブの下流側に口径 800mm×口

径 300mm の丁字管を割込む工事を行っている。 

図５－９に破損したバルブ周辺管路の布設年度を記入した平面図を示す。 

 

強度試験箇所 

亀裂箇所 

バルブ上部方向より バルブ南側方向より バルブ上流側方向より バルブ下流側方向より 

南側 
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図５－９ 破損したバルブ周辺管路の布設年度 

 

・【調査項目 15 据付記録確認（芯ずれ、水平度）】 

   破損したバルブを撤去する際に水平器を用いて、バルブの据付状況を確認した。管横断方

向は水平であったが、管軸方向については、環状幹線（港北）から下流側（綱島街道側）に

向かって管軸方向に 40cm で 10mm（約 2.5％、1.43 度）下がっていた。ただし、この水平度

がいつからのものかは、当時の図面からは確認することができない。 

・【調査項目 16 防護コン・杭基礎の確認】 ＜後述の６要因分析で考察する＞ 

   破損したバルブには、横 2.3ｍ、高さ 1.5ｍ、長さ 4.0ｍの防護コンクリートがバルブのフ

ランジ部までを抱き込むように打設されている。杭基礎(6)は、直径 300mm、長さ 16ｍのコン

クリート杭で、防護コンクリートの下に６本打ち込まれている。【調査項目 24 周辺地盤・沈

下量の確認】から、コンクリート杭は N 値 50 を超える支持層までは達していない可能性が高

く、摩擦杭であったと考えられる。図５－10 に防護コンクリート及び杭基礎図を示す。 

 

      

図５－10 防護コンクリート及び杭基礎図 

 

 

 

杭基礎位置 
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  ＜防護コンクリートのひび割れ＞ 

   防護コンクリートには目視により３本の幅３mm 程度のひび割れが確認された。ひび割れの

箇所で EPMA 分析(7)のためコア抜きをした結果、ひび割れの深さは管体上部まで達していたこ

とが判明した。ひび割れが防護コンクリートの一部分で局所的に発生している状況から、コ

ンクリート打設後の温度収縮で発生したものとは考えにくい。 

    図５－11 に防護コンクリートひび割れ状況図を示す。 

 

 

図５－11 防護コンクリートひび割れ状況図 

 

  ＜防護コンクリートの中性化＞ 

中性化の進行度合いを確認した結果、コアの表層とひび割れ周辺で同じような中性化の進

行が確認できた。【調査項目 24 周辺地盤・沈下量の確認】でバルブが設置された昭和 44 年

のから５年間の間に急激に地盤沈下が起きていることが判明したため、その時期にひび割れ

が発生した可能性があり、バルブが破損する以前に早い段階でひび割れが生じたものと考え

られる。 

図５－12 に EPMA による分析面及び SO３マッピング像を示す。 

 

 

図５－12 EPMA による分析面及び SO３マッピング像 

 

表
面
側 

管
側 

③  

②  

①  
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・【調査項目 17 配水ブロックの確認】 

横浜市の地形は埋め立てによって拡張された沿岸部地域の標高０ｍから 100ｍを超える高

台・丘陵地まである。そこで、地理的条件や現有施設を考慮し、配水ブロックシステムを導

入している。なお、現在市内には 22 箇所の配水池があり、配水池から 41 箇所の中ブロック

に配水している。破損したバルブは、港北配水池から自然流下で配水している港北低区ブロ

ック内にある。 

・【調査項目 18 水圧の確認】７） 

平成 28 年９月 23 日（木）から平成 28 年９月 30 日（金）までの１週間で破損したバルブ

付近で水圧調査を行った結果、最大（実測）で 0.569MPa、最小（実測）で 0.510MPa であっ

た。また、港北配水池、太尾町、樽町、駒岡町の水道計測設備の計測地点において、平成 27

年 12 月１日から平成 28 年２月 28 日までの間で取得した水圧データと、破損したバルブの管

天高の差から、破損したバルブに作用していた水圧は、0.57MPa から 0.58MPa の間で推移し

ていると推定される。 

なお、配水管の水圧の基準は、「水道施設設計指針 2012」には、最小動水圧 0.20MPa、最

大静水圧 0.74MPa とされている。 

   図５－13 に水道計測設備（港北配水池、太尾町、樽町、駒岡町）と破損したバルブの位置

図を示す。 

 

 

図５－13 水道計測設備（港北配水池、太尾町、樽町、駒岡町）と破損したバルブの位置図 

 

・【調査項目 19 流速の確認】７） 

平成 27 年度の水道計測設備のデータより、破損したバルブの流速は平均時で 0.32m/s、ピ

ーク時で 0.67m/s となっている。なお、配水管の流速の基準は、「水道施設設計指針 2012」

には、自然流下式の場合は、許容最大限度を 3.0m/s 程度とするとされている。 

・【調査項目 20 流量の確認】 

調査項目 19 により得られた流速より流量を算出すると、平均時で約 578 ㎥/h、ピーク時で

1211 ㎥/h となっている。 

環状幹線 

管天：1.1m 
管天：-0.8m 

管天：4.2m 
管天：4.2m 
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・【調査項目 21 バックアップの確認】 

港北低区のバックアップは、隣接する配水ブロックの西谷低区系の東寺尾共同溝から末吉

線（港北）、環状幹線（港北）のルートと三保低区の新羽線のルートとなっている。 

・【調査項目 22 気候・水温の確認】 

漏水が発生した１月 22 日の最高気温は、10.7℃で、最低気温は 3.5℃であった。平均気温

の推移は、１月 22 日前後で最も低くなる傾向で、ほぼ平年と同程度である。 

水温は、破損したバルブから上流側で、連続的なデータが取得できる小雀浄水場の原水の

水温と、毎日 1 回測定している小雀浄水場 2 号配水池及び、現地破損バルブの水温を調査し、

漏水発生時の破損したバルブの水温の変動を推定した。水温の変動は、気温の変動と同様の

傾向を示していた。漏水が生じた前後１か月間の破損バルブ付近の最高水温は、２月 14 日の

14.3℃で、最低水温は、１月 19 日の 7.7℃と推定した。原水の水温は、平年と同程度かやや

高めで推移していた。漏水が発生した１月 22 日の破損したバルブ位置での水温は、9.5℃と

推定される。 

図５－14 に小雀浄水場及び破損したバルブ付近の水温データを示す。 

 

 

図５－14 小雀浄水場及び破損したバルブ付近の水温データ 

 

・【調査項目 23 周辺配管の確認】＜後述の６要因分析で考察する＞ 

   破損したバルブは、環状幹線（港北）口径 1800mm から分岐後、口径 800mm に片落ちした箇

所に設置されている第１バルブで、下流側約 19ｍが鋼管（溶接継手による一体化管路）で布

設され、その後、口径 600mm に片落ち後、ダクタイル鋳鉄管が布設されている配管となって

いる。また、土被りは、破損したバルブ位置で約 3.5ｍ、立上がり部で約 1.5ｍとなっている。 

   なお、バルブ上流側は、鋼管で配管されており、分岐部は防護コンクリートと杭基礎が設

置されているため、沈下しない構造である。図５－15 に破損したバルブの周辺配管図を示す。 



 

17 

 

 

図５－15 破損したバルブの周辺配管の縦断図 

 

・【調査項目 24 周辺地盤・沈下量の確認】＜後述の６要因分析で考察する＞ 

   破損したバルブが設置された周辺の地盤は鶴見川低地の中流域に該当し、既存のボーリン

グデータから、深度 25ｍ程度まで N 値が０～１の軟弱地盤(8)（沖積層）であることが分かり、

支持杭の打ちこみ深さの目安となる支持層（N 値 50 以上）は、深度 30ｍ以深となっている。 

   また、破損したバルブ付近の大曽根北公園、樽町ポンプ場、樽町中学校の３箇所の竣工年

からできるだけ近年の水準点(9)経年変化量の平均値は約 22.4cm の沈下となっており、当該現

場においても同程度の地盤沈下が発生していると考えられる。地盤沈下はバルブの設置した

昭和 44 年に急激に発生し、延伸する工事を行った昭和 54 年も、依然として進行している状

態であることが分かった。図５－16 に破損したバルブ付近の水準点位置図、図５－17 に破損

したバルブ付近の水準点の累計沈下量を示す。 

 

 

図５－16 破損したバルブ付近の水準点位置図 
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図５－17 破損したバルブ付近の水準点の累計沈下量 

 

・【調査項目 25 舗装・交通状況の確認】 

 舗装構成は C 交通路線であり、下層路盤がコンクリートで改良されていることがわかって

いる。また破損したバルブ位置は、バス停のため、バスの停止・発進が繰り返されている。 

 表５－２にバス運行状況（菖蒲園前バス停）を示す。 

 

表５－２ バス運行状況（菖蒲園前バス停） 

バス会社 系統 平日 土曜 休日 

臨港バス 鶴 03 138 本 104 本 107 本 

東急バス 日 93 43 本 46 本 40 本 

市営バス 
13 系統 15 本 11 本 11 本 

59 系統 19 本 28 本 28 本 

 

・【調査項目 26 水道局基準の確認・その他基準の確認】８） 

本市水道局の口径 400mm 以上のバルブは、大口径バルブ保守点検業務委託により、概ね５

年に１度、保守点検を行っている。保守点検内容については、目視による点検を主に行って

いる。 

点検の対象は、弁箱や減速機、開度計といったバルブ本体や操作に関わるものであり、弁

室内の防護コンクリートの状態などは点検していない。 

なお、「水道用バルブ便覧」に記載されている水道用バルブの点検要領を確認すると、点

検項目や点検周期もほぼ同等であった。 

・【調査項目 27 保守点検記録の確認】 

確認できる保守点検記録は平成 23 年 12 月に行っている大口径バルブの保守点検記録のみ

となるが、その報告書では特に異常や不具合は確認されていなかった。 

・【調査項目 28 修繕履歴の確認】 

破損したバルブの修繕記録を調査したが、修繕履歴は確認されなかった。 

・【調査項目 29 故障履歴の確認】 

破損したバルブの故障履歴を調査したが、故障履歴は確認されなかった。 
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・【調査項目 30 漏水発生時の状況・破損状況（カメラ調査）】 

   漏水は、平成 28 年１月 22 日に発生し、当初漏水量は約 200 ㎥/h であった。管路からの漏

水の可能性もあったことから、応急措置として破損したバルブを含む周囲の３箇所のバルブ

を操作したことにより、同日に漏水量は、約 13.5 ㎥/h まで低減した。１月 26 日には仮設排

水管を布設し、道路上への漏水がなくなった。その後、バルブからの漏水を止めるための給

水ルート変更に向けての作業を平成 28 年６月 27 日から実施した。平成 29 年１月 31 日に給

水ルートの変更作業が完了し、２月 10 日にバルブからの漏水が停止した。 

なお、平成 28 年６月 17 日にバルブの破損状況を把握するため、小型カメラ及びファイバ

ースコープを使用して亀裂の調査を行った。その結果、管上部は目視ではっきり確認できる

亀裂が発生していたが、管底部は錆びこぶに覆われていたため、亀裂かどうか明確な確認は

できなかった。図５－18 に破損部亀裂状況を示す。 

 

 

図５－18 破損部亀裂状況 

 

 

６ 要因分析 

（１） 調査結果に基づく要因の考察 

30 項目の調査結果から、FT 図の各大項目についてバルブ破損につながる要因を考察した。 

バルブ破損（漏水発生）の事象から、バルブの破損原因につながる調査項目は、「計画」、「工

事」、「周辺環境」の３つの要因（大区分）の４つの調査項目であった。 

図６－１に破損原因につながる調査項目（FT 図）を示す。 

 

 

図６－１ 破損原因につながる調査項目（FT 図） 
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ア 計画による要因：【調査項目１～２】 

【調査項目２ 当初設計基準】の結果から、破損したバルブについては、「水道施設基準解説

（1966）３）」に基づいた沈下抑制の対策が取られていた。一方で、バルブから下流側の鋼管部分

の配管には、基準書に基づく沈下抑制対策は施されていないことが判明し、バルブ破損につなが

る要因の一つと考えられる。 

イ 設計による要因：【調査項目３】 

【調査項目３ 設計条件の確認】の結果から、設計時の詳細な情報を確認することができなか

ったことから、バルブの破損につながる要因とは断定できない。 

ウ 仕切弁による要因：【調査項目４～12】 

【調査項目４ バルブ規格】及び【調査項目 10 材質・硬度の確認】の結果から、当時の仕切

弁が持つべき性能を持っていたことや、全面的に腐食（錆）が発生していたが、極端な減肉が確

認されなかったため、仕切弁による要因が、バルブ破損につながる要因とは考えにくい。 

そのため、バルブの破損状況から、何らかの外力が作用して亀裂が生じたものと考えられる。 

エ 工事による要因：【調査項目 13～16】 

【調査項目 14 施工手順確認】の結果から、破損したバルブの下流側の配管で施工時期の違い

が判明した。このことが直接的にバルブの破損につながる要因とは考えにくいが、上述（１）の

計画による要因の沈下抑制対策が管路に施されなかったことに関連する要因と考えることができ

る。 

また、【調査項目 16 防護コン・杭確認】から、破損したバルブの下部に、沈下抑制対策とし

てのコンクリート杭が設置されていたことから、不同沈下が発生しやすい構造となっていた。ま

た、防護コンクリートに管体まで達するひび割れが生じていた。このことから、不同沈下による

配管部分とバルブの沈下の差が、防護コンクリートで分散されること無くバルブに集中したと考

えられる。 

オ 運用による要因：【調査項目 17～22】 

調査結果から、水圧や流速は基準以内であり、運用による要因が、バルブ破損につながる要因

と考えにくい。 

ただし、バルブ破損が発生した平成 28 年１月は、気温、水温ともに１年間を通じて最も低く、

水温がバルブの破損に何らかの影響を及ぼした可能性も考えられる。 

カ 周辺環境による要因：【調査項目 23～25】 

【調査項目 23 周辺配管の確認】から、破損したバルブの上流側は沈下抑制対策がなされてい

た一方で、下流側の配管は、約 19m が鋼管で布設されており、溶接継手の一体化構造(10)となって

いたことや、【調査項目 24 周辺地盤・沈下量の確認】から、竣工当初から約 22.4cm 地盤沈下

があったことが判明した。 

このことから、地盤沈下による沈下が竣工当初からあり、下流側の配管の一体化により応力の

集中が想定されるため、周辺環境による要因は、バルブ破損につながる要因の一つと考えられる。 

キ 維持管理による要因：【調査項目 26～30】 

調査結果から、計画に基づいた維持管理をしており、これまで修繕や故障の履歴もないことか

ら、維持管理による要因が、バルブ破損につながる要因とは考えにくい。 
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（２） 発生応力のシミュレーション 

調査結果による要因の考察から、バルブの破損は、何らかの外力がバルブに作用し、バルブの

材料の引張強度を上回り、亀裂を生じさせたと考えられる。バルブに作用する力は、杭基礎で固

定されていたバルブに集中しやすい状況に加え、バルブの下流側が鋼管で配管され一体化構造で

あったことから、周辺環境の変化による力をバルブに伝えやすい状況であった。また、竣工当初

からの地盤沈下により、杭基礎により固定されていたバルブと、下流側の鋼管の不同沈下(11)によ

る影響も想定される。 

このことから、下流側の鋼管に発生した応力がバルブに作用したと想定し、鋼管に発生する応

力を「水道用鋼管ハンドブック９）」に基づいてシミュレーションした。 

一般埋設管路における考慮する荷重として、内圧、土圧、自動車荷重、その他常時作用する上

載荷重、不同沈下、温度変化の影響が挙げられている。そこで、鋼管路に常時発生している応力

として、①上載荷重による応力、②内圧による応力、③自動車荷重による応力、④温度収縮(12)

による応力、⑤不同沈下による応力（昭和 44 年から現在）、⑥不同沈下による応力（昭和 54 年

から現在）を算出した。不同沈下による応力については、バルブ設置時からと延伸時からの発生

応力を確認するため２通りのシミュレーションを行っている。 

表６－１に発生応力のシミュレーション結果を示す。それぞれを合計するとバルブの材料強度

を上回ることが判明した。また、不同沈下により発生した応力のみでもバルブの材料強度を上回

ることから、破損に至った主な要因として考えられる。 

また、このようなシミュレーション結果となった場合には、当時の基準からも伸縮管を設置す

る等の沈下対策を検討し、適切な対策が施されるはずであったが、下流側の配管には沈下抑制の

対策がなかったことも破損に至った要因と考えられる。 

 

表６－１ 発生応力のシミュレーション結果 

 応力の種類 
発生応力 

（N/mm2） 
検討条件 

① 上載荷重 2.23 鋼重、水重、土荷重 

② 内圧 15.983 水圧：0.58MPa 

③ 自動車荷重 6.874 輪荷重：T＝20 

④ 温度収縮 37.044 温度変化：15℃ 

⑤ 
不同沈下 

（S44～現在） 
638.114 バルブと下流側配管の沈下量の差：22.4cm 

⑥ 
不同沈下 

（S54～現在） 
216.305 バルブと下流側配管の沈下量の差：5.3cm 

計１ ①～④+⑤ 700.245 ＞169N/mm2（引張強度試験の平均値） 

計２ ①～④+⑥ 278.436 ＞169N/mm2（引張強度試験の平均値） 
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以下、シミュレーション結果である。 

① 上載荷重による応力 

 γ：在来地盤の単位体積重量 1.8tf/m3 

H：管路土被り       2.5m 

D0：鋼管外径               81.28cm 

t：管厚          0.71cm 

γst：鋼材の単位体積重量  7.85×10-3kgf/cm3 

γｗ：水の単位体積重量   1.0×10-3kgf/cm3 

 

鋼重     𝑊1 = 𝜋𝑡・(𝐷0 − 𝑡)・𝛾𝑠𝑡 

         = 3.14 × 0.71 × (81.28 − 0.71) × 7.85 × 10−3 = 1.41𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 

水重     𝑊2 =
𝜋

4
(𝐷0 − 2𝑡)2・𝛾𝑤 

         = 3.14 ÷ 4 × (81.28 − 2 × 0.71)2 × 1.0 × 10−3 = 5.01𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 

土荷重    𝑊3 = 𝛾𝐻・𝐷0 

         = 1.8 × 10−3 × 250 × 81.28 = 36.58𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 

上載荷重 

𝑃0 = 𝛴𝑊 = 43𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 = 421.4𝑁/𝑐𝑚（※１kgf＝9.8N として算出） 

 

曲げ応力 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 

  M：曲げモーメント  

  Z：断面係数    3.59×103cm3 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
421.4 × 1900

3.59 × 103
=

223𝑁

𝑐𝑚２
= 𝟐. 𝟐𝟑𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

② 内圧による応力 

𝜎𝑙𝑖 =
𝑃・(𝐷 − ２𝑡)

４𝑡
 

    P：内  圧     5.8kgf/cm2（※１kgf/cm2＝100kPa として算出） 

       D：外  径     81.28cm 

    t：管  厚     0.71cm 

𝜎𝑙𝑖 =
5.8 × (81.28 − ２ × 0.71)

４ × 0.71
= 163.094 kgf/cm2 = 𝟏𝟓. 𝟗𝟖𝟑 𝐍/𝐦𝐦𝟐 
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③ 自動車荷重による応力 

自動車荷重による軸方向ひずみは、 

휀𝑙𝑜 =
0.322𝑊𝑡

𝑍
・√

𝐼

𝐸・𝐾𝑣・𝐷0

 

  Wt：自動車荷重 

  E：ヤング係数 2.1×106kgf/cm2 

𝑊𝑡 =
２𝐷0・𝑃𝑚・(１ + 𝑖)

275(𝑎 + ２𝐻0・tan 𝜑)
 

  Z：鋼管の断面係数           3.59×103cm3 

  I：鋼管の断面二次モーメント 1.46×105cm4 

 Kv：鉛直方向地盤反力係数     1.0kgf/cm3 

 Pm：後 輪 荷 重           8,000kgf 

  a：車 輪 接 地 長           20cm 

 H0：土  被  り           250cm 

 φ：分  散  角           45° 

  i：衝 撃 係 数           0.4 

𝑊𝑡 =
２ × 81.28 × 8000 × (１ + 0.4)

275(20 +２ × 250 × tan 45°)
= 12.732kgf/cm 

휀𝑙𝑜 =
0.322 × 12.732

3.59 × 103 ・√
1.46 × 105

2.1 × 106 × １ × 81.28
= 3.340 × 10−5 

𝜎𝑙𝑜 = 휀𝑙𝑜・𝐸 = 3.340 × 10−5 × 2.1 × 106 = 70.14 kgf/cm2  = 𝟔. 𝟖𝟕𝟒𝐍/𝐦𝐦𝟐 

 

 

 

 

 

 

④ 温度変化による応力 

温度変化による軸方向ひずみは、 

휀𝑙𝑡 = 𝛼・⊿𝑇 

 α：鋼管の線膨張係数 1.2×10-5/℃ 

⊿T：温度変化幅    15℃ 

휀𝑙𝑡 = 1.2 × 10−5 × 15 = 1.8 × 10−4 

𝜎𝑙𝑜 = 휀𝑙𝑡・𝐸 = 1.8 × 10−4 × 2.1 × 106 = 378kgf/𝑐𝑚2 = 𝟑𝟕. 𝟎𝟒𝟒𝐍/𝐦𝐦𝟐 

 

 

 

 

衝撃係数  

土被り(m) i 

H≦1.5 0.5 

1.5＜H＜6.5 0.65‐0.1H 

H≧6.5 ０  
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⑤ 不同沈下による応力（昭和 44 年から現在） 

不同沈下による応力は、鋼管ハンドブックにある不沈下構造物に接続している場合のモデル

をから算出した。なお、ここでは内圧、温度差を考慮しないで試算を行う。 

不同沈下応力は、 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −𝛿・𝛽2・𝐸・𝐷0 

 β:管路の特性値 

𝛽 = √
𝐸𝑠

４𝐸𝐼

4
 

 Es：地盤バネ係数 

𝐸𝑠 = 𝛼´・(28𝑁)・𝐷0

1
4・𝑊−

1
2 

      N：管路周辺の平均 N 値 １ 

   W：予想一様沈下量    22.4cm(δ＝22.4cm) 

𝐸𝑠 = 𝛼´・(28𝑁)・𝐷0

1
4・𝑊−

1
2 

𝐸𝑠 = 0.2 × (28 × １) × 81.28
1
4 × 22.4−

1
2 = 3.553kgf/𝑐𝑚2 

𝛽 = √
3.553

４ × 2.1 × 106 × 1.46 × 105

4
= 1.305 × 10−3𝑐𝑚−1 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −22.4 × (1.305 × 10−3)2 × 2.1 × 106 × 81.28 

= −6511.365kgf/𝑐𝑚2 = －𝟔𝟑𝟖. 𝟏𝟏𝟒𝐍/𝒎𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 参考として固定部となるバルブのフランジ部におけるモーメント及びせん断力を算出する。 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −２𝛿・𝛽2・𝐸𝐼 

 EI：断面剛性 3.06×1011kgf・cm2 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −２ × 22.4 × (1.305 × 10−3)2 × 3.06 × 1011 = −233 × 105𝑘𝑔𝑓・𝑐𝑚 = −2283kN・m 

𝑆0 = ４𝛿・𝛽3・𝐸𝐼 = ４ × 22.4 × (1.305 × 10−3)3 × 3.06 × 1011 = 60.9 × 103𝑘𝑔𝑓 = 597kN 

 従って、バルブに対しては、時計回りで 2283kN・ｍのモーメントと 597kN の下向きの力が作用

する。（管路には、負のモーメントと上向きのせん断力が作用することになる。） 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑍
 

 Z：断面係数 3.59×103cm3 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
233 × 105

3.59 × 103 = 6490kgf/𝑐𝑚2 = 636N/𝑚𝑚2 

E0 とα´の関係  

地盤の変形係数 E0(kgf/cm2) α´  

ボーリング孔内で測定した地盤の変形係数  0.8 

一軸又は三軸圧縮強度試験から求めた変形係数  0.8 

標準貫入試験のN値よりE0=28Nで推定した変形係数 0.2 
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⑥ 不同沈下による応力（昭和 54 年から現在） 

不同沈下による応力は、鋼管ハンドブックにある不沈下構造物に接続している場合のモデル

をから算出した。なお、ここでは内圧、温度差を考慮しないで試算を行う。 

不同沈下応力は、 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −𝛿・𝛽2・𝐸・𝐷0 

 β:管路の特性値 

𝛽 = √
𝐸𝑠

４𝐸𝐼

4
 

 Es：地盤バネ係数 

𝐸𝑠 = 𝛼´・(28𝑁)・𝐷0

1
4・𝑊−

1
2 

      N：管路周辺の平均 N 値 １ 

   W：予想一様沈下量    5.3cm(δ＝5.3cm) 

𝐸𝑠 = 𝛼´・(28𝑁)・𝐷0

1
4・𝑊−

1
2 

𝐸𝑠 = 0.2 × (28 × １) × 81.28
1
4 × 5.3−

1
2 = 7.304kgf/𝑐𝑚2 

𝛽 = √
7.304

４ × 2.1 × 106 × 1.46 × 105

4
= 1.562 × 10−3𝑐𝑚−1 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −5.3 × (1.562 × 10−3)2 × 2.1 × 106 × 81.28 

= −2207.196kgf/𝑐𝑚2 = －𝟐𝟏𝟔. 𝟑𝟎𝟓𝐍/𝒎𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 参考として固定部となるバルブのフランジ部におけるモーメント及びせん断力を算出する。 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −２𝛿・𝛽2・𝐸𝐼 

 EI：断面剛性 3.06×1011kgf・cm2 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −２ × 5.3 × (1.562 × 10−3)2 × 3.06 × 1011 = −79 × 105𝑘𝑔𝑓・𝑐𝑚 = −774.2kN・m 

𝑆0 = ４𝛿・𝛽3・𝐸𝐼 = ４ × 5.3 × (1.562 × 10−3)3 × 3.06 × 1011 = 24.7 × 103𝑘𝑔𝑓 = 242kN 

 従って、バルブに対しては、時計回りで 774kN・ｍのモーメントと 242kN の下向きの力が作用

する。（管路には、負のモーメントと上向きのせん断力が作用することになる。） 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑍
 

 Z：断面係数 3.59×103cm3 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
79 × 105

3.59 × 103 = 2200kgf/𝑐𝑚2 = 216N/𝑚𝑚2 

E0 とα´の関係  

地盤の変形係数 E0(kgf/cm2) α´  

ボーリング孔内で測定した地盤の変形係数  0.8 

一軸又は三軸圧縮強度試験から求めた変形係数  0.8 

標準貫入試験のN値よりE0=28Nで推定した変形係数 0.2 
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７ 原因分析 

（１） 想定されるバルブの破損メカニズムと原因 

要因分析から、バルブ破損に至った原因を想定する。想定されるバルブが破損に至るまでの力

学的なメカニズムを段階的に以下に示す。 

ア 「地盤沈下の発生」段階 

工事及び周辺環境の要因から、昭和 44 年当時から継続的に地盤沈下が発生しており、弁室に

杭基礎が打たれ、沈下抑制対策の施されていたバルブと、下流側の配管の不同沈下により発生

した応力が、一体化構造となっていた鋼管から防護コンクリートとバルブに伝わった。図７－

１に「地盤沈下の発生」説明図を示す。 

    

図７－１ 「地盤沈下の発生」説明図 

イ 「防護コンクリートのひび割れの発生」段階 

この応力の集中は、弁室内の防護コンクリー

トによって抑制されていたが、地盤沈下の進行

に伴い、不同沈下により発生した応力が防護コ

ンクリートの強度を上回り、管体にまで達する

ひび割れを発生させたことで、鋼管からバルブ

に応力が集中するようになった。 

図７－２に「防護コンクリートのひび割れの

発生」説明図を示す。 

               図７－２「防護コンクリートのひび割れの発生」説明図 

ウ 「バルブの破損」段階 

さらに地盤沈下が進行すると、応力が最大とな

るフランジ上端から亀裂が発生し、フランジの中

央部付近から弁箱の中央部に向け斜め方向に亀裂

を発生させた。弁箱中央部にまで達した亀裂は、

そこから上下方向に分岐するように発生した。亀

裂の発生した時期は、水温が最も低く温度収縮が

最大となる１月であったことなど、複雑な力の働

きがあったことで発生したと想定される。 

図７－３に「バルブの破損」説明図を示す。   図７－３「バルブの破損」説明図 

軟弱地盤 沈下防止のための杭

バルブ
水道管（鋼管）

下流側

コンクリート
水道管
（ダクタイル鋳鉄管）

弁室

地盤の沈下

弁室

地盤沈下による力が、
コンクリートとバルブへ伝わる

地盤の沈下

コンクリートのひび割れにより、
力がバルブに伝わる

弁室

地盤の沈下

沈下の差が大きくなるとともに、
伝わる力も大きくなり、バルブが破損

弁室
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以上のことから、バルブが破損した原因は、①バルブからの配管が鋼管であったこと、②バル

ブの周辺地盤の継続的な沈下の進行により、管路とバルブの不同沈下が発生したこと、③防護コ

ンクリートのひび割れによりバルブに応力が集中したことに加えて、沈下抑制対策として伸縮

管が設置されなかったことが関連したと想定した。 

（２） バルブ破損に至った想定されるプロセス 

破損したバルブは、昭和 44 年に環状幹線（港北）の分岐第１バルブとして現在の位置に設置さ

れた。バルブが設置された位置は、軟弱地盤が存在する地域で、当時の基準書に基づいて沈下抑

制対策としてコンクリート杭の基礎が設置され、バルブの下流側は約７ｍまで鋼管で布設された。

この時、不同沈下対策として、伸縮管の設置はされなかった。その後、周辺の地域の地盤沈下

が進行したことで、バルブと下流側の配管の沈下量の差が生じていき、防護コンクリートにひび

割れを発生させた。 

昭和 54 年には、さらにその先の配管を新設する工事が行われ、鋼管は現在の 19m となったが、

この時も伸縮管は設置されなかった。その後も、地盤沈下は継続的に進行し、防護コンクリート

のひび割れの発生により、バルブに伝わりやすくなった力が、一体化構造となっている 19m の鋼

管からバルブの端部に集中していった。 

沈下の差とともにバルブの端部に集中した力も大きくなり、バルブの材料の強度を上回った時

期に、気温が最も低くなる時期と重なったことが契機となり、亀裂が生じ漏水となった。 

（３） 沈下抑制対策の考察 

バルブの破損は不同沈下による応力の発生が亀裂を発生させた大きな原因であると考えられ

るが、沈下抑制対策としての伸縮管の設置や地盤改良等の対策を施さなかったことも原因とし

て考えられる。 

以下、沈下抑制対策が施されなかった理由を推測する。 

＜昭和 44 年当時＞ 

 今回の布設工事以降の配管計画がなかったこと 

 次期工事が円滑に進むため、抜出し防止対策として、７ｍ鋼管を布設したこと 

 伸縮管の設置は、水圧による伸縮管の伸びや経済性の観点から効果的でなかったこと 

 地盤沈下の急速な進行を予測することが困難だったこと 

＜昭和 54 年当時＞ 

 水圧による不平均力を考慮し、標準的な土被りまでの変化に追随することを考えた時に、

鋼管で連続的に布設することが効果的であったこと 

 鋼管は地震時に管路全体の伸縮、曲げ性能により追従できるメリットがあったこと 

⇒ 上記より、新たに既設管を切落として伸縮管を設置する検討はなされなかった。 
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８ 再発防止に向けた対応の方向性 

バルブの破損は、地盤沈下の進行に伴い発生した、不同沈下による応力が、一体化構造となっ

ていた鋼管からバルブに伝わったことが原因で、破損に至ったと想定した。 

今後はこのような原因をふまえ、市民給水に影響をおよぼすことのないよう安定した給水を行

うため、適切な対応をとることが重要である。以下を今後の対応の方向性として示す。 

（１） 既存の水道施設への対応 

ア 対策が必要なバルブの絞込み 

既に設置されている水道施設に対しては、まず、対策が必要なバルブを把握するために、破損

したバルブと同様の条件で設置されているものを抽出し、段階的に絞込みを行い、対策を講じる。 

以下に対策が必要なバルブの段階的な絞込み方法と対策について示す。 

絞込みの対象とするバルブは、水道局で管理している、全約 78,000 基のうち、水運用上の影

響の大きい口径 400mm 以上の全てのバルブ 4,281 基を対象とした。 

(ｱ) 第一段階として、軟弱地盤にあり、弁室に杭基礎が打たれており、バルブ前後の配管が鋼管

で配管され、伸縮管がないことなどを条件として、既存のデータを基にバルブを抽出する。 

(ｲ) 第二段階として、第一段階で抽出されたバルブを対象に、工事の完成図面を基に配管の延長

などを精査することや、それぞれの地域の水準点を基に沈下量を個別に精査し、対策が必要

となるバルブの絞込みを行う。 

(ｳ) 第三段階として、弁室内の防護コンクリートのひび割れや管の変形などを、試掘や目視調査

を行い、現地で確認する。 

(ｴ) 対策が必要となるバルブが設置されている管路の更新計画を前倒しするなどの優先順位の

見直しを行う。 

イ 点検業務の見直し 

既設のバルブについては、点検内容の見直しや点検周期を短くするなどして監視していく。 

以下に具体的な見直し内容について示す。 

(ｱ) バルブの点検だけではなく、弁室内に打設されているコンクリートのひび割れの形状やひび

割れ幅を点検項目に追加し、データ化する。 

(ｲ) 口径 400mm 以上のバルブに対し５年周期で行っている「大口径バルブ保守点検業務委託」の

点検周期を軟弱地盤に設置されているものについては、短くする。 

（２） 新設する水道施設への対応 

 これから設置する水道施設に対しては、不同沈下対策の必要性を判断する基準の明確化を行う

とともに、計画段階から不同沈下対策への検討が確実に行われるようにし、あわせて今回の経験

を職員へ周知徹底を図る。以下に具体的な新設する水道施設への対応を示す。 

(ｱ) 今回の経験から、埋設地盤の状況や杭の設置の有無、使用管種などから伸縮管の必要性を判

断できる客観的な基準を設け、チェックリストを作成し組織として再発防止に取組む。 

(ｲ) 次期工事のための予定線として鋼管を配管する場合は、工事の間隔が空かないようにすると

ともに、それまでの間の地盤沈下の影響についても十分に検討する。 

(ｳ) 想定された破損原因や再発防止に向けた対応の方向性を局内で共有するため、職員に対し報

告会を実施し、意識の醸成を図る。 
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９ 用語集 

（１） 応力腐食割れ（SCC：Stress Corrosion Cracking）：腐食性の環境におかれた金属材料に

引張応力が作用して生ずる割れ現象であり、材料、応力、環境の 3 要因が重畳した場合に発

生する現象。 

（２） 低温脆性：金属材料が温度低下によってもろくなる性質。この性質が顕著に現れる温度を

延性脆性遷移温度という。 

（３） SEM (走査電子顕微鏡)：波長の短い電子線を利用して、数 nm[ナノメートル]程度の構造

まで観察できる顕微鏡。 

（４） EDX（エネルギー分散型 X 線分光法）：電子線照射により発生する特性 X 線をエネルギー

で分光し、検出することで、試料を構成する元素の同定が行える。また、強度から組成に関

する情報が得られる。 

（５） FT-IR 分析（フーリエ変換赤外分光光度計分析）：赤外スペクトルを測定するための分析

装置。赤外スペクトルは物質の分子構造によって固有のパターンを示すことから、分子構造

や未知試料の定性分析が可能となる。 

（６） 杭基礎：主に軟弱な地盤における構造物の建設において、浅い基礎では構造物を支えるこ

とができない地盤の場合に、深く杭を打ち込み、構造物を支える基礎。支持方式によって、

支持杭と摩擦杭に分けられる。 支持杭では先端を支持層に到達させ、主として杭の先端に上

向きに働く先端支持力によって荷重を支える。 一方摩擦杭では先端を支持層まで到達させず、

主として杭の側面と地盤との間に働く周面摩擦力によって荷重を支える。 

（７） EPMA 分析（電子線マイクロアナライザー分析）電子線が照射されている微小領域におけ

る構成元素の検出と、各構成元素の比率を分析が可能となる。 

（８） 軟弱地盤：泥や多量の水を含んだ常に柔らかい粘土、または未固結の軟らかい砂から成る

地盤の総称である。 

（９） 水準点：測量を行う際の標高の基準となる点。 

（１０） 一体化構造：溶接により接合部が連続性を持つ一体化された 1 つの部材である構造 

（１１） 不同沈下：地盤や構造物の基礎等が場所によって異なる沈下をすること 

（１２） 温度収縮：金属を冷やすことで収縮し体積が減少すること 
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