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第 1 章 序 論  

 

本研究は，地盤の力学的な安定性を改善しながらも環境保全に配慮した地盤の

補強方法に関する研究成果をまとめたものである．具体的には，二つの補強方法

の研究開発成果について記述するものである．  

 一つは，大深度地盤掘削用泥水にフェロシリコン（FeSi）を添加して地下連続壁

を作成する方法である．近年，都市部において泥水を用いて地盤を掘削し，その

後に鉄筋コンクリートの壁を連続的に構築する地中連続壁工法が広く採用されて

きた．本工法は他の地下工法と比較して施工中の騒音や振動が少なく，また止水

性が高いために周辺地盤を乱さず，さらに地盤沈下も発生させにくいという環境

面での有用な特性をもつため，ビルの地下外壁や地下街の側壁などの市街地の地

下工事に急速に普及し，それ以後は地下タンクの側壁や下水処理場またはポンプ

場における地下壁などの構築に採用されている．本工法では，泥水を掘削孔内に

充満させながら掘削を行い，次に掘削孔の底に堆積した掘り屑 (スライム )を除去し

たのちに鉄筋カゴを挿入し，トレミー管を用いてコンクリートを打設することで

地中に鉄筋コンクリート製の壁を形成する．この壁が連続して構築されるのが地

中連続壁であり，剛性にすぐれるため独立して構築されたものが杭として利用さ

れる場合もある．   

近年の大深度地下利用法が成立したことにより，地中連続壁工法が大都市を中

心に広まると考えられるが，泥水を用いて地中に連続壁体を構築する工法であり，

掘削からコンクリート打設までが泥水中で行われるので，本工法の施工の良否や

構築される地中壁の品質が泥水の品質に左右され，泥水の品質管理が本工法の重

要な要素とされている．また本工法における泥水に関しては，壁面に作用する土

圧や水圧を泥水圧によって対抗させ，さらに粘着力のない砂地盤などでは浸透し

た泥水による土質改良効果が有効に作用するように品質を管理することが必要と

考えられている．さらに掘削能率，掘削土砂の運搬や分離あるいはコンクリート

打設の際の置換のしやすさなど施工性を良好にすることも要求される．たとえば

掘削土砂は泥水と共に循環するので，掘削能率を改善するためにはスライムの除

去能率を向上させることが必要であり，この性能は泥水の流動特性や比重に支配

される．  

このように泥水には数多くの特性が要求され，これまでは一般に Na 型のベントナ

イトを水に懸濁分散させたものを使用している．これは石油ボーリングなどで古
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くから使用されてきたベントナイト泥水の使用を転用したものであるが，礫層等

において泥水が逸水しやすいことによる掘削面の崩壊が懸念されており，掘削壁

面の安定性の確保のためには，泥水の地盤に圧力を加える作用と掘削壁面の表面

に泥膜を作る作用が重要になるが，それには泥水の比重すなわち単位体積重量の

大きなものが有利であり，今後増えると予想される大深度掘削の際には，従来の

ベントナイトに代わる単位体積重量の大きい安定液材料の開発が急務となってい

る．   

 本論文はこのような背景を鑑み，単位体積重量がベントナイトの約 2 倍大きい

フェロシリコンを土木分野での泥水に適用することを検討し，その実験的成果を

まとめる．フェロシリコンは鉄に金属元素を加えた合金鉄と呼ばれるものの一つ

であり，融点が高く化学的に安定で，鋼強度，靱性，耐熱性および耐食性などを

与えるための鋼の添加材としてや，脱硫・脱酸のための製鋼工程で一般的に用い

られている工業的に安定して生産されている物質である．単位体積重量がベント

ナイトの約 2 倍であることから，大深度の掘削あるいは高圧地下水条件下の掘削

の際，その土圧や水圧を上回る泥水圧を得やすいという利点が生じる．また比重

の大きさを利用して浮遊選鉱用の重液への使用も検討されたことがあり，工業的

に利用された場合の化学的安定性は保証されている．また鉄分を含むため磁性を

帯び，電磁吸着法等により使用済み泥水から FeSi を回収することが可能であると

考えられ，添加しても固形物の重量を大きく増やすことがなく前記現状の泥水が

抱える課題を解決することが期待される．本研究では，実現場に適用できる泥水

を実現するための FeSi の具体的な使用法やその特性さらには回収方法に関する研

究を行い次の成果を得た．  

１） FeSi の添加量と泥水の単位体積重量は FeSi 粉末の平均粒径に依存するこ

となくほぼ線形関係にあり，泥水の単位体積重量も粒径に関係なく添加量の

調整よって容易に制御できることを明らかにした．  

２） FeSi を添加した泥水は，その効果によって単位体積重量が増加するので，

少量のベントナイトの添加量でも粘度を調整することが可能となる．これに

よりコンクリート打設時に混入するセメント成分などによる泥水の劣化が生

じにくい利点が生じ，またベントナイト泥水の劣化を防ぐために特定のイオ

ンを加えたり，粘度降下剤で凝集したベントナイトを分散させたりするとい

う経験に頼った調合をする必要がなく，現場に適する粘度をもつ泥水を容易

に作成できることを明らかにした．  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%85%83%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%B1%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E7%86%B1%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E9%A3%9F%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A1%AB
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%84%B1%E9%85%B8&action=edit&redlink=1
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３） 電磁吸着分離法による泥水の回収実験を実施した結果，泥水の粘度にかか

わらず約 90％の Fe 元素成分の回収率を得ることを示した．一般的に泥水は現

場で回収され再度掘削工程にて再利用されるが，品質低下の著しいものは廃

棄される．そのため，泥水成分の回収率を高めることは経済性を改善するだ

けでなく，残存する固形物の重量を減量させることによる環境改善効果も大

きいことを示すものである．本研究ではこれまでの鉱山にて実績のある磁鉄

鉱の選別と比較しても優れた回収率を得ることができることを検証し， FeSi

添加効果の有用性を実証した．  

次に本研究では，ジオテキスタイルによる道路路盤補強に関する研究成果を報

告する．道路の路盤は，舗装版からの輪荷重を路床が支持できる荷重強度にまで

分散させる役割を担っているが，この路盤の荷重分散能力は路盤材の剛性と厚さ

によって決定される．都市内の道路では，路盤を薄くすることが求められており，

そのためにこれまではセメント安定処理路盤が多用されてきたが，安定処理土は

舗装の打ち換え時に建設副産物として処分する環境対策が問題となっている．  

そこで本研究では，帯状のジオテキスタイルを，その面が鉛直となるように格子

状に組んで敷設し，内空に土を充填して路盤を形成するジオテキスタイルの立体

的な補強方法に着目し，それを路盤に適用することの有用性を検証した．その結

果，次のことを明らかにすることができた．  

１） 路盤はジオテキスタイルによって形成される立体的な格子体の大きさよ

り広い範囲に分布する荷重を受けると考えられるが，さまざまな形状の格子要

素を入れた砂の供試体の三軸試験を実施した結果，補強体の面積が大きいほど

拘束力が大きく，路盤弾性係数が大きくなることが分かった．また四角柱集合

体では面積を大きくし，1 辺の長さを短くすることで強度を増加させることが

できることを明らかにした．このように路盤の改良を施すことなく，その弾性

係数の向上を図ることができる有用性を実証した．  

２） 本提案のジオテキスタイルによって補強した路盤の補強効果に与える路

床の影響を検証するために，現場における平板載荷試験を実施し，路床の硬さ

によって路盤の締固められ方が変化し，立体的なジオテキスタイルを使用する

際に適する路床の硬さを明らかにした．  

３） 現地試験で得た地盤係数を用いて，有限要素法によって路盤と路床の弾性

係数を逆算し，この値によって理論的にも路盤強度が増加することを証明した． 

 このように，本研究は残存する固形物の重量を減量させることによる環境改善
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効果をもったフェロシリコン添加泥水による力学的な安定性を補強させた地中連

続壁工法およびセメント安定処理のように建設副産物を発生することなく路盤強

度を増加させるジオテキスタイルの立体的な補強を行う方法の有用性の考察結果

をまとめた成果を報告するものである．  
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第 2 章 フェロシリコンの大深度地盤掘削用泥水への適用に関する研究  

 

2.1 研究の背景  

 

昭和 45 年〈1970 年〉ワシントンにて OECD1）会議があった．そこで海外からの

エンジニアが集まって ,自国の技術が討議された．わが国の団長は京都大学の村山

朔郎教授であった．先生は昭和 15 年（1940）国鉄関門海峡において ,日本初の海底

トンネル掘削工事に従事され ,何回も事故に遭い ,多数の犠牲者が出たそうである． 

 戦後日本は ,復興を重ね ,当時は青函海底トンネルを掘削中であった．先生には ,

都内地下鉄の河川横断トンネル ,凍結工法など ,多数指導いただいた．OECD 会議の

主体は ,土地の三次元的利用という主題であったが ,実態は「トンネル会議」であっ

た ,この会議後 ,世界各国にトンネル技術協会ができた ,わが国にもできた．この時会

議の途中で ,私は ,英国バーディントン社の者から ,呼び出され ,氏から ,日本でのベン

トナイトシールドの現況につて ,延長 ,径 ,地質 ,問題点など聞かれた ,私は ,ENR 誌で

バーディントン社がメキシコで ,ベントナイトシールドを施工中であることを知っ

ていたが ,記事には長いあいだ ,完了したとも ,事故ともなんら報告もなく ,経過につ

いて興味をもって注視していた．これらの情報から ,我が国の泥水シールドは ,世界

一流で ,もう少し開発すれば ,世界一になれると自信がついた．  

 当時 ,わが社は ,すでに ,泥水推進シールドを発信 ,掘削総延長 ,径 2.6ｍ ,400ｍの実

績２ ）があった．しかし ,これは ,推進式のシールドで ,一推進区間が 100ｍ ,で 400ｍ

施工するには ,5 箇所の竪坑を必要とした．シールドとして ,切羽隔壁を設け ,トンネ

ル内は無圧気で ,掘削土砂を流体輸送していたが ,シールド機械は ,掘削機能 ,泥水搬

送機能は装備していたが ,推進機能 ,水密テールシール機能は装備していなかった．

丁度 ,その頃 ,日本国内では大問題が発生した．羽田空港の北 300ｍ海面下を ,国鉄貨

物線が横断するというのである．そのころ ,世界には ,シールド機が海底掘削した例

はなく ,通例 ,海上から海底掘削を施工して ,長さ 100ｍ程度の沈埋函を沈設する工

法 ,沈埋トンネルの例しかなく ,アメリカのバート地下鉄 ,アムステルダムの運河下

地下鉄の例かあった．若し ,羽田北にこの工法を適用すると ,羽田飛行場北海上には ,

高さ 20ｍ余の浚渫船のスパッド柱が乱立し ,飛行機発着に障害をきたす恐れがあっ

た．このため ,海上作業を伴はない海底シールド工法が検討されることとなった．  

 海底シールド機を発進させるためには 2 つの問題があった ,第一は ,シールド推進

時のセグメントとシールド機間のテールシール止水 ,耐用の問題 ,第二には掘削切
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羽保持の泥水密度 ,粘度の問題があった．羽田海底シールドでは ,この第一のテール

シール３ ）を開発して ,延長 856ｍの施工を完遂することとし ,第二の切羽保持の泥水

圧力の問題は ,メキシコのベントナイトシールドの圧力の問題と比較して ,海底は

略水平で水圧力が一定であること ,地質が河川の洪積層 ,沖積砂層であること ,もし ,

岩などの障害物のある時は ,海上から除去操作できること ,すでに ,泥水推進シール

ド工法では実績を積んでいたため ,切羽圧力は従来の泥水密度１． 1ｔ /m3～ 1.2ｔ /

ｍ 3 ぐらいで掘削することとし ,より高密度泥水液の研究は ,後日の研究に待つこと

とした．  

 その後 ,羽田海底泥水シールド工事 4）は ,12 ヶ月の工期で大きな事故もなく ,径 7.2

ｍ延長 856ｍを掘削完了した．これが世界最初の海底泥水シールドである．このあ

と ,地盤工学会から ,鉄道建設公団と西松建設〈株〉が表彰された．私は ,西松建設〈株〉

の技術開発課長であった．こののち ,東京湾横断トンネル〈株〉が ,直径 14.14ｍの

世界一の海底トンネル５ ）を完成した．  

  一方 ,その後の建築の安定液利用の発展は ,社会の要求に呼応して ,高層ビルな

ど ,地下深く掘削して ,地下室を建設するニーズが要請され ,このため ,予め地中壁に

高密度泥水安定液を利用して ,地中掘削する技術が発達し ,近時は地中深度 50ｍに

達する実績が現れ６ ） ,これに使用する安定液も高密度のものが要求され ,これらの

需要を満たすため ,ベントナイトに代えて開発されたのが ,フェロシリコン〈密度

5.1〉を利用した安定液工法である．現在は ,密度 4．0 に近い ,安定液が出現してい

る．ベントナイト〈密度 2.6〉）の溶解限度 8％から考えるときわめて大きな値であ

る．  

 懸案の高濃度安定液が ,土木の現場でなく ,建築地中壁の現場から要請され ,高い

密度を獲得した結果 ,この高密度液を利用した土木の泥水シールドに応用が可能と

なった ,泥しょうまたは ,泥土をシールド切羽に送泥し ,切羽圧力を保持し ,地山土砂

と混合して排出する工法があったが ,高密度安定液の製作が可能になるため ,いま

まで検討できなかった ,より高密度のフェロシリコンによる泥水シールドが泥土シ

ールド泥しょうシールドに代わって ,より高密度で ,施工されることになろう．これ

らの過去の経過から ,新しい高密度安定液として , フェロシリコンの大深度地盤

掘削用泥水への適用に関する研究に取り組んだ．以下，本研究の内容を記述する．  
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2.2 本研究の目的  

 

近年，都市部において泥水を用いて地盤を掘削し，その後に鉄筋コンクリート

の壁を連続的に構築する地中連続壁工法が広く採用されてきた 1)．本工法は他の地

下工法と比較して施工中の騒音や振動が少なく，また止水性が高いために周辺地

盤を乱さず，さらに地盤沈下も発生させにくいという特徴をもつため，1960年代

にはいってビルの地下外壁や地下街の側壁などの市街地の地下工事に急速に普及

し，それ以後は地下タンクの側壁や下水処理場またはポンプ場における地下壁な

どの構築に採用されてきた．本工法の一般的な手順は次のとおりである．まず泥

水を掘削孔内に充満させながら掘削を行い，次に掘削孔の底に堆積した掘り屑 (ス

ライム )を除去したのちに鉄筋カゴを挿入し，トレミー管を用いてコンクリートを

打設することで地中に鉄筋コンクリート製の壁を形成する．この壁が連続して構

築されるのが地中連続壁であり，剛性にすぐれるため独立して構築されたものが

杭として利用される場合もある．近年の大深度地下利用法が成立したことにより，

さらに本工法が大都市を中心に広まると考えられるが，泥水を用いて地中に連続

壁体を構築する工法なので別名泥水工法とも呼ばれる．掘削からコンクリート打

設までが泥水中で行われるので，本工法の施工の良否や構築される地中壁の品質

が泥水の品質に左右され，泥水の品質管理が本工法の重要な要素とされてきた．

しかしこれまでの泥水に関する技術のほとんどは石油ボーリングにおける技術が

転用されてきたもので，掘削地盤や深さ，掘削孔の断面形状などを考慮した地中

連続壁工法の実態に見合う泥水技術の確立がなされておらず，あらためて土木分

野の実状に即した泥水技術の開発が求められている 2)．  

 本工法における泥水の機能は掘削壁面の安生性の確保および施工性の確保に大
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別される．掘削壁面安定の機構はいまだ理論的には充分解明されていない面もあ

るが，壁面に作用する土圧や水圧を泥水圧によって対抗させ，さらに粘着力のな

い砂地盤などでは浸透した泥水による土質改良効果が有効に作用するように品質

を管理することが必要と考えられている 3 )．また泥水圧を地山へ伝達させるには，

掘削壁面に良好な泥壁が形成されるように管理する必要がり，この泥壁は泥膜 (マ

ッドケーキ )と泥水浸透沈積層とで構成される．一般的には泥膜の厚さは2～20mm，

透水係数は10-9～10-10m/secである．さらに掘削能率，掘削土砂の運搬や分離ある

いはコンクリート打設の際の置換のしやすさなど施工性を良好にすることも要求

される．たとえば掘削土砂は泥水と共に循環するので，掘削能率を改善するため

にはスライムの除去能率を向上させることが必要であり，この性能は泥水の流動

特性や比重に支配される．このように泥水には数多くの特性が要求され，これま

では一般にNa型のベントナイトを6～10%の濃度で水に懸濁分散させたものを使用

している．水溶性高分子を0.4～1%溶解させたポリマー泥水も使用されてきてはい

るが，石油ボーリングなどで古くから使用されてきたベントナイト泥水の使用が

主流であり，土木分野での使用実態に即して再検討すべき点が多く残されている．

たとえば従来のベントナイト泥水では，礫層等において泥水が溢水しやすいこと

による掘削面の崩壊が懸念されている．掘削壁面の安定性の確保のためには，泥

水の地盤に圧力を加える作用と掘削壁面の表面に泥膜を作る作用が重要になるが，

それには泥水の比重すなわち単位体積重量の大きなものが有利であり，今後増え

ると予想される大深度掘削の際には，従来のベントナイトに代わる単位体積重量

の大きい安定液材料の開発が急務となっている．  

また泥水はコンクリート打設時にコンクリートと置換されて循環して戻ってく

る工法が一般的に採用される．泥水はポンプで回収され，品質低下の著しいもの

はこの段階で廃棄され，再使用可能なものは次の掘削工程に転用される．廃棄さ

れる場合，泥水は含水比が高いために捨て場所が限定され，現場内あるいは処理

センターで脱水され，残存する固形物のみが土捨て場へ捨てられる．また分離水

は pH 調整等を行った後に下水あるいは河川に放流される．その際，回収効率を高

めることが経済性の向上に寄与し，残存する固形物の重量を減量させることは環

境改善に大きく寄与することになる 4)．すなわち，前述の泥水の単位体積重量を大

きくするという課題に関しては，ベントナイトよりも単位体積重量の大きな添加

物を加えることで課題を解決できるが，環境への配慮を考慮すると，添加物が回

収できることが望ましい．たとえばタングステン酸ナトリウムなどの添加も考慮
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されたが，固形物の増加につながり実現にはいたっていない．  

 本論文は上記の背景を鑑み，単位体積重量がベントナイトの約 2 倍大きいフェ

ロシリコン（以下，化学式の FeSi で表す）を土木分野での泥水に適用することを

検討し，その実験的成果をまとめたものである．フェロシリコンは鉄に 1 種類な

いし 2 種類の金属元素を加えたケイ素の含有量が 30％以上 90％未満の合金鉄と呼

ばれるものの一つであり，融点が 1350℃と高く，鋼強度，靱性，耐熱性および耐

食性などを与えるための鋼の添加材として用いられたり，脱硫・脱酸のために製

鋼工程で一般的に用いられている工業的に安定して生産されている物質である．

単位体積重量がベントナイトの約 2 倍であることから，大深度の掘削あるいは高

圧地下水条件下の掘削の際，その土圧や水圧を上回る泥水圧を得やすいという利

点が生じる．また比重の大きさを利用して浮遊選鉱用の重液への使用も検討され

たことがあり，工業的に利用された場合の化学的安定性は保証されている 5) , 6 )．ま

た鉄分を含むため磁性を帯び，電磁吸着法等により使用済み泥水から FeSi を回収

することが可能であると考えられ，添加しても固形物の重量を大きく増やすこと

がなく前記現状の泥水が抱える課題を解決することが期待される．ここでは実現

場に適用できる泥水を実現するための FeSi の具体的な使用法やその特性さらには

回収方法に関する実験結果を報告する．本内容は特に大深度の施工に有用な情報

を与えるものであり，その他大深度を対象にしたシールド工法などにも適用でき，

今後の土木施工に貢献できる研究成果を提供するものと考える 7)．なお崩壊しない

よう孔壁を保護することから泥水を安定液と称する場合もあるが，ここでは泥水

の呼称だけを用いる．  

 

2.3 FeSi を用いた泥水仕様の検討  

 

ここでは FeSi を添加した泥水に関する基本的な特性の検討結果を考察する 8)．

前述の単位体積重量の増加だけでなく，土木分野において使用される泥水に要求

される機能としての掘削壁面の安定と施工性の確保のために，これまでの各種の

実績から表 -1 に示される各特性値について具体的な数値が挙げられている．土木

分野の基礎工事においてもっとも重要なことは掘削壁面の崩壊を防ぎ，掘削した

地盤の安定を確保することである．これは泥水の特性として図 -1 のように泥膜厚

と脱水量で表現される．図は掘削工程中の泥膜の形成過程を示したものであり，

この図のように泥水が地盤中に浸入し，地盤中の間隙に泥水の粒子が入り込み，
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やがて小さな間隙の箇所で閉塞を起こす．その後泥水は固溶している成分と水と

に分離し，その過程で地盤の表層内部および表面に泥壁が形成される．この泥壁

を介して掘削面と地盤との間に差圧が生じるが，泥壁が保護膜となって地盤が崩

壊するのを防止する．このように掘削壁面に作用する土圧や水圧を泥水圧によっ

て対抗させ，粘着力のない砂から成る地盤などでは，浸透した泥水による土質改

良効果が有効に作用するような特性を持たせることが必要である．一方，施工性

においては掘削能率，掘削土砂の運搬や分離さらにはコンクリート打設の際の置

換のしやすさなどが考慮される．  

 

表 -1 ベントナイトとフェロシリコンの特性  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 -2 泥水に要求される特性  

 

 

 

 

 

泥水を循環させて掘削する工法では，掘削土砂は泥水と共に循環してスクリー

ン ,サイクロンなどによって分離除去されるが，その際の除去能率は泥水の性状，

特に流動特性に支配されることになる．またコンクリートは泥水中に打設される

ので，打設能率や流動状況には泥水の単位体積重量も影響する．これらの特性を

考慮して，土木分野においてはこれまで表 -1 に示す各種特性をもった泥水が要求

されている．本研究において，泥水に添加した FeSi が表 -1 に示される基本的な特

性にどのような影響を与えるのかを検討する．本章において順次獲得性について

考察した結果を記述する．  

材料名  

単位体

積重量  
(kN/
㎥）  

融点  成分  

ベント  
ナイト  

26.9 1100℃
以上  

モンモリロナイト

主成分の粘土鉱物  

フェロ  
シリコン  

51.0 1350℃  
金属元素と 30％以

上 90％未満のケイ

素から成る合金鉄  

要求される特性  具体的数値  

粘度（mPa•s）  50～3500 
脱水量（mL）  20 以下  
マッドケーキ厚

 

5 以上  



－11－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -1 泥膜形成の概念図  

 

2.4 単位体積重量の増加に関する検討結果 

 

 従来のベントナイトを主成分とした泥水の材料は，ベントナイトのほかに増粘

剤，分散剤あるいは逸泥防止材などを混合させる．ベントナイトは 250メッシュ前

後のNa型モンモリロナイトを含むものが使用されてきた．品質の良好なベントイ

トは水 100リットルに対し 8kgの混合で限界濃度になるため，ベントナイトで単位
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体 積 重 量 の 増 加 を 図 る こ と に は 限 界 が あ る ． 増 粘 剤 と し て は 主 と し て

CMC(Carboxy-Methy1-Cellulose：カルボキシルメチルセルロース )が用いられ，0.025

～ 0.1%の範囲で添加される．分散剤はベントナイト泥水の塩類混入によるゲル化

を防止するために添加され，一般的に濃度は 0.1～0.5%である．分散剤には各種の

ものがあり，泥水の主な劣化因子や使用するベンナイトの種類を考慮して選択さ

れる9)．ここでは標準的な10%以下の濃度のベントナイト溶液にFeSi粉末を添加し

て，まず単位体積重量の変化を調べる．なおFeSi添加前の泥水の単位体積重量は約

13KN //m3である．一般に使用される泥水に添加するので，増粘材や分散材も前述

の割合で混合されているが，それらは単位体積重量に影響を及ぼさないので，こ

こでは添加量は制御していない．  

FeSiの単位体積重量はSiの成分量によって変わるが，工業的に利用されているも

のの最大のものは約50.0kN/m3であり，FeSiを添加することで，約 26.0kN/m3の単位

体積重量のベントナイトの約2倍の比重をもつ泥水を製造することができる．前述

の通り，壁面安定のためは単位体積重量の大きなFeSiを加えた高比重の泥水が適し

ているが，その一方でコンクリートとの置換性の向上のためには低比重のものが

適することから， 12.8～ 29.4kN/m3の範囲に調整されることが望ましいとされる．

図 -2は，平均粒径が45μｍ，72μｍおよび100μｍのFeSi粉を水100gに対して混合して

泥水におけるFeSiの混合量と泥水の単位体積重量の関係を示したものである．なお

泥水は一般に使用されている10%以下の濃度のベントナイト溶液である．この濃度

が一般的に使用されている泥水であり，その単位体積重量は約13KN //m3である．

これよりFeSiの添加によって単位体積重量を増加させる効果は明らかである．また

FeSiの添加量と泥水の単位体積重量は，FeSi粉末の平均粒径に依存することなくほ

ぼ線形関係にある．これにより，泥水の単位体積重量も粒径に関係なく添加量の

調整よって容易に制御できることが分かる 10 )．  

 

2.5 粘度に関する検討結果  

 

 次に泥水の粘度であるが，掘削に伴って発生するズリを運ぶ能力をもたせるた

めには高粘性が必要となるが，逆に掘削速度は低下する．そのため表 -1に示す粘性

が適する範囲になると考えられているが，FeSiは化学的に安定で水に溶けないこと

から粘性には影響を与えないと考えられる．これを確認したものが図 -3の結果であ

り，図はFeSiを加えることで単位体積重量を 19.6kN/m3に調整した泥水に，ベント
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ナイトを加える量を変えた際の粘度の変化を調べたものである．なお粘度はB型粘

土計で計測した．  

図に示すようにベントナイトの添加量と泥水の粘度は線形関係になり，FeSi の

粒径にかかわらずベントナイトの添加量によって泥水の粘度を簡便に調整できる

ことが分かる．また，これまでは単位体積重量の大きな泥水を作成する際にはベ

ントナイトの量を増加させる工夫が取られていたが，ベントナイトの主成分であ

る Na 型モンモリロナイトは，掘削工程中にセメントが混入した場合，Na イオン

がセメント中の Ca イオンに置換される現象がおこる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -2 FeSi の添加量と単位体積重量の関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -3 ベントナイトの添加量と粘度の関係  

 

また地下深部の地層水は塩分を含んでおり，これらの中に含まれている各種イ

オンもNaイオンと置換する．一般にこれらのイオンの置換が発生すると，ベント
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ナイト粒子の凝集が生じ，脱水の増加，泥壁の厚さの増加などの他に，多くの場

合は泥水の粘性が急増することによる掘削効率の低下をもたらすことが知られて

いる．これまでの例では，ベントナイトによって作成された泥水に対してセメン

トが溶液に対して0.5%混入しただけでも粘度が著しく上昇し，ゲル化と称される

劣化状態になることが指摘されている．これらの対策として，あらかじめ特定の

イオンを加えた泥水を調合したり，粘性降下剤で凝集したベントナイトを分散さ

せたりする工夫が取られてきたが，その混合量の調整は現場ごとに異なり，経験

に頼った労力を要するものであった．しかしながらFeSi粉を添加した泥水は，その

効果によって単位体積重量が増加するので，単位体積重量を増加させる目的を含

めて濃度が 10％程度になるようにベントナイトを多量に添加する必要がなくなり，

後述の高分子材料の混合量の調整とともに5％以下の少量の添加で粘度を調整す

ることが可能となる．これよりコンクリート打設時に混入するセメント成分など

による泥水の劣化が生じにくい利点も生じることが明らかになった．  

2.3脱水量および泥膜厚の特性に関する検討結果  

 泥膜厚はアメリカ石油協会 (API: American Petroleum Institute)の試験法に準拠

して計測しその結果を考察した．試験の概要は次のとおりである．図 -4は計測のた

めの簡易圧力計の概念図を示す．計測に際しては，図の試料挿入用ゴム用具内に

試料を94ml入れる．この部分は下部のみ開放しており，底部にろ紙（粒子保持能

20-25μmNo.4ろ紙）を設置し，その上面から 30KPaの圧力のCO2ガスを30分間印加

して，ろ紙を通過した泥水量を脱水量とし，さらにろ紙の下部に形成された泥膜

を泥膜厚とするものである．  

図5はFeSiの添加量ｗ変えて泥水のたんい堆積りょうを変化させた際の脱水量を

調べたものである．FeSiの添加量を多くして単位体積重量を大きくするとやや脱水

量が減少する傾向が見られるが，FeSiの添加量によって脱水量は大きく影響を受け

ないことが示されている．これまでの泥水においては泥膜および脱水量の調整は，

前述のとおりベントナイトの添加量とともに高分子材料を添加することで行われ

てきた．この高分子材料としてはPVA(ポリビニールアルコール ) ，PA(ポリアクリ

ル酸ソーダ )，PAA(ポリアクリルアミド )，PEO(ポリエチレンオキサイド )などの合

成物質あるいは前述のカルボキシメチルセルロースやMC(メチルセルロース )など

の天然物の誘導体があるが，これらの高分子材料は膨潤性をもち，低濃度の添加

であっても粘度を調節することが可能で，さらにその効果によって泥膜造成作用

も発揮される．FeSiはベントナイトや高分子材料のような膨潤作用を有していなこ
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とから，図 -5ではFeSiの添加量によって脱水量も大きく変化しなかったと考えられ

る．そこで単位体積重量を19.6kN/m3に調整した  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -4 脱水量と泥膜厚計測機器の概念図  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -5 FeSi 添加泥水の単位体積重量と脱水量の関係  
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図 -6 高分子材添加量と脱水量の関係  

 

泥水に高分子材料としてCMCを添加した場合の添加量と脱水量の関係を図 -6に

示す．高分子材料の添加量に応じて脱水量が減少する傾向にあることが分かる．

これは高分子材料の増粘効果によるものと考えられ，図 -5と比較した場合， FeSi

によって粘度に関係する物性値は変化することがなく，またセメントの混入によ

って著しく劣化するベントナイトではなく，高分子材料によって粘度を調整泥水

に高分子材料としてCMCを添加した場合の添加量と脱水量の関係を図 -6に示す．

高分子材料の添加量に応じて脱水量が減少する傾向にあることが分かる．これは

高分子材料の増粘効果によるものと考えられ，図 -5と比較した場合，FeSiによって

粘度に関係する物性値は変化することがなく，またセメントの混入によって著し

く劣化するベントナイトではなく，高分子材料によって粘度を調整できることが

分かる．脱水量は泥膜厚に関係することから，FeSiを加えてベントナイト泥水より

も大きな単位体積重量に調整した泥水における脱水量と泥膜厚の関係を示したも

のが図 -7である．このように泥膜厚は脱水量に応じて少なくなり，これまでの議論

のとおり高分子材料の添加量で脱水量と泥膜厚を共に制御することができること

を示している．このような泥水の特性を高分子材料で調整できることは，これま

でも報告されてきたものであり，FeSiを加えた泥水はその量に依存することなく従

来とおりの手法で泥膜厚を制御できるが，単位体積重量の増加はFeSiが担うことか

ら，これまでの泥水におけるベントナイト量より少ない量で制御できることが分

かる．  
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図 -7 脱水量と泥膜厚の関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -8 沈降試験結果  

 

 

2.6 沈降分析結果  

 

 本章における各項の検討結果で述べたように，FeSi粉末を泥水に加えることで，

これまでの泥水と比較していくつかの優れた特性を発揮させることができる．こ

れはFeSiの単位体積重量がベントナイトの2倍であることに起因しているのである

が，一方で泥水成分のうちFeSiだけが速く沈降してしまうと，泥水の単位体積重量

が時々刻々と変化することになり，泥水としての機能が発揮できなくなる恐れが

ある．そこで，基本的な特性以外に，沈降による泥水成分の分離現象がどれくら

350     1400     2100    2800    3500 
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いの時間後に生じるかを室内での鉛直カラム実験によって検討した．  

 本実験では，内径100mmで高さ3500mmの円筒に泥水を入れ，一定時間経過後に

円筒の上端から 10cmごとに泥水を注射器で採取していくことで，この円筒内での

各高さでの泥水の単位体積重量の経時変化を計測した．平均粒径 75μmの FeSi粉末

を用いて単位体積重量を 19.6kN/m3で粘度が 153mPa・ sと比較的小さな値に調整し

た泥水を用いて計測した結果を図 -8に示す．この結果より，48時間後に400mmまで

の浅層の泥水の単位体積重量が減少する傾向が見られるが，その後 168時間経過し

ても泥水の単位体積重量の変化は見られない．すなわち，ごく浅い層においてFeSi

粒子が沈降する現象が見られたが，それ以外の層では時間の経過と共に沈降は生

じておらず，また 400mmより浅い層でも時間経過と共に沈降によって成分が分離

する現象は進行していない．実用的には泥水を 48時間静置し，ごく浅い層だけを

取り出して使用することはなく，この結果よりFeSi添加の泥水の成分の分離は実用

上問題がないと考えられる．  

 

2.7 FeSiの回収技術の開発  

 

 コスト面あるいは環境面から廃棄物の量を減らすために，泥水は可能な限り繰

返し使用されることが望ましい．本研究におけるFeSiを添加した泥水も同様であり，

ここではFeSiの回収技術について考察した結果を示す．FeSiは鉄分を含むため磁性

をもち，電磁吸着分離法で使用済みの泥水からFeSiを回収することが可能である．

電磁吸着分離法とは，実際の鉄鉱石の鉱山において掘削した鉱山の岩砕から鉄鉱

石を選別する際に使用されている手法である．本研究においても，この電磁吸着

分離法を基に回収技術の実用化を図ることを試みた．本項では電磁吸着分離法を

実施するための機械設備の概要と泥水の回収実験結果に分けて研究成果を述べる

11)．  

 

2.7.1  電磁吸着分離法実施のための機械設備 

 まず本研究の基本となる鉱山において使用されてきた電磁吸着分離法の概要を

記述する 12),13)．図 -9は代表的な選鉱工程の概略を示したものである．選鉱器は磁

極が装置された回転ドラムの外周に，非磁性ドラムが回転する構造になっており，

投入された鉱石は，回転ドラム外縁に沿って流れている間にこの回転ドラムに磁

着されながら分離板まで運ばれる．  
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図 -9 選鉱工程の概念図  

 

 

 

 

 

 

図-10 グレンダール式電磁選鉱器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -10 グレンダール式電磁選鉱器  
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このとき鉱石中の磁性を帯びた鉱石は分離版を越えて運ばれるが，非磁性鉱石

は鉱石ガイドと示されたガイド板を通過して分離版に到達するまでに落下する．

これにより磁性を帯びた鉱石と非磁性鉱石が選別され各々集積される．図 -10は実

際に使用されているグレンダール式と称される電磁選鉱器であり，非磁性回転ド

ラムの内側に直流式の電磁石が備わっており，鉱石は重液の状態でドラムに投入

される．上昇水流によって鉱石はドラムに入り，磁性を帯びた鉱石を集積する精

鉱室と非磁性の鉱石を集積する尾鉱室および両者が混合して不完全に分離された

鉱石が片羽室と称される集積室に選別される．鉱山では設備は永久的に設置され

るので，図におけるドラムの直径は50～75cmであり幅43～80cmと大型である．  

 この選鉱器を用いて磁鉄鉱の回収を行ったこれまでの鉱山での実績を表 -2に示

す．鉱石の状態によって磁鉄鉱の回収率は異なり，予めスクリーンによる材料分

別を行うなどの工夫を行っているが，微細な粉末に対する回収率は高くなく，全

体の回収率は大きくばらついているのが現状である．表 -3には各設備で配置されて

いる磁石の磁束密度を掲載しているが，重要なのは磁界の強さ Hと磁界の勾配

(∂H/∂x)の積H(∂H/∂x)であり，より弱い磁性の粒子を磁着させるために強大な磁界

をもつ設備を用意することには設備に限界があり，∂H/∂xを大きくすることで大き

なH(∂H/∂x)を実現して吸着能力を向上させることの方が効率的である．回収率を向

上させている鉱山では，このような設備上の工夫が採用されている．  

 そこで本研究では，これらの鉱山での実績をふまえて，図 -11 に示す選別器を開

発し，FeSi を添加した泥水への適用を試みた．鉱山での鉱石の選別は 1mm～5mm

の粒径の粒子が多く，  

  

          表 -3 鉱山での鉱石回収実績例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱山場所  磁束密度(ガウス) 給鉱濃度  
（％） 

回収率 
（％） 

釜 石 1000～2000 10 57 

見 立 1200 16－73 42 

白滝 1050 7.3 99 
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図 -11 電磁選鉱器の原理を利用した FeSi 回収器  

 

電磁吸着の効率が比較的良好なのに対して，FeSi を添加した泥水は 100μm 以下

の粒子が主であり，また粘性が高いことから粒子の吸着能が低いと考えられる．

また土木分野での泥水には粒径が 100μm～5cm で平均の単位体積重量が 25ｋN/m3

程度の掘削土砂が含有された懸濁状になるのが一般的であり，磁性物質の粒径が

小さいだけでなく，他の混合物も数多く含まれる状態の中から効率よく磁性物質

を選別する必要があり，これらの理由から電磁吸着部分の磁力を高めることが必

要であると判断し，この設備では，これまでの選鉱器よりも大きな 3800 ガウスの

磁石を用いることで磁性物質の吸着能を向上させた．また鉱山で使用する設備は

永久的に設置できるので大設備化も可能であるが，土木分野で使用する設備は短

期間の操業で小さく移動可能なものが便利である．これらのことを考慮して，選

別の原理は同じであるが図 -10 に示すこれまでのような大型の電磁選鉱器に代わ

り図 -11 に示すような小型の泥水成分の回収器を開発した．設備の小型化には，吸

着設備の磁力を大きなものにしても，その設備自体が小型になるので大幅なコス

ト高にはならない利点も生じる．この回収器では，投入口から投入された泥水は

ドラムに搬送され，泥水中の磁性を帯びたものはドラムに吸着された後にドラム

の回転に伴って背面に達し，磁場の影響がなくなった時点で落下して集積される

構造になっている．一方，非磁性の成分はドラム回転中に吸着されないことを利
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用して，専用のホッパーに落下して分離される．本研究では泥水から FeSi を回収

する実験を本設備を用いて実施し，その回収効率等を考察した  

 

2.7.2 泥水中のFeSi成分の回収実験結果  

 ここではFeSiを添加した泥水の回収実験結果を報告する．実験に供した3種類の

泥水の配合を表 -5に示す．泥水中には実際の掘削工程中に地盤材料が混入されるこ

とを想定して豊浦砂を添加している．表中の鉄元素分と記している量は，各々の

資料のFe3O4,Fe2O3等のメタリック鉄の量を求めて総計した値である．また表 -4は

3種類の泥水の基本特性として泥膜厚および単位体積重量を示したものである．  

 

表 -4 泥水特性  

 

 

 

 

 

  

このように3種類の泥水の単位体積重量は同じであるが，高分子材料の量を0.074，

0.20および 0.40kN/m3と変えることで違った粘度をもつものに調整してあり，結果

として泥膜厚の特性が異なるものとなってる．また本泥水に添加したFeSi粉末の粒

度分を図 -12に示す．図のように，FeSi粉末は90％以上が100μm以下のものである．

このように，本実験はこれまでの選鉱器による選別が不得意としている微細な粉

末の回収能力を泥水の粘度の影響とともに実験によって検証したものである．  

 用意した3種類の泥水の回収実験の結果を表 -7に示す．回収物質量とは前述の設

備 においてドラムの背面にて磁場の影響がなくなった時点で落下して集積され

た量であり， Fe元素成分回収量は回収物質量に回収物資中の鉄含有量を掛けたも

の，そして Fe成分回収率は Fe元素成分回収量を全投入量で割ったものである．試

料No.1，2および3ともに約90％のFe元素成分の回収率を得ることができ，表 -2に示

したこれまでの磁鉄鉱の選別における実績と比較しても優れた回収率を得ること

ができた．これは本手法において設備の磁力を高めるなどの工夫を行った効果が

現れた結果と考えられる．また高分子材料の添加量が多く，粘度の大きな泥水ほ

ど一般的に回収は困難になる傾向があるが，本実験結果では泥膜厚を変化させる

試料  泥膜厚
(mm) 

単位体積重量
（kN/m3）  

No.1 0.8 12.6
No.2 5.3 12.6
No.3 2.7 12.6
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ために粘度を変えた泥水で実験したにもかかわらず，良好な回収率を得ることが

できた．これはFeSiを添加した泥水においては，高分子材料あるいはベントナイト

を任意の割合で添加することにより泥水の基本特性を調整しても回収率には影響

しないことを示す．  

 廃棄泥水の発生量は掘削条件によって変わるが，地下連続壁工事においては約2

～20m3/日の廃棄泥水が生じているとの報告もあり，残存固形物の増加を防ぐこと

の意義は大きい．また再利用可能な材料の回収率が約 90％ということは，材料費

を10％に減価したことに相当し，現場に対応してFeSiを添加しても工程中の泥水の

作成に要するコストの上昇が抑制されることになり，FeSiを添加した泥水の優れた

有用性を証明するものと考えられる 14）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -12 FeSi粉末の粒径分布  

 

 

表 -5 実験に用いた泥水の配合  

 

 

 

 

   

 

 

試料  FeSi 砂  ポリマ

 

水  Fe 元素分  
(kN/m3) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m3) (%) 

No.1 1.47 3.82 0.07 132 23.1 
No.2 1.47 3.82 0.2 132 23.1 
No.3 1.47 3.82 0.4 132 23.1 
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表 -6 実験に用いた泥水の特性  

 

表 -7 回収実験結果  

 

 

 

2.8 結論 

 

 本研究は，大深度の掘削における掘削壁面の安生性の確保を目的として，これ

までのベントナイトを主成分とする掘削用泥水にフェロシリコンを添加すること

で単位体積重量を大きくすることを試み，その泥水の基本的な特性を検討し，実

用性を考察したものである．その結果，次の結論を得ることができた．  

(1) 鋼の添加材あるいは脱硫・脱酸のために製鋼工程で工業的に広く用いられ

ているFeSiを用いてベントナイトより大きな単位体積重量をもつ泥水を製

造することを実証した．FeSiは各種粒径をもつものが私工業的に安定して生

産されているが，FeSiの添加量と泥水の単位体積重量はFeSi粉末の平均粒径

に依存することなくほぼ線形関係にあり，泥水の単位体積重量も粒径に関

係なく添加量の調整よって容易に制御できることを明らかにした．  

(2) FeSiを添加した泥水は，その効果によって単位体積重量が増加するので，こ

れまでのように単位体積重量を増加させる目的を含めて濃度が10％程度に

なるようにベントナイトを多量に添加する必要がなくなり，5％以下の少量

の添加で粘度を調整することが可能となる．これによりコンクリート打設

試料  
全投入量中の Fe 成分量 回収物質量 回収物質中の鉄含有量

（kN/m3） （kN/m3） (%) 
No.1 1226.5 1559 70.6 
No.2 1226.5 1359 80.5 
No.3 1226.5 2101 53.9 

 
全投入量の 1m3 当たりの

Fe 成分量  Fe 元素成分回収量  Fe 成分  
回収率  

（kN/m3） （kN/m3） (%) 
No.1 1226.5 1100.6 89.8 
No.2 1226.5 1094.0 89.3 
No.3 1226.5 1132.4 92.3 
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時に混入するセメント成分などによる泥水の劣化が生じにくい利点が生じ，

またベントナイト泥水の劣化を防ぐために特定のイオンを加えたり，粘性

降下剤で凝集したベントナイトを分散させたりする経験に頼った調合をす

る必要がなく，現場に適する粘度をもつ泥水を容易に作成できることを明

らかにした．  

(3) FeSiの添加によって，セメントの混入によって著しく劣化するベントナイト

ではなく高分子材料によって粘度を調整することが可能であることは，脱

水量および泥膜厚の調整もこの高分子材料で容易にできることにつながり，

前述の効果と同じく劣化しにくい泥水を容易に作成できる結果につながる

ことを示した．  

(4) 沈降実験の結果，時間経過と共に沈降によって大きく成分が分離する現象

が生じないことを明らかにし，FeSi添加の泥水の成分の安定性が実用上問題

ないことを実証した．  

(5) 電磁吸着分離法による泥水の回収実験を実施した結果，泥水の粘度にかか

わらず約90％のFe元素成分の回収率を得ることを示した．一般的に泥水は

現場で回収され再度掘削工程にて再利用されるが，品質低下の著しいもの

は廃棄される．そのため，泥水成分の回収率を高めることは経済性を改善

するだけでなく，残存する固形物の重量を減量させることによる環境改善

効果も大きいことを示すものである．本研究ではこれまでの鉱山にて実績

のある磁鉄鉱の選別と比較しても優れた回収率を得ることができており，

FeSi添加効果の有用性を実証できたと考える．  

 

 以上のように本論文は FeSi を添加した泥水の効果を実験的に検証した成果をま

とめたものであるが，今後は都市部において増えると予想される地中連続壁工法

の他，大深度を対象にしたシールド工法などへの適用をつうじて，本研究の成果

を確証していく予定である．  
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第3章 立体ジオテキスタイルによる道路路盤補強の研究  
 

3.1 研究の背景  

 

土体に補強材を入れて土の力学的性質の弱点を補う ,いわゆる補強土工法は 近広

く実施されている．しかし ,その多くは盛土のように荷重分布が比較的一様な構造

体に ,  面状の補強材を水平に層状に入れて ,  土の水平移動を阻止しようとする工

法である．これに対して , 本論文の目的は ,  荷重が輪荷重として比較的集中する路

盤を補強する工法を実験的に検討することである．  この場合 ,路盤の補強効果は ,  

面状の補強材を水平に入れるよりも ,帯状の補強材を ,  その面が鉛直となるように

格子状に組んで敷設し , 内空に土を充填して路盤を形成 (Photo1)する方が有効であ

ることが知られている．  したがって ,  本研究対象も ,  主として上記の立体的格子

体であり ,この点も従来の多くの研究と異なっている .道路の路盤は , 舗装版からの

輪荷重を土工面である路床が支持し得る荷重強度にまで分散させる役割を担って

いる．  路盤の荷重分散能力は ,  路盤材の剛性と厚さによって決まる都市内の街路

では ,  路盤を薄くすることが求められており , そのために従来は剛性の高いアス

ファルトあるいはセメント安定処理路盤が多用されてきた．しかし ,  安定処理土は , 

舗装の打ち替え時に建設副産物として処分しなければならない．土質材料をジオ

テキスタイル等の立体格子で補強した路盤は , 薄くできる可能性があり ,  また舗

装の打ち替え時には ,  土砂が簡単に分離でき , それを再利用することにより建設

副産物を減少させることが可能である．路盤の補強材としては ,  主としてジオテキ

スタイルが考えられているので ,  本論文では ,  上記の立体的格子体を「立体ジオテ

キスタイル」と呼んでいるが ,  この用語は形状を表すものとし ,  材質は必ずしも典

型的なジオテキスタイルではなく ,  不織布や金属帯も含ませている．立体ジオテキ

スタイルが路盤の強度を増加させる機構を ,  Rea, C. andMitchell, J. K.は ,  つぎのよ

うにまとめている．  

1) 土のせん断強度が増加するので ,  路盤に作用する水平力に抵抗する．  

2) 土のせん断強度は ,  補強体内空の土の圧縮力に比例する．  

3) せん断力の伝播を補強体壁が阻止する．  

また ,  龍岡らは , つぎのように述べている．  
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1) 補強体の強度は ,  土の圧縮強度と補強材の座屈強度の双方による．  

2) 上記1)の両強度とも ,  水平拘束力に影響される．  

路盤としての補強体が備えるべき機能は ,  支持力のほかに多数ある．これらの機能

に関連して ,  前述の論文での指摘事項を検討すると ,  まず両論文において支持力

は大きな変位のもとで求められているが ,  路盤の変位は小さくなければならない．

また ,  路盤は立体ジオテキスタイルの格子の大きさより広い範囲に分布する荷重

を受けると思われるが , 文献では ,  格子内 (壁間 ), 補強材上 (壁心 )に分けて載荷し ,  

評価している．格子の平面形状についても ,  文献では正方格子のみを用いている． 

本研究では ,  第1に格子の平面形状と補強効果の関係を知るために , さまざまな形

状の格子要素を入れた土供試体の三軸圧縮試験を行った．一方 ,  立体ジオテキスタ

イルによる路盤の補強効果に与える路床の影響を知るために ,  現場における平板

載荷試験を行った．  両試験の中間的な試験として ,  立体ジオテキスタイルあるい

はその格子要素を入れた土供試体に対して ,  CBR型の貫入試験を行った．このCBR

型試験の結果が平板載荷試験と同様の傾向を示すならば ,  この種の補強地盤の簡

易評価法と見なせることとなろう．最後に ,  路盤 -路床系を弾性二層問題と考えて ,  

現場試験で得た地盤係数K値を用いて ,  FEMにより路盤と路床の弾性係数を逆算し ,

逆算弾性係数によって立体ジオテキスタイルの効果を評価した．  

実際の路盤は ,  繰返し荷重や水浸の影響を受ける．本論文はこれらに言及してい

ないが ,  著者らは ,  水浸を含めた供用性については ,  すでにギニア国コナクリ市な

どで施工し ,  本路盤の供用性を確認している．  

 

3.2 三軸圧縮試験  

 

炉乾燥状態の豊浦砂から成る供試体に ,  補強材の格子の1単位 ,  すなわち筒状の補

強体を入れて ,  三軸圧縮試験を行った．図 .  lは ,  補強体の位置状況を表している． 
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図1 試料における補強体の位置  

図 .  1(a)は , 筒状補強材の場合であるが ,  形状は円筒 ,四角筒 ,  三角筒とし ,  大きさ

は , 高さκおよび内空断面積 aともに2種類ずつとした．図 .  1(b)は ,  比較のために2

枚の円板を入れた場合を示している．  補強材の材質は ,  成形のしやすさから加工

アルミ箔を用いた．厚さ0.017mmのアルミ箔に直径8mmの丸穴を開口面積率20%と

なるようにあけ ,  エポキシ樹脂で豊浦砂を塗布したもので ,  その外見は図 .  2のよ

うであり ,  力学的性質は表  lに示す通りである．  

 

図2 円筒形の筒状補強試料  

 

表1  エポキシ樹脂で豊浦砂を塗布したアルミ箔の力学的性質  

 

豊浦砂供試体は ,  高さH=4cm, 直径D=7cmであり ,乾燥密度ρ=1.14g/cm3(相対密度

D=80%)とした．試験中の排水 (気 )条件は ,  圧密排水とし ,  側圧σ 3=49kPaのもとで ,  

圧縮速度0. 8%/minで軸圧縮を行った．表2は試験結果を表している．表中で圧縮強
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度欄および変形係数E5欄に付けた番号 (1)(2)(3)は ,  それぞれ大きさの順位を表し，

× 印は最小値を表している．圧縮強度が大きいのは，補強材が背の高い (κ /H=2/3)

三角筒および四角筒の場合であり，圧縮強度が立体補強材の表面積に支配される

ことをうかがわせる．E50が大きいのは，背の高い円筒の場合であり，E5には補強

材の表面積とともに形状が影響することを示している．また  2枚の円板で供試体

を水平に仕切った場合は，豊浦砂だけの供試体より圧縮強度もE5も小さくなって

いるが，  これはジオテキスタイルの摩擦が小さいためであろう．  

 

表2 三軸試験結果  

 

図．3(a)，(b)はそれぞれ補強体の形状別に，その表面積と三軸供試体の圧縮強度及

びE50の関係を表している．図 . 3(a)に於て補強体の形状と圧縮強度の関係は，細長

筒 (a/4=1/4 S≒200cm2)では四角筒：三角筒：円筒=1:：0.8：0.8であり，また太長筒
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(a/A4=1/2S≒270cm2)では，三角筒：四角筒：円筒=1：0. 9：0. 8である．  

図 . 3(b)の変形係数E50については，細長筒では円筒：三角筒：四角筒=l：0. 6：0. 6

であり，太長筒では三角筒：円筒：四角筒=1：0. 9：0. 8である．実際に路盤に使

用する集合補強体は太長筒に近いが，この場合は三角筒が強く，たとえば圧縮強

度は四角筒より約10%強いことがわかる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3(a) 補強材の表面積と圧縮強度の関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3(b) 補強材の表面積と変形係数の関係  
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3.3 CBR型貫入試験  

 

立体ジオテキスタイルで補強された路盤では，舗装版を介するために荷重はや

や分散してはいるが，輪荷重による局部鉛直荷重を受ける．この力学的条件を室

内で模擬する一手段として，CBR型の貫入試験を行った．土試料としては，先の三

軸圧縮試験と同じ炉乾燥豊浦砂を用いたが，補強材は不織布とした．その材料特

性はAppendix 1及び2に示されている．また豊浦砂との摩擦係数μ  を一面せん断試

験機によって垂直応力 25～98kPaの範囲で測定したところ，μ≒1. 1であった．試

験は，大きく2種類に分けられる．第1はCBR型試験の結果を三軸圧縮試験の結果と

比較するためのもので，補強体は円筒及四角筒のもの1個をモールドの中央に埋設

した .  これを単体の貫入試験と呼ぶ .  第2は , より現場条件に近づけるために ,  連

続した格子状の立体ジオテキスタイルをモールド全面に埋設したもので ,  集合体

の貫入試験と呼ぶ．  

 

(1) 単体の貫入試験補強材の形状は円筒と四角筒とし ,  寸法は , 高さ5cm，断面は円

筒では直径56cm, 四角筒では一辺44cmまたは5cmとした．豊浦砂を目標相対密

度D80%として空中落下法でモールドに入れた．補強材の土かぶり厚さは lcmと

した．図 .  4は貫入抵抗～貫入量関係の例であり , 表3は試験結果の総括表である． 

 

表3 CBR試験結果  
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図4 単体の補強材の貫入量と荷重の関係  

 

補強効果を荷重板の影響も含めて検討すると表4のようである．  

 

表4 補強体の種類と荷重板の影響  

表において，貫入抵抗は表3の 5cm貫入値で評価した．補強体を入れない砂供試

体 (1), (2)の貫入抵抗に対する補強供試体の貫入抵抗は ,  表に示すように ,  円筒補

強体の方が大きい．そして ,  補強効果は荷重板がない状態でより顕著に表われてい
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る．つぎにTabel5は , ピストン径の影響を調べたものである．表を縦方向に読みと

ると ,  直径が50mmの場合の方が大きな貫入抵抗を示すことがわかる．この結果は , 

貫入試験を半無限弾性体の表面で行えば ,  貫入抵抗応力はピストンの直径に反比

例するという弾性解から類推されるであろう．また ,  補強体形状が貫入抵抗に与え

る影響は ,  表を横に読みとると ,  ピストン径 50mmの方に明確に現われることがわ

かる．表4, 5から共通に導かれる結論は ,  補強体の補強効果は ,  載荷が小面積につ

いてなされる程顕著に現われるということである．  

 

表5 ピストン直径の貫入試験結果に及ぼす影響  

 

(2) 集合体の貫入試験  

連続した立体ジオテキスタイルは ,  幅5cmの不織布をエポキシ樹脂で格子点のみ

を接着してから縫い付けて成形した．格子の断面形状は ,  一辺4.38cmの四角形とし

た． これらの立体ジオテキスタイルをモールドの全断面を覆うように土かぶりを

1cmとして埋設した．モールドの中心軸 (載荷軸 )と格子断面の相対位置は ,格子点を

中心軸に合わせるもの (壁心載荷 )と ,  格子内空の中心をモールドの中心軸に合わ

せるもの (壁間載荷 )の両方に設定した．豊浦砂の締固め方法および貫入試験の方法

は (l)の単体の場合と同様である．図 .5は貫入抵抗～貫入量関係である．表6は試験

結果の総括表である．  

集合体補強供試体の貫入試験は ,  路盤の平板載荷試験を念頭に置いている．この場

合 , 路盤支持力に及ぼす土被りの影響は ,  荷重板の有無によって定性的に評価で
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きると思われる．表7(a)は ,  本貫入試験結果に及ぼす荷重板と載荷位置の影響を表

わしている．表を縦に読みとると ,  荷重板の影響は壁心 (格子点 )載荷に大きく現わ

れている．また ,  表を横に読みとると ,  載荷位置の影響は ,  荷重板が有る場合は壁

心載荷の抵抗が大きく , 荷重板がない場合は ,  その逆になっている．  

 

図5 集合体の貫入量と荷重強さの関係  
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表6 CBR試験結果  

 

表7(a) 貫入試験結果に及ぼす荷重板と載荷位置の影響  

 

表7(b)  貫入試験結果に及ぼす荷重状況の影響  
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表7(b)は ,  無補強供試体 (1), (2)との比較により ,補強効果を検討している．すなわ

ち , 壁心 (格子点 )載荷の場合 ,  荷重板がある方が，補強効果がよく現われるが ,壁間

(内空中心 )載荷の場合は , 荷重板の有無は補強効果の表示に影響していない．これ

らの結果をTabIe4の単体補強の結果と照合すると , 「壁心 (格子点 )載荷の場合 , 荷

重板がある方が補強効果がよく現われる」ことと矛盾している．  

上述の結果は ,  載荷によって供試体内に現われるすべり面の位置により概ね説

明できる．補強体が単体の場合および集合体の壁間の場合 ,  載荷は補強体の内空に

なされるので ,  荷重は内空に集中したままで補強体の下端まで伝達される．したが

って ,  すべり面は ,補強体より下方の砂のみの部分に現われるこの場合 ,無補強の供

試体との差は ,  補強体の下端までの土被りの有無のみとなる．上記矛盾は ,  その結

果であると考えられる．  

 一方 , 集合補強体の壁心載荷の場合は ,  すべり面が補強体の存在範囲に現われる

ため ,  荷重板を置けば非常に大きな受動抵抗が起こる．  逆に荷重板がなければ ,  

すべり面が浅いために受働抵抗が小さくなり ,  上述の結果を与える．最後に表4に

おいて ,  荷重板がない方が単体補強の効果が明瞭となる原因は ,  単体補強では前

述の理由で無補強に較べてすべり面が深いために ,土被り圧による受働抵抗が相対

的に大きくなるが ,  荷重板を置けば ,  その重力による土被り圧が卓越して ,  両者の

受働抵抗がほぼ等しくなるためであると考える．  

 

3.4 路盤の平板載荷試験  

 

地盤係数の異なる2種類の路床の上に ,  川砂だけを材料とする路盤と立体ジオテキ

スタイルで補強した路盤を敷設し ,  平板載荷試験を行って ,  補強効果を評価した． 

 

(1)補強体と路盤材料  

格子形状は ,  三軸・CBR両試験結果に大きくは影響しなかったから大量に作り易い

正方形格子とした．補強体の材料は ,  不織布AV1100でありその力学的性質等は ,  

Appendixl及びAppendix2に示している．埋設用の砂は ,  利根川産のものを使用した .  

その力学的性質は，図 .6のようである．補強体は ,  高さが10cmで ,平面形状は1辺

10cmの正方形の集合体である．集合体の製作方法は10cm幅の長さ150cmの帯状不

織布を相互に圧着させたものを現場で150×200cmに拡大して所定の格子状に成形

した後 ,  砂を投入した． (図 l参照 ) 
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図6 締め方度め度とコーン指数の関係  

 

(2)路床  

路床強度の大きい場所と , 小さい場所の各々について補強体の効果を確認するた

めに ,  表層だけが硬い地盤を掘削して ,  図 .  7に示すように浅深二種類の路床面を

設定した．強度の大きい路床として ,  地表から0. 1mの深さに2面 ,  強度の小さい路

床として ,  地表から0. 2mの深さに2面 ,  各面1. 5m×2. 0mのものを準備した．  

図7 試験に用いた路床の状況  

 

この試験地は ,  畑地に切込砂利を約15cm投入 , 転圧し ,  簡易舗装3cmを施した元
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駐車場である．簡易舗装は ,  路床掘削に先立って撤去した .  路床の強度は ,  平板載

荷試験により評価した．載荷板直径30cm, ジャッキ容量5t, 反力荷重を4tトラック

として試験を行い，2. 5mmの沈下量に対する地盤係数Kを得た．強度の大きい路床

K値は62GN/m3, 強度の小さい路床K値は34GN/m3であった．  

 

(3)路盤の施工  

補強路盤と無補強路盤をそれぞれ2種類の路床の上に ,  計4種類施工した .  路盤厚

はいずれも0. 1mとした．路盤材 (川砂 )の締固めは ,  振動バイブレーターで行った． 

砂に直接振動を与えると砂が左右に移動するだけで締固めが困難なので1m×1m× 

厚さ3mmのベニヤ板を介して間接的に振動を与えた．締固め度はd, =90%を目標と

した． 予め砂の締固め度とコーン指数qcの関係を図 .6のように調べておき ,  現場コ

ーン試験で管理した．目標のdc=90%に対し ,  補強路盤はdc≒87%に達したが ,  非補

強路盤は ,  より大きな締固めエネルギーを与えているにも拘らずdc  ≒81%にとど

まった．  

 

(4)路盤の平板載荷試験  

平板載荷試験の方法は , 路床の場合と同様とした． 試験位置は ,  各面の略中央で1

ヶ所とし ,  計4ヶ所で行った．表8に測定結果を示す．  

 

表8 路盤の平板載荷試験結果  

 

(5)補強効果の評価  

路床のK値が同じ組 (AとC, BとD)について路盤面のK値を比較すると ,弱い路床に

ついて以下のことが言えた．  

A路盤 (補強あり )/C路盤 (補強なし )＝69.0/49. 4=1. 39 
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強い路床について  

B路盤 (補強あり )/ D路盤 (補強なし )＝128. 6/37.6=3. 42 

したがって補強の効果は約1. 4倍以上あるといえる．  

つぎに ,  路盤の補強効果に与える路床強度の影響を見ると ,  B/A=(強い路床上の路

盤K値 )/(弱い路床上の路盤K値 )＝ l.  86倍となり , 路床の影響が大きいとがわかる．  

4つの路盤がそれぞれのK値を示した理由は ,  次のように推測される．  

1）  Aの場合 ,  路床の拘束は充分ではないが ,  路盤砂は水平方向には補強体の

拘束があるので ,  締固められて路盤強度が増加した．  

2）   Bの場合 ,  路床が強いので路盤の下部も拘束され ,  路盤は強く締固められ

た．  

3）  Cの場合 ,水平方向には補強体で拘束されていないが ,  砂が軟らかい路床に

めり込んで固定され ,  それが上方の砂の水平移動を妨げるためか ,  次の「D

の場合」よりもよく締固められた．  

4）  Dの場合 ,  路床が硬く ,  補強体による水平方向の拘束もないので ,  加振によ

り砂が逃げ ,  締固められなかった．  

 

3.5  FEMによる補強効果の逆解析  

 

浅い基礎のモデル実験によると ,  沈下量 Sと基礎幅Bの比は S/Bが約 3%程度から

基礎下にひずみの集中域が発達するといわれ , これ以内では地盤は連続体と考え

て良いといわれている．今回の平板載荷試験のS/Bは0. 8%程度であるから ,  地盤は

連続な弾性体と仮定できると考えられる．また , 周辺の試験地盤などの拘束の範囲

は ,  模型実験の場合底面が滑らかな時は ,  載荷板巾Bの 5倍程度以上と言われてい

る．このため現場試験の路盤幅は1. 5mとした．これらを前提として ,  試験地盤の

有限要素法解析を行った．地盤は平面ひずみ条件とし ,  解析領域を幅150cm× 深さ

90cm, 地表面への載荷を幅 30cmの等分布荷重とした．  メッシュ分割は図8に示す

ようであり ,地盤周辺の境界条件は ,  左右鉛直面は鉛直方向のみ可動底面は固定と

した．地盤は等方弾性体とし ,  地盤パラメーターはボアソン比0. 45, 密度1. 6g/cm3

とした．解析は ,表8の現場試験結果が得られるように弾性係数Eを逆算するもので

ある．先ず路床平板載荷試験結果を逆解して , 路床の弾性係数を求めた．つぎに ,  

その路床の弾性係数を与えて ,  路盤の弾性係数を逆算した．  
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図8 FEM解析のメッシュ  

 

表9 FEM解析結果  

 

表9は逆解析から求められた路盤・路床の弾性係数を示している．各値を比較す

ることで補強の程度を推測することが出来る．路盤をBarberの2層系弾性地盤と考

えた時は ,  第一層路盤の表面に於ける沈下量Δ 1は下記式で表すことができる．  
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E1：路盤の弾性係数，E2：路床の弾性係数， h : 路盤厚さ， a：荷重の接地面積， 

p：  荷重の接地圧  

上式によれば ,  路盤の沈下量はE2(路床の弾性係数 )が大きいほど ,  また弾性係数

比 (E1/E2)が大きいほど小さくなる．  

現場試験結果表8に示した路盤のK値は ,  路床の効果を含んだものであり ,  路盤固

有の強度が解らなかった．しかし ,  FEMで各層の弾性係数が逆算出来 ,このため補強

層の弾性係数を次のように比較することが可能となった．表9に示した計算結果か

ら , 補強体を設置した路盤 (A)と ,  設置しない路盤 (C)の弾性係数の比は ,  

A/C＝392/147＝2.7（1.39）  

B/D=833/3.4＝245（3.41）  

ただし ,  ()内はK値の比．  

したがって ,  補強体による補強効果は ,  K値より ,逆算弾性係数で表す方が明確と

なる．つぎに ,  補強体を設置した路盤の弾性係数に対する路床の弾性係数の影響

は ,  

A路盤 / A路床＝392/11. 0=35. 6 

B路盤 /B路床＝833/20. 0＝41.7 

となる．なおリーとミチェルも路床強度が増加すると補強体路盤強度も比例的に

増加するとしている．  

 

3.6 結 論  

立体補強体を利用することで ,  2. 5倍以上の弾性係数の増加を得ることが出来た． 

また ,  路床の強度が比例的に路盤強度に表れることが解った．  このように ,  砂を

立体補強体で水平方向に拘束すると ,  砂の締固め率が向上し ,  せん断抵抗が増加

して路盤強度が増加する．また ,水平に拘束があり ,  しかも下方にも強い拘束があ

る時はより大きい弾性係数を示す事が解った．また ,  補強体の面積が大きいほど拘

束力が大きく路盤弾性係数が大きくなり，四角柱集合体では面積を大きくし1辺の

長さを短くすることで強度を増加する事ができる．従来 ,  路床路盤の締固め率を向

上させるのには砂の粒度 ,  含水比 ,  細粒分の含有率の適当な組み合わせが必要で

あり , 細粒分のない砂には , 粘土 , 石灰 , セメント等の細粒分を混合することで締

固め度の向上を図ってきた立体補強体の利用は ,  路盤土の改良なしに ,  路盤の弾

性係数を大きくする道を拓くものである．つまり ,  この場合 , 路盤は土と不織布の

複合体といえる．  
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図1 補強体設置の状況  

 

Appendix 1  不織布の特性 (1) 
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Appendix 2  不織布の特性 (2) 
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第 4 章 本研究による成果を用いた施工例：海外での適用例 

 

4.1 施工を実施した背景  

 

日本国憲法第 25 条において，「すべての国民は，健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する .」第２項では，「国は，社会福祉，公衆衛生の向上及び増

進に努めなければならない.」とあり，憲法前文後段では，「われらは，いずれの

国家も自国のことのみに専心して他国を無視してはならないのであって，政治道

徳の法則は，普遍的なものであり，この法則に従うことは，自国の主権を維持し，

他国と対等関係に立とうとする各国の責務であることと信ずる.」とある.これら

の精神によって援助を行うのである.国民が，安全を脅かされる，病気に罹る，環

境被害を被るときがあり，安全には，戦争，地震，水害，があり，病気には，急

性のコレラ，狂犬病，エボラ出血熱など，慢性の病気には，エイズ，マラリア，

などがある.環境被害は，廃棄汚水，下水汚染，産業廃棄物汚染がある.これら基

本的に共通していることは，公共福祉，公衆衛生の不足であり，その下で最低共

通していることは，正常な質・量の水の供給の無いことである.水の供給がとまる

と，人間は 10 日程度しか生存できないし，飲み水は，最低３ℓ/日程度，生活水は最

低 80ℓ/日必要とされている.低開発国での乳幼児，児童の死亡率は，主として飲食

物系疾病に起因するから，良質の水供給が薬品，治療に先だって必要である.廃棄

物汚染，下水汚染に対しても，緊急に良質水道の供給が入用である .最低量，ある

品質以上が必須である .これらの観点から，水供給援助が第一と考えられた. 

ギニア国は，１人あたり国民所得は，487 ドル/ギニアであり，34000 ドル/日本

である.平均寿命は，47.4 歳/ギニアであり，80 歳/日本，（1990 年）である.ベル

リンの壁以後の東西融合から，旧東部の国々に援助が行われるようになった.これ

らの背景から，ギニア国への水援助が行われるようになった.ギニア国の水生産は，

平均 50ℓ/日/人で，日本は 400ℓ/日/人である，アフリカで提唱されている 80ℓ/日/

人と比べても少なかった.被援助国は，国民所得額により決められるべきで，場所

としては，降雨少なく，河川の無いところ，人口の多いところ，疾病の多発する

ところ，また，その国の教育，組織ができて，投資の効果の良い所は援助の対象

になり易い.水の援助は，緊急援助，復旧援助，長期援助などに区別される場合が

ある.また，国の援助は，対象国，場所，品質・種類，金額等の順序には，各々予

め決まった順序，基準を作成して実施するのが普通である. 
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水を援助するのに，時期は適当か，援助対象と，場所は妥当か，援助の品目は

妥当か，でないか，そして，量は，何時までの具体的問題点の他に，相手国援助

受け入れ組織と，援助目的が，要望と一致しているか（例えば，大きな要望，低

い組織，違った目的など．），水援助以前の啓蒙宣伝･衛生教育の普及が必要か，（一

般にＬＬＤＣ国では，信頼する統計がない），それら条件に従って計画する.最後

に，予算金額は十分か .等の各項目諸点の検討が必要である.援助を要望に従って

散発的に行う方法，或る目標，地域に年次目標をたて，集中的に経年連続的に行

う方法，或る目標を国連，他国等と多数共同で行う計画，その時場所の分割，品

目，種類の変更，期間の訂正，の共同作業の打ち合わせ.現地の調査，現地資料の

収集，現地人の募集，下請けの調査，通信方法等を調査する.ギニア国に，水道建

設工事を実行するうえで，技術的，実施する問題は何か，ギニアの雨季の問題，

地質に関する問題，そして，水と地質からくる洗掘の問題の解決のみならず，最

後には，現地人との交流であろう. 設計は，現地の材料，技術を最大限採用して，

現地製作させ，利用し，現地雇用を増加させる.そして，褒め，彼らに自信を持た

せ，やる気をおこさせる.そのためには，余裕の時間，教育時間，その準備を予め

計画に入れる必要がある. 

 日本において，繊維を利用する研究，初期の外国からの導入から，日本の建設

時代の利用，公害の被覆，杭，地盤改良への利用，ファブリパック・ドレイン，

河川護岸，ファブリフォームの開発があり，日本独自工法としての地盤改良杭等々

が杭として発明された .この初期利用開発時代をへて，敷布は不織布へ，材料もナ

イロンからポリエチレン等異種繊維の出現，織布は膜へ，不織布と発展し利用範

囲も多方面に変化した .しかし，繊維には，独特の引っ張り性質があり，即ち，引

っ張り力はあるが，伸びが大きい，弾性係数が小さい，鉄筋，コンクリートと土

の緊密関係は望めず.織布，膜独自の使用により，力学的強度を得ることが出来た

のである.本論文は，不織布を道路補強材として使用するため，布で土砂を拘束し

て，間接的にせん断強度を出させ，それを，繊維による補強方法とした.この拘束

方法が，立体ジオテキスタイルの方法である . 

アメリカのアルミニュウム材料による同様な工業製品，軽量等の発想から出発

した立体補強材がある .これは，格納庫の床材として，軍用に使用された製品であ

る.これは，我々が提唱する，繊維製品より同面積で重量は約３倍と重く，組み立

ては，複雑で変形し易く，時間を要する，砂拘束性質は優れ，材料が軸力を支持

するので力学的性質は優れているが，材料価格が高価で，部材重量は重く，外国
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第一砂層

第一砂層

織布

固定木材固定木材

（1）

（2）

（3）

木材固定

固定木材

転圧趾、ワダチ

拘束圧密

両端固定木材

織布 第二層埋戻し、織布第二層両端固定

第一層転圧趾

織布固定

織布固定

織布固定

文献にはあるが，商品としては，日本では普及していない.特殊目的に利用されて

いるのであろう. 

立体ジオテキスタイルが，路盤効果を向上させる，具体的な例は次のとおり．  

1) 初期の織布による，地盤土砂の拘束法は，軟弱地盤の上に敷布を覆い， 

2) 上部からタイヤローラーなどで，輪だち跡をつけるように転圧する .この時，

上布両端は，木材などに固定しておく，軟弱地盤〈第１層〉を敷布などで，拘

束状態で転圧し，  

3) その上層に〈第 2 層〉再び盛り土する.この時の第 2 層は，第１層を路床して，

第 2 層は改良される.第１層は織布により，拘束され，せん断力を得る.それで

第 2 層が地盤として改良されたのである.初期のジオテキスタイルによる実用

原理例である. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1 立体ジオテキスタイルによる路盤効果向上の具体例  

 

アルミ材の平面形状，円形四角形，三角形の立方体，高さ/辺比，等を変化させ

た研究によると，地盤上にジオテキスタイル織布を両端拘束なく１枚敷いても補

強効果はない，２枚敷いても効果はなく，反って沈下量はより大きくなるという

結果がでた.これに反して，立体ジオテキスタイルは補強効果があり立体面が砂を

拘束することにより，沈下は少なくなる.補強効果は，拘束面積が広い方が大きい，

実験は，アルミ箔による室内実験でも表記のような同様な結果であった. 

砂をもり，敷布を掛ける  

第一砂層を転圧する .  

再 度 ，砂 盛 り，敷 布 を掛 け，転 圧 す

る  
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以上のように地盤の強度を向上させるには，地盤の職布による立体的拘束が必

要である.1976 年は，未だ，地盤を拘束して強度をあげる試みは材料，方法に具体

的な提案はなかった.この立体ジオテキスタイルが嚆矢であろう. 

海外で，初めて，世界最大降雨量 4，350mm/年にかかわらず，無事工事を完了で

きたことは，一にかかって，ジオテキスタイルの立体形状，準備，施工工具によ

ると考えられる.ジオテキスタイルの効果は， 

１.工学的に自動車荷重等に有効で，舗装，簡易舗装等に使用できる. 

２．環境的には，水洗掘保護，水ろ過，等に利用できる. 

ジオテキスタイルの特徴は，軽く，早い組み立て速度，経済的，省力的である.

ギニア国で水道管を建設中，ジオテキスタイル簡易舗装は，道路肩および，管を

防護し，豪雨，ラテライト地質に拘わらず，再び，損害を被ることなく，概略延

長 100km 延長の水道管敷設工事および，その保護簡易舗装を無事完了できたこと

は，ジオテキスタイルが，耐荷重能力のみならず，対水洗掘力に優れた理由があ

ったからと考えられる . 
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4.2  本研究の効果の適用例：ギニア国水道管路施工の概略  

 

現在ギニア国といえば，皆エボラ出血熱を連想するであろう，今から 20 年前は，

「エボラ出血熱は，ギニアの雨季がすんで，サハラから北風が吹き出すと，怖い

エボラ出血熱があり，コナクリ市（首都）人口 50 万人（1980 年）の内，雨季（7，

8，9 月）は雨量平均 900mm/月（世界一），4350mm/年（世界一）（東京 1460mm/

年）でこの時の擬似コレラ入院患者数は 5000 人を超える有様であった .しかもこれ

が 8 年間も続いている有様であった .このため，下水改良と別に根本的な水道建設

を国連と共にコナクリ市内に建設することになった . 

 

図 2  コレラ感染者数と雨量の関係（コナクリ市，1994 年）  

1989 年の基本調査の結果①東部地域国道 1 号線上の送水本管 φ300，延長 18.5k の

建設である .援助の経緯は，ギニア国は，第 3 国側として，戦争はヴェトナム・米国戦にも参

加し，国交もソ連，北鮮，中国，キューバ等と行い，日本大使館の存在もなかった .そのころ

援助は主としてソ連からうけ，ギニア国は，ボーキサイド等を輸出していた.（世界第 2 位）こ
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れが，1980 年頃から自由主義と国交を回復し，このギニア国，コナクリ市の水道等の共同

援助が始まった .  

ギニア国は元々フランスの旧植民地で，ギニア国の正式国語はフランス語であ

る .宗教はイスラム教と一部現地宗教である .ギニア国の位置は略北緯 9 度 30 分（首

都コナクリ市）にある .現在，世界でギニアがつく国は，アフリカ地域では，ギニ

アビサウ国，熱帯ギニア国があり，南太平洋ではニューギニア国がある .名付けの

最初はギニア国である .国土面積は 246.4 千 km2 で，ほぼ日本国土面積と同じであ

る .季節は乾季と雨季にかれ，雨季は，6，7，8 月であり，雨量は年間 4350mm（コ

ナクリ市）に達する .地形，地質は，首都コナクリ市は東西長 18km，南北幅 2～3km

半島上にあり，半島稜線高度 130m ぐらいで，東西方向中央部を走る .中央稜線か

ら南および，北海岸に向かって平均約 4%で傾斜している .地質基岩は，花崗岩質，

長石質閃長岩と玄武岩質かんらん岩であり，主としてかんらん岩が出現する .強度

は，1000kg/c ㎡と極めて高く風化進行すると，赤色を呈する .水道管建設の表土は，

ラテライトと称する熱帯特有の土質からなり，岩の組成はアルミ，珪素などを素

材とする土砂で，アルカリ質により結合している，一度掘削して，組成が崩され

るとバラバラになる，土の強度は概略 50kg/c ㎡から概略 5kg/c ㎡に低下する .雨季，

降雨時には，土砂は泥濘化する .水道管埋設土砂は，洗掘の対象になる .前期の工事

で，前期，急傾斜の管埋設部分は雨季中相当延長の洗掘による侵食を受けた，深

さ 90cｍに埋めた水道管は露出し，管継ぎ手など，再配管を行い，圧力テスト実施

した，本工法 2 期，3 期施工以後はジオテキスタイル工法を地表面防護に施工した

結果，特に洗掘の被害は認められなかった .  

 

1) 施設計画  

初期の旧管径 300mm 水道管は 1903 年に地上配管で，建造された .規格は旧仏領

であった関係から，フランス規格が多い .新管敷設計画は，φ400mm ダクタイル管

を主管として，φ300，φ200 を分岐する .管敷設の断面は，図 -1 のごとく，掘削深度

は，平均 80～100cm，埋設頂部 10cm 厚さに，ジオテキスタイルによる簡易舗装を

行った .  

ジオテキスタイルは平面形状一辺略 10cm の亀の甲型メッシュで，立体的に深さ

10cm の折籠状で，ポリスチレン製不織布で組み立てられている，施設方法は，作

業枠と共に組み立て，枠に不織布を被せたまま，共に埋め立てて設置，次にジオ

テキスタイル折籠内に砂を詰め，最後に作業枠のみを撤去して，転圧して，完了
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する .この後埋め戻し土の転圧度の確認は 30cm 径円盤の載荷テストにより沈下試

験を行った．  

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3   寸法 60cm×400cm×10cm  ジオテキスタイル図  

 

2）水道工事全体計画  

ギニア国ではエボラ出血熱流行の噂もあったが，現実は雨季におけるコレラ他

胃腸疾患の対処が優先，水道施設の建設が最優先とされた .4350mm/年降雨量は，

世界 1 であり，7 月，8 月 9 月各月雨量も世界 1 である .これらの水は，アフリカ第

3 の大河ニジェール河の源流となり，降雨が大湖水を作り，以後アフリカ大地を潤

す基となる .   

工事計画以前に水道工事は，気象事情・地質のほか，国内事情，土地の特殊事

情，国民の墓地，サッカー場の移設など，それと工事となる .工事製品を考えると，

安全か，工期に間に合うか，現地で入手，製作作可能かなどの問題と，前期工事

で降雨のため，90cｍ深，距離 170m 設置の埋設管が雨水で洗掘され，埋設管露出，

配管，圧力テストのやり直しをした経験を，如何に解決するかが問題であった .こ

の状態を繊維織物（以下ジオテキスタイル）の研究中の舗装方法適用を検討した .  

ジオテキスタイルは，簡易舗装としての実験は概ね完了していたが，洗掘力に

対する効果など追加検討された .  

計画・工程は，他に貯水池予定地の墓地移転，サッカー場の移転期間など，イ

スラム習慣の金曜日休み，官僚の土曜，日曜日休みなどの重複，宗教習慣に関係

する習慣は，解決に時間が要る作業で，これが全体工程にどれぐらい影響するか，

それを補うための雨季中の雨天下作業，ジオテキスタイル急速施工法等の実施が

要望され，それに応える形で工事を終えた .  
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コナクリ半島における首都コナクリ市の機能は，3 地域に分割され，半島東部先

端部を行政官庁地域に中部南部を商業工業地域に，飛行場は半島中部の南部に，

半島中部，北部は副都心とする .コナクリ市水道計画は，東部地区を住居地域の水

道水源は，東部 30kｍの場所にあるイエスルウー浄水場から，現在国連による建設

中の φ700 管を通して飛行場北部付近で取水し，中部地区 15km 区間に配管した．.  

 

3) 洗掘とラテライト地質  

当地のラテライト地質に対する雨季の洗掘影響について説明する .地殻岩石を構

成する珪酸塩鉱物は，化学的風化により不溶性の残留物である粘土と，可溶性の

成分に分解される .後者の一部は水和・酸化され沈澱するが，残りは河川により運

搬され，海岸にもたらされる .岩石の風化のプロセスは次のとおりに分解される .  

 

      酸性雨の雨水   Na，K，Ca，Mg.の溶脱  粘土  鉱物  

 

造岩鉱物    腐植の有機酸   Fe，Al の溶脱  水酸化鉄，ボーキサイト .  

 

      アルカリ性の水   Si の溶脱・集積  非晶質珪酸，オパール  

 

熱帯地域では，高温多湿なため微生物の活動が盛んで，そのため植物遺体が分

解されてしまい腐植酸がすくない .また， 降雨によって腐植酸が流れてしまうの

で，その結果 Al や Fe が水酸化物として地表ちかくに残留し，赤色土がつくられ

る . また熱帯―亜熱帯のモンスーン～サバンナ気候下では乾季と雨季が半年ごと

に交互し，それ共に地下水位が大きく下降・上昇すると，弱酸性の雨水は岩石中

に浸透し，次式が進行してアルカリを溶脱する .  

    CO2+H2O+H2CO-
3       H+HCO―

3+H++CO2-
3  

降雨が続くとアルカリ性の地下水は水位が地表まで上昇し，地下水の作用で Si

が溶脱する結果，難溶性の Fe と Si が濃集し，水酸化鉄あるいは水酸化アルミニュ

ウムとなって残留土壌は赤茶―赤紫色を呈する .この土壌は柔らかく，豪雨により

水道管の埋戻し土が侵食され，配管露出事故を起こす . 

ギニア国，地域的にブラジル，オーストラリア，カナダなどと共に，世界のラ

テライト地域で，例えば，ボーキサイトの輸出は世界第 2 位，埋蔵量は世界第 3

位といわれている .このような地域で，世界一の雨量時の掘削作業について，雨量
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とラテライト土壌の掘削作業埋め戻し作業のために，特別な方法が必要であった .

ジオテキスタイル道路肩部の簡易舗装の方法に対して，当初は織布を平面的組み

合わせ，引っ張り力に対抗する考えによっていたが，論文にあるように，平面敷

布では，却って無い場合より三軸試験結果は悪く，織布を立体的に組み立て，砂

を立体的に囲い込み，砂のせん断力を増加させることで，耐力増加させることを

考えた .この場合砂の種類を特に選択することなく，繊維拘束面積を増加すること

で耐力増加することが分かった .この考え方から，簡易舗装の応用を考えた . 

今度の場合，管を埋設した表面の簡易舗装が，豪雨により，洗掘されるかどう

かが問題となった .地表面 10％勾配の管敷設の場合，ジオテキスタイル一辺１０ cm

メッシュは，縦断方向横距離 10cｍに対して，縦距離 1cｍの高低差は，水は表面を

洗掘することなく，水が流れることが目視された .この状態から，前期の受水槽取

り付け部の洗掘防護に対策として，立体ジオテキスタイルを管路埋設上部の表装

防護と，洗掘防止の両目的工法として採用した .本工法現地敷設には，時間がかか

るため組立器具を考え数組用意して，準備，設置，砂投入，器具撤去とグループ

別に作業して効率を高めた .ジオテキスタイルは，完成後，この下に埋設物ありの

目印にもなる .組立作業は，早く，正確におこなうために，下図の骨組み型枠を製

作し，組み立てた .  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

 

 

図 4 組立器具  

 

 



－54－ 

第 5 章 結 論  

 

本研究は，地盤の力学的な安定性を改善しながらも環境保全に配慮した地盤の

補強方法に関する研究成果をまとめたものであり，次の内容から構成されている． 

まず本研究が取り組む二つの研究，すなわち大深度地盤掘削用泥水にフェロシリ

コン（FeSi）を添加して地下連続壁を作成する方法とジオテキスタイルによる道路

路盤補強に関する研究に取り組んだ背景を説明する．前者は，他の地下工法と比

較して施工中の騒音や振動が少なく，また止水性が高いために周辺地盤を乱さず，

さらに地盤沈下も発生させにくいという環境面での有用な特性をもつ地中連続壁

工法では Na 型のベントナイトを水に懸濁分散させたものを泥水として使用してい

るが，今後増えると予想される大深度掘削の際には，従来のベントナイトに代わ

る単位体積重量の大きい安定液材料の開発が急務となっていることを踏まえ，単

位体積重量がベントナイトの約 2 倍大きいフェロシリコンを土木分野での泥水に

適用することを検討し，その実験的成果をまとめたものが本研究の成果の一つで

あることを説明する．また後者では，都市内の道路では路盤を薄くすることが求

められており，そのためにセメント安定処理路盤が多用されてきたが，安定処理

土は舗装の打ち換え時に建設副産物として処分する環境対策が問題となっている

ことから，帯状のジオテキスタイルをその面が鉛直となるように格子状に組んで

敷設し，内空に土を充填して路盤を形成するジオテキスタイルの立体的な補強方

法に着目し，それを路盤に適用することの有用性を検証する意義を説明する．  

次に前記の本研究による各工法を研究した成果として，次のような特徴をもつ

ことを明らかにしたことを報告する．まず FeSi を加えた泥水を用いた工法におい

ては，FeSi の添加量と泥水の単位体積重量は FeSi 粉末の平均粒径に依存すること

なくほぼ線形関係にあり，泥水の単位体積重量も粒径に関係なく添加量の調整よ

って容易に制御できること，あるいは FeSi を添加した泥水は，その効果によって

単位体積重量が増加するので，少量のベントナイトの添加量でも粘度を調整する

ことが可能となり，その結果コンクリート打設時に混入するセメント成分などに

よる泥水の劣化が生じにくい利点が生じ，またベントナイト泥水の劣化を防ぐた

めに特定のイオンを加えたり，粘度降下剤で凝集したベントナイトを分散させた

りするという経験に頼った調合をする必要がなく，現場に適する粘度をもつ泥水

を容易に作成できること，さらには電磁吸着分離法による泥水の回収実験を実施

した結果，泥水の粘度にかかわらず約 90％の Fe 元素成分の回収率を得ることを示
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し，そのことにより泥水に残存する固形物の重量を減量させることによる環境改

善効果も大きい効果を得られることを明らかにした．一方，本研究によるジオテ

キスタイルを用いる工法の研究において，さまざまな形状の格子要素を入れた砂

の供試体の三軸試験を実施した結果，補強体の面積が大きいほど拘束力が大きく，

路盤弾性係数が大きくなること，また四角柱集合体では面積を大きくし，1 辺の長

さを短くすることで強度を増加させることができること，あるいは現場における

平板載荷試験を実施した結果，路床の硬さによって路盤の締固められ方が変化し，

立体的なジオテキスタイルを使用する際に適する路床の硬さ考察し，さらには現

地試験で得た地盤係数を用いて，有限要素法によって路盤と路床の弾性係数を逆

算した値によって理論的にも路盤強度が増加することを証明した．  

 このように，本研究は残存する固形物の重量を減量させることによる環境改善

効果をもったフェロシリコン添加泥水による力学的な安定性を補強させた地中連

続壁工法およびセメント安定処理のように建設副産物を発生することなく路盤強

度を増加させるジオテキスタイルの立体的な補強を行う方法の有用性の考察結果

をまとめたものであり，本研究によるジオテキスタイルの成果として，海外での

施工実績例を挙げ，本研究が実用的にも大きく貢献するものであることを証明す

るものであることを示した．                  以上  

 

 

謝辞 西垣先生および西山先生には、全般的な論文のご指導、ご教授をたまわり、

誠にありがとうございました。また、公聴会に際しては、主査西山教授、副主査

鈴木教授および副主査諸塚教授からのご懇切な示唆およびご指導を賜りました。

厚くお礼申しあげるとともに、今後の励みにしたいと思います。  

 重ねて、お礼申しあげます。  

 





 
 
 
 
                   

補 足 資 料 

海外施工例 





補足資料 海外施工例 目次 

 

― 目    次 ― 

第 1 章 はじめに ···························································  1 

1.はじめに ·······························································  1 

(1）何故援助するか ·····················································  1 

(2）何を援助するか ·····················································  1 

(3）何に、何時、誰に援助するか ········································   2 

(4）問題点はなにか ·····················································  2 

(5）その解決法はなにか ·················································  2 

(6）問題は何か ·························································  3 

2. ギニア国水道管路の概略 ···············································  3 

(1）施設計画 ···························································  5 

(2）計画 ·······························································  5 

(3）ラテライト ·························································  6 

(4）ギニア水道計画への適用 ·············································  8 

3 論文の構成、過去の研究 ················································  9 

 

第 2 章 計画地の概況 ······················································· 12 

1．計画地の位地及び社会経済事情 ·········································· 12 

(1）人 口 ····························································· 12 

(2）産 業 ····························································· 14 

(3）財 政 ····························································· 14 

2．自然条件 ······························································ 16 

(1）地 形 ····························································· 16 

(2）気 象  ··························································· 16 

３．社会環境 ····························································· 17 

(1）インフラストラクチャーの現状 ······································· 17 

(2）コナクリ市の都市計画 ··············································· 17 

４．コナクリ市の旧事業の現状 ············································· 19 

(1）給水事業の実施体制 ················································· 19 

(2）既設施設の現況 ····················································· 22 

(3）既設施設の問題点 ··················································· 24 

(4）世銀第二次給水計画 ················································· 25 

 

第 3 章 計画の内容 ························································· 34 

1．計画の目的 ···························································· 34 

2．要請内容の検討 ························································ 34 

(1）計画の妥当性、必要性の検討 ········································· 34 

(2）実施・運営計画の検討 ··············································· 35 

(3）類似計画、他の援助計画との関係 ····································· 36 

(4）計画の構成要素の検討 ··············································· 37 



(5）要請施設・機材の内容検討 ··········································· 38 

(6）技術協力の必要性検討 ··············································· 38 

(7）協力実施の基本方針 ················································· 38 

３．計画概要 ····························································· 39 

(1）実施体制及運営体制 ················································· 39 

(2）事業計画 ··························································· 39 

(3）計画地の位置及び状況 ··············································· 39 

(4）施設・機材の概要 ··················································· 41 

(5）維持・管理計画 ····················································· 42 

４．技術協力 ····························································· 44 

 

第 4 章 基本設計 ··························································· 45 

1．設計方針 ······························································ 45 

2．基本設計条件の検討 ···················································· 46 

(1）上水道幹線の設計条件の諸元 ········································· 47 

(2）水需要予測 ························································· 49 

３．基本計画 ····························································· 55 

(1）施設計画 ··························································· 55 

(2）資機材計画 ························································· 58 

(3）基本計画図 ························································· 60 

 ４．施工計画 ····························································· 72 

 （1）施工方針 ···························································· 72 

 （2）建設事情及び施工上の留意事項 ········································ 73 

 （3）施工管理計画 ························································ 73 

 （4）資機材調達計画 ······················································ 73 

 （5）実施工程 ···························································· 74 

 （6）概算事業費 ·························································· 75 

 

第 5 章 事業の効果と結論 ··················································· 78 

1．緊急性 ································································ 78 

2．効 果 ································································ 78 

3. 結 論 ································································ 79 

4. 提 言 ································································ 79 



略 字 記 号 

 

ＢＣＰ ： BRIAN COLQUHOUN AND PARTNERS ：コンサルタント  

 

ＢＥＩ ： BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT ：欧州投資銀行 

 

ＣＣＣＥ ： CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE ：経済協力中央金庫 

    (フランス)  

 

ＤＡＮＩＤＡ ： DENMARK INTERNATIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY :デンマーク 

    国際開発庁 

 

ＤＥＧ ： DISTRIBUTION DES EAUX DE GUINEE :ギニア水道庁 

 

ＥＤＦ ： EUROPEAN DEVELOPMENT FUND :欧州開発基金 

 

ＩＤＡ ： INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION :国際開発協会 

   (第二世界銀行) 

 

Ｇ．Ｇ． ： GUINEE GOVERNMENT :ギニア政府 

 

ＩｓＤＢ ： ISLAMIC DEVELOPMENT BANK :イスラム開発銀行 

 

ＫｆＷ ： KREDIT ANSTALTR FUR WIEDERAUFBAU :ドイツ復興銀行 

 

ＭＲＮＥＥ ： MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES, :資源・エネルギー 

  DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 環境省 

 

ＭＵＨ ： MINISTERE DE L’URBENISME ET L’HABITAT :都市計画・住宅省 

 

ＳＡＵＲ ： SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL :都市･農村整備会社 

 

ＳＥＥＧ ： SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX DE GUINEE :ギニア水供給会社 

 

ＳＦ ： SAUDI FUND :サウジ基金 

 

ＳＮＡＰＥ ： SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DE POINT :地下水源公社 

 D’EAU 

 

ＳＯＮＥＧ ： SOCIETE NATIONALE DES EAUX DE GUINEE :ギニア水道公社 

 

ＵＮＤＰ ： UNITED NATION’S DEVELOPMENT PLAN :国連開発計画 





ⅰ



ⅱ

kubo
長方形



ⅲ



ⅳ



ⅴ



ⅵ



－1－ 

第 1 章 はじめに 

 

1. はじめに 

 

海外の水援助について、次のことを考える。 

・何故援助するか 

・何を援助するか 

・何処、誰、何時援助するか 

・問題点はなにか 

・その解決方法はなにか、具体的方法はなにか 

 

1) 何故援助するのか 

日本国憲法第 25 条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を有する。」第２項では、「国は、社会福祉、公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。」とあり、憲法前文後段では、「われらは、い

ずれの国家も自国のことのみに専心して他国を無視してはならないのであって、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権

を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であることと信ずる。」と

ある。 

これらの精神によって援助を行うのである。 

 

2) 何を援助するか 

国民が、安全を脅かされる、病気に罹る、環境被害を被るときがあり、安全

には、戦争、地震、水害、があり、病気には、急性のコレラ、狂犬病、エボラ

出血熱など、慢性の病気には、エイズ、マラリア、などがある。環境被害は、

廃棄汚水、下水汚染、産業廃棄物汚染がある。これら基本的に共通しているこ

とは、公共福祉、公衆衛生の不足であり、その下で最低共通していることは、

正常な質・量の水の供給の無いことである。水の供給がとまると、人間は 10

日トリ程度しか生存できないし、飲み水は、最低３ℓ/日程度、生活水は最低 80ℓ/

日トリ必要とされている。 

低開発国での乳幼児、児童の死亡率は、主として飲食物系疾病に起因するか

ら、良質の水供給が薬品、治療に先だって必要である。廃棄物汚染、下水汚染
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に対しても、緊急に良質水道の供給が入用である。最低量、ある品質以上が必

須である。 

これらの観点から、水供給援助が第一と考えられた。 

3) 何処、何時、誰に援助するか 

ギニア国は、１人あたり国民所得は、487 ドル/ギニアであり、34000 ドル/

日本である。平均寿命は、47.4 歳/ギニアであり、80 歳/日本、（1990 年）であ

る。ベルリンの壁以後の東西融合から、旧東部の国々に援助が行われるように

なった。これらの背景から、ギニア国への水援助が行われるようになった。ギ

ニア国の水生産は、平均 50ℓ/日/人で、日本は 400ℓ/日/人である、アフリカで

提唱されている 80ℓ/日/人と比べても少なかった。 

 被援助国は、国民所得額により決められるべきで、場所としては、降雨少

なく、河川の無いところ、人口の多いところ、疾病の多発するところ、また、

その国の教育、組織ができて、投資の効果の良い所は援助の対象になり易い。

水の援助は、緊急援助、復旧援助、長期援助などに区別される場合がある。ま

た、国の援助は、対象国、場所、品質・種類、金額等の順序には、各々予め決

まった順序、基準を作成して実施するのが普通である。 

 

4) 問題点はなにか 

水を援助するのに、時期は適当か、援助対象と、場所は妥当か、援助の品目

は妥当か、でないか、そして、量は、何時までの具体的問題点の他に、相手国

援助受け入れ組織と、援助目的が、要望と一致しているか（例えば、大きな要

望、低い組織、違った目的など．）、水援助以前の啓蒙宣伝･衛生教育の普及が必

要か、（一般にＬＬＤＣ国では、信頼する統計がない）、それら条件に従って計

画する。最後に、予算金額は十分か。等の各項目諸点の検討が必要である。 

 

5) その解決法は、何か、具体的な方法は、何か 

援助を要望に従って散発的に行う方法、或る目標、地域に年次目標をたて、

集中的に経年連続的に行う方法、或る目標を国連、他国等と多数共同で行う計

画、その時場所の分割、品目、種類の変更、期間の訂正、の共同作業の打ち合

わせ。現地の調査、現地資料の収集、現地人の募集、下請けの調査、通信方法

等を調査する。 
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6) 問題は何か 

ギニア国に、水道建設工事を実行するうえで、技術的、実施する問題は何か、

ギニアの雨季の問題、地質に関する問題、そして、水と地質からくる洗掘の問

題の解決のみならず、最後には、現地人との交流であろう。 設計は、現地の

材料、技術を最大限採用して、現地製作させ、利用し、現地雇用を増加させる。

そして、褒め、彼らに自信を持たせ、やる気をおこさせる。そのためには、余

裕の時間、教育時間、その準備を予め計画に入れる必要がある。 

 

2. ギニア国水道管路施工の概略 

 

水道管路施工の概略 

  

現在ギニア国といえば、皆エボラ出血熱を連想するであろう、今から 20 年前は、

「エボラ出血熱は、ギニアの雨季がすんで、サハラから北風が吹き出すと、怖いエ

ボラ出血熱があり、コナクリ市（首都）人口 5０万人（1980 年）の内、雨季（7，8、

9 月）は雨量平均 900mm/月（世界一）、4350mm/年（世界一）（東京 1460mm/年）でこ

の時の擬似コレラ入院患者数は 5000 人を超える有様であった。しかもこれが 8 年

間も続いている有様であった。このため、下水改良と別に根本的な水道建設を国連

と共にコナクリ市内に建設することになった。 

 

表-1  コレラ感染者数と雨量の関係（コナクリ市、1994 年） 
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1989 年の基本調査の結果①東部地域国道 1 号線上の送水本管φ300、延長 18.5km

（1903 年敷設）を、φ400mm 新管と交換②これに配水管φ200、φ100、φ50 による

新管枝管の建設である。援助の経緯は、ギニア国は、第 3 国側として、戦争はヴェ

トナム・米国戦にも参加し、国交もソ連、北鮮、中国、キューバ等と行い、日本大

使館の存在もなかった。そのころ援助は主としてソ連からうけ、ギニア国は、ボー

キサイド等を輸出していた。（世界第 2 位）これが、1980 年頃から自由主義と国交

を回復し、このギニア国、コナクリ市の水道等の共同援助が始まった。 

ギニア国は元々フランスの旧植民地で、ギニア国の正式国語はフランス語である。

宗教はイスラム教と一部現地宗教である。ギニア国の位置は略北緯９度 30 分（首

都コナクリ市）にある。 

西暦 1350 年ごろ、イスパニア人が上陸した。初めてのイスパニア人は、初めて

出会った黒人に「お前は、誰だ？」と聞いたら、「ギニー（女）」と答えたという。

以後この国を「ギニア」と呼ぶようになった 現在、世界でギニアがつく国は、ア

フリカ地域では、ギニアビサウ国、熱帯ギニア国があり、南太平洋では、ニューギ

ニア国がある。名付けの最初はギニア国である。国土面積は、246．ツメ 4 千 km2 で、

ほぼ日本国土面積と同じである。季節は乾季と雨季にかれ、雨季は、6,7,8 月であ

り、雨量は年間 4350mm（コナクリ市）に達する。 

地形、地質は、首都コナクリ市は東西長 18km、南北幅 2～3km 半島上にあり、半

島稜線高度 130m ぐらいで、東西方向中央部を走る。中央稜線から南および、北に

海岸に向かって平均約 4%で傾斜している。図-2.4.4（P28）地質基岩は、花崗岩質、

長石質閃長岩と玄武岩質かんらん岩であり、主としてかんらん岩が出現する。強度

は、1000kg/c㎡と極めて高く風化進行すると、赤色を呈する。 

水道管建設の表土は、ラテライトと称する熱帯特有の土質からなり、岩の組成は

アルミ、珪素などを素材とする土砂で、アルカリ質により結合している、一度掘削

して、組成が崩されるとバラバラになる、土の強度は概略 50kg/c㎡から概略 5kg/c㎡

に低下する。 

雨季、降雨時には、土砂は泥濘化する。水道管埋設土砂は、洗掘の対象になる。

前期の工事で、前期、急傾斜の管埋設部分は雨季中相当延長の洗掘による侵食を受

けた、深さ 90cｍ(図-1,P62)に埋めた水道管は露出し、管継ぎ手など、再配管を行

い、圧力テスト実施した、本工法 2 期、3 期施工以後はジオテキスタイル工法を地

表面防護に施工した結果、特に洗掘の被害は認められなかった。 
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        寸法  60cm×400cm×10cm  ジオテキスタイル図（図-1.2） 

 

1) 施設計画 

初期の旧管径 300mm 水道管は 1903 年に地上配管で、建造された。規格は旧仏

領であった関係から、フランス規格が多い。 

新管敷設計画は、φ400mm ダクタイル管を主管として、φ300、φ200 を分岐

する。管敷設の断面は、図-1（P62）のごとく、掘削深度は、平均 80～100cm、

埋設頂部 10cm 厚さに、ジオテキスタイルによる簡易舗装を行った。 

ジオテキスタイルは平面形状一辺略 10cm の亀の甲型メッシュで、立体的に深

さ 10cmの折籠状で、ポリスチレン製不織布で組み立てられている、施設方法は、

作業枠と共に組み立て、枠に不織布を被せたまま、共に埋め立てて設置、次に

ジオテキスタイル折籠内に砂を詰め、最後に作業枠のみを撤去して、転圧して、

完了する。この後埋め戻し土の転圧度の確認は 30cm 径円盤の載荷テストにより

沈下試験を行った。 

 

2）計画 

ギニア国ではエボラ出血熱流行の噂もあったが、現実は雨季におけるコレラ

他胃腸疾患の対処が優先、水道施設の建設が最優先とされた。4350mm/年降雨量

は、世界 1 であり、7 月、8 月 9 月各月雨量も世界 1（表-2.2.1,P16）である。

これらの水は、アフリカ第 3 の大河ニジェール河の源流となり、降雨が大湖水

を作り、以後アフリカ大地を潤す基となる。   

工事計画以前に水道工事は、気象事情・地質のほか、国内事情、土地の特殊

事情、国民の墓地、サッカー場の移設など、それと工事となる。工事製品を考

えると、安全か、工期に間に合うか、現地で入手、製作作可能かなどの問題と、

前期工事で降雨のため、90cｍ深、距離 170m 設置の埋設管が雨水で洗掘され、
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埋設管露出、配管、圧力テストのやり直しをした経験を、如何に解決するかが

問題であった。この状態を繊維織物（以下ジオテキスタイル）の研究中の舗装

方法適用を検討した。 

ジオテキスタイルは、簡易舗装としての実験は概ね完了していたが、洗掘力

に対する効果など追加検討された。 

計画・工程は、他に貯水池予定地の墓地移転、サッカー場の移転期間など、

イスラム習慣の金曜日休み、官僚の土曜、日曜日休みなどの重複、宗教習慣に

関係する習慣は、解決に時間が要る作業で、これが全体工程にどれぐらい影響

するか、それを補うための雨季中の雨天下作業、ジオテキスタイル急速施工法

等の実施が要望された。 

コナクリ半島における首都コナクリ市の機能は、3 地域に分割され、半島東

部先端部を行政官庁地域に中部南部を商業工業地域に、飛行場は半島中部の、

南部に、半島中部、北部は副都心とする。 

コナクリ市水道計画は、東部地区を住居地域の水道水源は、東部 30kｍの場

所にあるイエスルウー浄水場から、現在国連による建設中のφ700 管を通して

飛行場北部付近で取水し、中部地区 15km 区間に配管する計画である。図 7～11(P68

～P72)参照 

 

3) 洗掘とラテライト地質 

当地のラテライト地質に対する雨季の洗掘影響について説明する。地殻岩石

を構成する珪酸塩鉱物は、化学的風化により不溶性の残留物である粘土と、可

溶性の成分に分解される。後者の一部は水和・酸化され沈澱するが、残りは河

川により運搬され、海岸にもたらされる。岩石の風化のプロセスは次のとうり

に分解される。 

 

      酸性雨の雨水   Na,K,Ca,Mg.の溶脱  粘土 鉱物 

 

造岩鉱物  腐植の有機酸   Fe,Al の溶脱   水酸化鉄、ボーキサイト。 

 

      アルカリ性の水   Si の溶脱・集積  非晶質珪酸、オパール 
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熱帯地域では、高温多湿なため微生物の活動が盛んで、そのため植物遺体が

分解されてしまい腐植酸がすくない。また、 降雨によって腐植酸が流れてし

まうので、その結果 Al や Fe が水酸化物として地表ちかくに残留し、赤色土が

つくられる。 

また熱帯―亜熱帯のモンスーン～サバンナ気候下では乾季と雨季が半年ごと

に交互し、それ共に地下水位が大きく下降・上昇すると、弱酸性の雨水は岩石

中に浸透し、次式が進行してアルカリを溶脱する。  

 

      CO 2 +H 2 O+H 2 CO
-
3    H

+HCO―
3 +H

++CO2-
3   

 

 

降雨が続くとアルカリ性の地下水は水位が地表まで上昇し、地下水の作用で

Si が溶脱する結果、難溶性の Fe と Si が濃集し、水酸化鉄あるいは水酸化アル

ミニュウムとなって残留土壌は赤茶―赤紫色を呈する。この土壌は柔らかく、

豪雨により水道管の埋戻し土が侵食され、配管露出事故を起こす。 

ギニア国、地域的にブラジル、オーストラリア、カナダなどと共に、世界の

ラテライト地域で、例えば、ボーキサイトの輸出は世界第 2 位、埋蔵量は世界

第 3 位といわれている。このような地域で、世界一の雨量時の掘削作業につい

て、雨量とラテライト土壌の掘削作業埋め戻し作業のために、特別な方法が必

要であった。 

ジオテキスタイル道路肩部の簡易舗装の方法に対して、当初は織布を平面的

組み合わせ、引っ張り力に対抗する考えによっていたが、論文にあるように、

平面敷布では、却って無い場合より三軸試験結果は悪く、織布を立体的に組み

立て、砂を立体的に囲い込み、砂のせん断力を増加させることで、耐力増加さ

せることを考えた。この場合砂の種類を特に選択することなく、繊維拘束面積

を増加することで耐力増加 1）することが分かった。この考え方から、簡易舗装

の応用を考えた。 

今度の場合、管を埋設した表面の簡易舗装が、豪雨により、洗掘されるかど

うかが問題となった。地表面 10％勾配の管敷設の場合、ジオテキスタイル一辺

１０cm メッシュは、縦断方向横距離 10cｍに対して、縦距離 1cｍの高低差は、

水は表面を洗掘することなく、水が流れることが目視された。この状態から、

前期の受水槽取り付け部の洗掘防護に対策として、立体ジオテキスタイルを管

酢酸イオン 炭酸イオン 
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砂

砂

砂

断面A-A

上

下

上

上

上

上

下 下

下
1m 骨組み（1）

A
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下

上

下

上

下
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骨組み（1）+織布（2）被り
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下

上

織布（2）鉄筋
下

上

下

上

C

C

織布（2）

断面D-D
下

上

織布（2）鉄筋

砂充填

D

D

下

上

下

上

骨組み（1）撤去
E

E

下

上

下

上

断面E-E 断面F-F

織布（2） 骨組み（1）

鉄筋

織布（2）

砂

骨組み（1）撤去 F

F

下

上

下

上

路埋設上部の表装防護と、洗掘防止の両目的工法として採用した。本工法現地

敷設には、時間がかかるため組立器具（図-1-3）を考え数組用意して、準備、

設置、砂投入、器具撤去とグループ別に作業して効率を高めた。ジオテキスタ

イルは、完成後、この下に埋設物ありの目印にもなる。 

組立作業は、早く、正確におこなうために、下図の骨組み型枠を製作し、組

み立てた。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

 

 

組立器具(図 1-3) 

 

4) ジオテキスタイルの建設工事への適用 

目的と概要 

土木建設の材料といえば題目のとうり、土と木材であり、時代が経過して土

はレンガとなり、コンクリートとなった、一方木は、鉄鋼となった。しかし、

未だ、敷布は材料として、使用されてない。近年、敷布は、石油製品からの繊

維が開発された。引張り強さは、ナイロン強度が 0.7T/Pa が鋼 5.0T/Pa、とい

う材料が出現した。 

しかし、これらの材料は、強度とは別の特色があり、軽い、強い、火に弱い

などの特徴を有し、必ずしも一般土木目的に合致するような利用に繋がらなか

った。 

しかし、1960 年頃から、外国の繊維メーカーがナイロン糸などの増産、新規

販売の目的から土木利用に進出し、アメリカでは 1970 年代ごろにはジオテキス

タイルという、新技術用語が出現、何冊かの関係図書が出版され、これが、繊

維、土木技術への開幕かと考えられた。これが端緒である。 

上下反転す

 

砂転充す

 

骨組み、織布被
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第一砂層

第一砂層

織布

固定木材固定木材

（1）

（2）

（3）

木材固定

固定木材

転圧趾、ワダチ

拘束圧密

両端固定木材

織布 第二層埋戻し、織布第二層両端固定

第一層転圧趾

織布固定

織布固定

織布固定

3. 論文の構成、過去の研究 

  

本論分は、日本において、繊維を利用する研究、初期の外国からの導入から、日

本の建設時代の利用、公害の被覆、杭、地盤改良への利用、ファブリパック・ドレ

イン、河川護岸、ファブリフォームの開発があり、日本独自工法としての地盤改良

杭等々が杭として発明された。 

この初期利用開発時代をへて、敷布は不織布へ、材料もナイロンからポリエチレ

ン等異種繊維の出現、織布は膜へ、不織布と発展し利用範囲も多方面に変化した。

しかし、繊維には、独特の引っ張り性質があり、即ち、引っ張り力はあるが、伸び

が大きい、弾性係数が小さい、鉄筋、コンクリートと土の緊密関係は望めず。織布、

膜独自の使用により、力学的強度を得ることが出来たのである。本論文は、不織布

を道路補強材として使用するため、布で土砂を拘束して、間接的にせん断強度を出

させ、それを、繊維による補強方法とした。この拘束方法が、立体ジオテキスタイ

ルの方法である、 

アメリカのアルミニュウム材料による同様な工業製品、軽量等の発想から出発し

た、トリ立体補強材がある。これは、格納庫の床材として、軍用に使用された製品

である。これは、我々が提唱する、繊維製品より同面積で重量は約３倍と重く、組

み立ては、複雑で変形し易く、時間を要する、砂拘束性質は優れ、材料が軸力を支

持するので力学的性質は優れているが、材料価格が高価で、部材重量は重く、外国

文献にはあるが、商品としては、日本では普及していない。特殊目的に利用されて

いるのであろう。 

1 立体ジオテキスタイルが、路盤効果を向上させる、―具体的な原理例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂をもり、敷布を掛ける 

第一砂層を転圧する。 

再度、砂盛り、敷布を掛け、転圧する。 
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(1) 初期の織布による、地盤土砂の拘束法は、軟弱地盤の上に敷布を覆い、 

(2) 上部からタイヤローラーなどで、輪だち跡をつけるように転圧する。この時、

上布両端は、木材などに固定しておく、軟弱地盤〈第１層〉を敷布などで、拘束

状態で転圧し、 

(3)その上層に〈第 2 層〉再び盛り土する。この時の第 2 層は、第１層を路床とし

て、第 2 層は改良される。第１層は織布により、拘束され、せん断力を得る。そ

れで第 2 層が地盤として改良されたのである。初期のジオテキスタイルによる実

用原理例である。 

 

アルミ材の平面形状、円形四角形、三角形の立方体、高さ/辺比、等を変化させ

た研究 6）によると、地盤上にジオテキスタイル織布を両端拘束なく１枚敷いても補

強効果はない、２枚敷いても効果はなく、反って沈下量はより大きくなる 3）。とい

う結果がでた。 

これに反して、立体ジオテキスタイルは補強効果があり立体面が砂を拘束するこ

とにより、沈下は少なくなる。補強効果は、拘束面積が広い方が大きい、実験は、

アルミ箔による室内実験でも表記のような同様な結果であった。 

以上のように地盤の強度を向上させるには、地盤の職布による立体的拘束が必要

である。1976 年は、未だ、地盤を拘束して強度をあげる試みは材料、方法に具体的

な提案はなかった。この立体ジオテキスタイルが嚆矢であろう。 

 

海外で、初めて、世界最大降雨量 4,350mm/年にかかわらず、無事工事を完了でき

たことは、一にかかって、ジオテキスタイルの立体形状、準備、施工工具によると

考えられる。 5） 

ジオテキスタイルの効果は、１.工学的に自動車荷重等に有効で、舗装、簡易舗

装等に使用できる。２．環境的には、水洗掘保護、水ろ過、等に利用できる。ジオ

テキスタイルの特徴は、軽く、早い組み立て速度、経済的、省力的である。ギニア

国で水道管を建設中、ジオテキスタイル簡易舗装は、道路肩および、管を防護し、

豪雨、ラテライト地質に拘わらず、再び、損害を被ることなく、概略延長 100km 延

長の水道管敷設工事および、その保護簡易舗装を無事完了できたことは、ジオテキ

スタイルが、耐荷重能力のみならず、対水洗掘力に優れた理由があったからと考え

られる。 
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第２章 計画地の概況 

 

1. 計画地の位置及び社会経済事情 

 

計画地の位置 

計画地の位置は、コナクリ市東部飛行場西端付近から東部へ延長距離約 15km で、国道

1 号線の南側に位置する。コナクリ市の第 7 区は第 9 区に属する。 

正確には、国道 1 号線上の測点 Okm から測点 14.8km 間であり、第一期で測点 Okm から

測点 3.5km 問の測点間延長 3.5km を計画し、第二期で測点 3.5km から測点 14.8km 間の測

点間延長 11.3km を計画する。 

 

(1) 人 口 

都市の形成は天然の良港を持つトンボオ島(行政区 CONAKRY I)を中心に、都市が

拡大するにつれて半島の低地部沿いに市街化区域が広がっていった。コナクリ市の

行政区は 3 区 9 地区からなり、その内、本プロジェクトの対象となる地区は第Ⅲ区

の第 7 地区及び第 9 地区である。 

コナクリ市の人口は表-2.1.1 に示すとおり、1950 年代以降急増しており、1984

年に国内の移動の制限が廃止されたことから、農村部から都市部への人口の流入が

今後とも続くと予測されている。 
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表-2.1.1コナクリ市人口増加の変遷 

 

年 度 人口(人) 備   考 

1885 300  

  1895 年フランス西アフリカ連邦の一領土となる 

1900 4,000  

   

1910 6,600 1911-12 年ゲルゼ族の反乱 

   

1920 7,000  

   

1930 8,900 1930 年代は人口の 90%が農村部に移住し、閉鎖的な自

   自足の経済 

1940 22,000  

  1945 年フランス議会への代議員派遣 

1950 38,000  

  1958 年 10 月 2 日独立宣言 

1960 114,000  

   

1970 280,000  

  1975 年西アフリカ諸国経済共同体に加盟 

1980 650,000 1984 年国内移動制限の廃止 

   

1985 830,000 1987 年世銀の提案により西側諸国援助会議 

   

1990 1,110,0

 

 

   

1992 1,125,0

 

 

   

2000 1,850,0

 

現行都市計画の目標年次 

   

2010 2,800,0

 

 

出典：コナクリ市都市開発計画 
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(2) 産 業 

コナクリ市の産業別従事者を表-2.1.2 に示す。従事者の所属する企業区分では、

全体の 73.8%は零細であり、官庁系が 22.8%で、民間企業は 3.4%である。 

産業分野では商業活動に従事する者が 44.1%を占め、サービス業の 15.6%、行政・

軍隊の 14.8%と続き、全体的に、第 3 次産業の従事者が多く、第 1 次、第 2 次の従

事者は 2.9％と少ない。 

 

表-2.1.2 産業別就業者の分布       (単位:人)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:コナクリ市都市開発計画 

 

(3) 財 政 

コナクリ市の財政は表-2.1.3 に示すように歳出（449.5 百万 GF）が大幅に歳入

(251.5 百万 GF）を上回り、この不足分(40%)約 200 百万 GF（約 46 億円）を政府補

助金で賄っている。 
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表-2.1.3コナクリ市の歳入、歳出の現状(1987年)   単位:百万GF 

注:100GF（ギニアフラン）=1フランスフラン=23.2円 

出典:コナクリ市都市開発計画 

 

このような状況を脱却するためには、新規財源の確保と行政管理組織の強化が必要

であり、世銀の勧告に従い、「ギ」国政府はこのための施策として次のことを挙げて

いる。 

1)課税対象品目を十分把握し、収入源を増大させること 

2)行政及び経理職を設け、事務処理を整えること 

3)人材確保のため労働条件の改善と適切な職業訓練を実施すること 

このような背景から、1990年から始まった「市町村プロジェクト」は次のような 

内容となっている。 

1)地方税徴収カードの設置 

2)集団管理能力の増強 

3)調査・監査室の新設 

4)地方自治体職員の育成 

5)行政府施設の整備、建設 
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2. 自然条件 

 

(1) 地 形 

コナクリ半島(KALOUM半島とも呼ばれる)はアフリカ大陸より大西洋に向けて南西

方向に伸びる長さ約40k.幅5～6kmの小さな半島である。半島の中央部は標高40～100m

で、両側南北方向に向かって緩やかな斜面となっており、起伏は少ない。地形の切れ

込みにしたがってできた流路長の短い、小河川が何本かある。 

コナクリの中心街のあるトンボオ島は沖合のロス諸島により海洋と遮断されてい

るため古くから天然の良港として発展してきた。このトンボオ島と半島の間は400m

の幅で埋め立てられ、地続きとなっている。 

 

(2) 気 象 

コナクリ市の気候区は熱帯雨林に属し、半島の植生は厚く、周囲をマングローブの

自然林に取り囲まれている。平均気温は24.7℃(8月)～27.8℃(4月)で年変化は少ない。

最高気温は2月の34.1℃、最低気温は10月の19.7℃である。 

同市の気象条件は、6月から10月までの雨季と、11月から5月までの乾季に明瞭に分

かれており、年降雨量4,350mmのほとんどが雨季に降っている。相対湿度は降雨条件

と密接に関連しており、70～91%の範囲で変化している。 

(水文・気象データ参照) 

 

表-2.2.1 コナクリ市の気象条件 
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3. 社会環境 

 

(1) インフラストラクチャーの現状 

ア. 交通:1～2級道路は14,000kmあるが、現在通行可能な道路は5,000krnである。 

鉄道は660kmあったが、現在は操業を中止している。 

空港はコナクリ空港が83年に修復されたが、他の9空港は破損が著しい。 

イ. 通信:コナクリ市の電話加入者数は8,100人(86年)、郵便の手紙の実績は、 

1,444万通(84年)であり、放送局にはギニア・ラジオ・テレビ局(R 

TG)がある。 

ウ. 電力:潜在発電能力は630億kwHあるが、84年の発電能力は80MWである。 

 

(2) コナクリ市の都市計画 

ア. 都市計画の重点施策 

都市計画・住宅省が現在進めている都市計画の基本的課題は次の3つである。 

1)コナクリ市の都市開発を企画、調整、指導するための公的権限の拡大 

2)都市公共サービスの開発事業費を財政負担するための制度及び行政機構の

設置 

3)コナクリ市の配水及びゴミ収集部門の技術開発及び管理の向上 

イ. 公共事業投資計画 

同市の公共事業は表-2.3.1に示すようにインフラ整備に重点が置かれている。 
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表-2.3.1コナクリ市の公共事業投資計画    単位 : 10億FG 

 

出典:コナクリ市都市開発計画 100ギニアフラン=:23.2円 

 

ウ. 新副都心構想 

コナクリ市の都市機能を正常に拡大させるため、次の2地区に新たな副都市をつ

くる計画になっている。 

 1)KIPE高原地区行政センター 

 2)SYMBAYA工業団地 

これらの地区は、いずれもコナクリ市第8区に属し、国道1号線の北側で、KIPE

は、飛行場の北3krnの海抜50m程度の高台、SYMBAYAはMatotoの北1kｍ、海抜80m程

度の高台にある。 
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4. コナクリ市の給水事業の現状 

 

(1) 給水事業の実施体制 

ア. 水道部門の組織改編 

ギニアの水道事業はこれまで政府機関であるギニア水供給局(DISTRIBUTION DES 

EAUX DE GUINEE)が実施してきたが、世銀の勧告により、1989年6月に機構改革が実

施された。その結果、水道事業は前述の水道公社(SONEG.政府機関)及び水供給会社

(SEEG.半官半民)に分離、移管された。水道公社では新規事業・工事の立案、実施

を行っており、水供給会社は水道施設の維持管理及び水道料金の徴収を水道公社の

請負契約で行っている。 

水道部門の関係を示すと組織関連表および給水施設系統図は下表-2.4.1のよう

になる。 

 

表-2.4.1水道部門の組織系統関連表 

出典:世銀評価レポート 
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イ. ギニア水道公社(SONEG)の組織 

同公社は表-2.4.2に示すように総裁の下に技術部と行政財務部の2部を置く。役

職員は現在、総裁以下43名、経営会議のメンバーは11名で、資源エネルギー省

(MRNEE)から2名、農林省(MARA)から1名、経済計画省(MPE)から2名、公共省(MSPAS)

から1名、大統領局から1名、土地改良省(MAT)から2名、輸送商業省から(MCT)から1

名、内務省から1名からなる。 

 

 

表-2.4.2ギニア水道公社(SONEG之組織図('92年) 

 

ウ. 水道事業の現況 

 コナクリ市水道事業の数字は次のようである。 

1) 年給水量  : 9,500,000㎡(1992年) 

2) 給水人口  :  830,000人(1986年) 

3) 各戸給水人数 :  122,790人(1986年)、人口の20%相当 

4) 1人当たり水消費量 : 85ℓ/人/日 

5) 漏水率  : 約40%(推定) 

6) 給水時間 : 24時間給水(断水1～2回/日) 

7) 水道料金 : 465FG/㎥(1992 年)（106 円/ｍ3税金ぬき) 
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図-2.4.1 給水施設系統図 ① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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エ. 水道事業関連法制度 

  1)事業実施に係わる法律 :大統領令、及び都市給水一般法規 

  2)SONEGの事業根拠    : 1989年発効の政府・SONEG間の契約 

  3)SEEGの事業根拠    : 1989年発効のSONEG・SEEG間の契約 

 

(2) 既設施設の現況 

コナクリ市の水道水源は、3系統の水源、(GRAND SHUTE系統、KAKOULIMA系統 

及びKAKIMBON系統)からなる。 

 

 施設系統の概念図は下図（図-2.4.2）のごとくである。 

 ア. 施設系統 

 

図-2.4.2 現況上水道主要施設系統概念図 

▼ 

▲ 

▼
 ▼ ▼
 

▼
 

⑤ 

⑤ 

⑥ 
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イ. 主要施設の現況（2.4.3図参照） 

  GRAND SHUTE系統 

① ダムからの取水施設及び導水管 

取水施設はコナクリ市の北東方約100kmに位置する GRAND SHUTE ダム(堤高の低

いコンクリート堰堤)に設けられており、このダムの上流にも2基のダムがあり、流

量調整が実施されるので、世銀第二次給水計画による導水管複線化工事(後述)が実

施されたとしても、乾季の取水量には支障がない。 

水力発電用の導水管と併設された上水導水管(φ800mm)の他に、GRAND SHUTE ダ

ムの側方部に水位が下がっても取水できるバイパスが設けられている。 

取水地点からYESSOULOU 浄水場まで原水は自然流下で導水される。 

 

② YESSOULOU浄水場 

YESSOULOU浄水場は1964年に完成し、着水井、薬品沈澱池、急速濾過池及び塩素

注入設備からなり、現在の処理能力は40,000㎥／日である。 

同浄水場はＩＤＡの融資(第二次給水計画の施設拡張2号案件)により施設増設中

であり、93年5月完成予定の新設部分の処理能力は、38,000㎥/日、合計では78,000

㎥/日となる。 

 

③ AVIATION配水池 

AVIATION配水池は YESSOULOU 浄水場よりφ700mmの送水管で送水され、ここには

5000㎥の配水池が2基あり、塩素滅菌装置がある。 

AVIATION配水池からはφ600mmの送水管で主としてコナクリ市内に送水されるが、

途中のBELLEVUE配水池にも一部送水されている。 

 

④ BELLEVUE配水池 

BELLEVUE配水池はAVIATION配水池の下流側約4kmコナクリ市の中心部から東方

8kmに位置する。この配水池はAIVATION配水池より5000㎥/日、KAKIMBON ポンプ場

より2750㎥/日の給水を受けている。 
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KAKOULIMA系統 

⑤ KAKOULIMA表流水取水設備 

KAKOULIMA山からの表流水の取水はコナクリ市の上水道創設期である1903年から

始められており、現在、KITEMA、SOMAKOURE、TAKOURE及びLAMEKOUREの4箇所の取水

地点があり、集水能力は雨季150㎥/時、乾季40㎥/時である。 

これらの施設は未整備な上、崖崩れによる導水管の破損事故のため、現在は部分

的に使用不可能な状態にある。 

KAKOULIMAからの送水管はφ300mmの印籠型鉄管であり、途中GRAND SHUTE 系のφ

700mm送水管と測点18.5km付近の交差部で連絡され、国道1号線沿いに空港付近を通

ってコナクリ市に至る。本計画で更新の対象となるのは、国道1号線沿いの本送水

管である。 

 

KAKIMBON系統 

⑥ KAKIMBONポンプ場 

KAKIMBONには7つの井戸があり、これら井戸の諸元は井戸深度30m、産水量 30～

70ℓ/S、ジョンソンスクリーンである。このポンプ場には、自家発電機及び5台のポ

ンプが設置されているが、調査時点で使用不可能な状態にあった。 

 

⑦ 末端施設 

コナクリ市の中心街及びその郊外の各所に共同水栓が設置され、これらの地域の

給配水管網は一応整っている。給配水管は道路の縦断方向で路肩に地下埋設されて

いるが、露出している給配水管が数多く見られた。 

 

(3) 既設施設の問題点 

コナクリ市の既設上水道施設の問題点は、以下の通りである。 

1) GRAND SHUTE系統は、ダムの貯水量に比較して浄水場及び導水水量の容量が不足

している。 

2) KAKOULIMA系統は、貯水容量が少なく、新たなダム建設には時間と費用を要する。

KAKOULIMAからの送水管は約90年を経て破損が甚だしく、漏水が多い。 
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3) KAKIMBON地下水も同様に貯水量が不足で、開発に費用と時間を要する。 

4) 人口の増加が速く、これに見合った給水施設を早急に整備する必要がある。 

特に人口増加が著しい郊外(東部)の緊急度が高い。 

 

(4) 世銀第二次給水計画 

ア. 計画策定の経緯 

給水改善計画には、 

1) 現存施設をできるだけ効率良く活用して給水の改善を図る対策と、 

2) 将来の水需要に対処すべく抜本的に基幹施設の拡張を図る対策との2つ 

の対策がある。 

しかしながら、コナクリ市の人口増加の現況及び将来を見れば、前者の対 

策の みで対応することは難しく、後者を主眼とする第 2 次給水計画が世 

銀の主導によ り以下の通り策定された。 

 

① 既往調査の経緯 

リオン水道社が 1985 年 3 月に水道部門の組織改革について調査した。英国コ

ンサルタント B.C.P 社は、1985 年に水源について調査し、続いて、1988 年 5

月に第 2 次水道拡張計画の F/S 報告書を作成した。 

水道料金、法制度等については、CASTALIA 社が 1987 年に実施し、1988 年に

は SEEG の定款、契約書関係の準備が進められた。 
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② 新規水源調査の評価 

新規水資源の調査の評価は次の表の通りで、GRAND SHUTES からの取水が優れ 

ている。 

表-2.4.4 コナクリ市水道事業の新規水源評価表 

 

③

 

B

C

P

社

が

作

成

した F/S 報告書に対する世銀コメントのは、融資面での見地 

 から事業費削減の方向で提案されたもので、 

 1) 新設導水管の一部区間を既設管で対応すること、 

 2) 新設送水管の一部区間を既設管で対応すること、 

 3) YESSOULOU の着水井の縮小等である。 

 特に、既設管で対応する区間については、流水が速くなり摩耗が激しくなる 

ことと、この区間で事故が発生した場合に給水が全面的に停止してしまうこと 

が危惧されている。 

 

イ. 世銀第二次給水計画 

世銀第二次給水計画は 3 部分の水道施設拡張事業、給水施設整備事業、運営部 

門整備事業からなり、それらは、 

 

水道施設拡張事業 

1 号案件から 6 号案件までの GRAND SHUTE ダムからの導水、浄水場、送水・ 

配水池、配水本支管までの総工費 87.8MUS$からなる計画 
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給水施設整備事業 

 給水改善計画 1 号案件から 11 号案件までの SEEG の総額 7.72MUS$からな 

る給水改善計画 

 

運営部門整備事業 

 上記計画に続く配水管からの総額 1.25MUS$の各戸接続計画からなり、世銀 

により計画が樹てられ、融資、施工されつつある。 

 

 コナクリ市の既設水道施設整備に対する新たな融資は水単価を押上げるため、

また、第二水計画事業に対する世銀の経済評価の観点から資金回収の可能性がな

く、1997 年までは新規の融資が行われない見込みである。一方・財政が逼迫して

いるギニア政府はコナクリ市の既設水道施設の整備事業を単独で行い得る状況に

はなく、その実現に当たり先進各国に無償資金協力による援助で負担費用をでき

るだけ切り詰めたいとしている。 

 

水道施設拡張事業は、表-2.4.5のごとく 6件の諸施設からなり、位置は図-2.4.6

の 1 号案件～6 号案件で、位置は既成φ700mmSP 管の北側に計画される。 
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図-2.4.4 コナクリ市東部地域飲料水供給平面図 

 

７区 

８区 

９区 
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表-2.4.5世銀第二次給水計画水道施設拡張事業の地域、施設諸元('92) 

 

図-2.4.6世銀第二次給水計画水道施設拡張事業 概念図 
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給水改善計画 

 世銀第二次給水計画プロジェクトの、上位計画を受けての SEEG の維持管理 

の面からの既設施設に対する給水整備事業は次の 14 案件からなる。 

a) 水源整備                                 概算費用(千$)、進渉状況 

 1) 1 号案件: 

 井戸用水ポンプの補修(STADE,BASSIA,KAKIBON) 238 完了 

 2) 2 号案件: 

  YESSOULOU 送水ポンプの増強工事(6 件) 330 中止 

 3) 3 号案件: 

 YESSOULOU～AVIATION 間の導水管清掃工事 158 中止 

(40kｍの清掃他 4 件) 

 4) 4 号案件: 

  発電設備の補強工事(STADE,BASSIA,YESSOULOU) 125 93.2.完了 

 5) 5 号案件: 

  KAKOULIMA 取水施設の補修工事 17.5    進行中 

(KITEM 地区他 3 ヶ所) 

 6) 6 号案件: 

  簡易殺菌設備の補修工事(KAKIMBON 他 4 ヶ所) 49    92.11.完了 

 

b) 管路網整備 

 1) 7 号案件: 取り込み管の補修工事             2,800      進行中 

(各戸接続管、配水枝管の供給) 

 2) 8 号案件: 管路網漏水補修工事(管防護 他)  150.7  進行中（日本案） 

 3) 9 号案件: 管路網漏水補修工事のための資機材 1,450 進行中（日本案） 

(PVC 材他) 

 4) 10 号案件: 老朽管取替え工事                1,814  進行中（日本案） 

 5) 11 号案件: 水道栓の補修工事                   53.2   進行中 

 

c) 付帯整備 

 1) 12 号案件:水道使用者台帳の作成                68.2     中止 
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 2) 13 号案件:庁舎、事務所の補修工事   330     中止 

 3) 14 号案件:YESSOULOU 浄水場の補修工事      140.0       中止 

(パルセーター、機器他) 

概算計7.72MUS$ 

(うち、6.7MUS$)実施中 

 日本政府無償援助対象プロジェクトは、上記給水施設整備事業の 8 号、9 号、 

10 号案件である。 

 

 運営部門整備事業は、水道事業施設拡張事業計画に続く各戸接続の計画であり、総 

額約 1.25MUS$で 15,000 戸の各戸接続を 6 ヶ年の期間で計画を行う。 

 水道事業施設拡張事業と運営部門整備事業の事業名、資金源、工程は表-2.4.7 の 

ごとくである。 
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図 2.4.6 世銀第二水計画 現況と本計画の関係 
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表-2.4.7世銀第二次給水計画水道施設拡張事業・運営部門整備事業実施計画('92) 

 

出典:世銀'92監督報告 

凡例: …………:計画 

      :実施 
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第３章 計画の内容 

 

1. 計画の目的 

ギニアの首都コナクリ市では、郊外部にあたる東部地域第7地区、第9地区に人

口が集中増加しつつあり、2000年＊  にはこの地域の人口は700,000人に達すると

予想されている。＊（1986） 

このことから、人口増の著しい同地区の老朽化したφ300m既設送水管に代えて

新設φ400mm送水管を建設し、併せてφ400mm送水管からの配水枝管を建設して、

世銀の送水量増加工事完成に合わせて、住民へ必要需要量を給水できる給水管網

を完成させるのが本計画の目的である。 

＊ 本計画は、1986年頃の執筆で現在2015年とは差異がある。 

 

2. 要請内容の検討 

ギニア政府の要請内容は、飛行場付近よりコナクリ市東部測点 3.5km から測点

18.5 km の既設φ300mm 送水管のφ400mm 新管への更新、及び新管から派生する

φ100mm、φ200mm の配水枝管の新設を行うこととなっている。 

 

本調査団はギニア国の要請内容を踏まえて、1990 年度施工済み区間の利用状

況、既設φ300mm 送水管及び国道 1 号線と一部配水枝管の現況調査、ギニア国か

らの要請内容の確認と協議、現地収集資料、情報に基づいて検討した結果、以下

に示すような施設を建設することが適切であると判断した。その概要は以下の

(1)～(7)に記述するとおりである。 

 

(1) 計画の妥当性、必要性の検討 

本計画で更新の対象となるφ300mm送水管は 1903年に敷設されたが、現在、

漏水が激しいこと、地上に露出しており破損が多いこと、需要量の増加に対

して送水量が不足することなどの問題から、その更新が切実な問題となって

いる。 

しかしながら、前述の世銀計画では既設φ700mm 送水本管の南側において

は、既設送水管との連結、新送水管の建設及び給水管の計画はない。 

しかも、世銀は上記工事の融資の結果、1997 年まで他の給水管計画等への

融資は行わない方針を採っている。 

  

このような背景から、ギニア政府は、人口が急増中のコナクリ市東部地区

の現在の送水管φ300mm を送水管φ400mm でリハビリを行い、加えるに人口急
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増地区へφ200mm、φ100mm の配水枝管の布設を行って、各戸へ給水を行う計

画を樹てた。これは場所的に人口急増地区であり、1997 年まではギニア政府

が単独で給水管更新工事が行えない状況であることから、必要性の高い、妥

当性のあるものであるといえる。 

 

(2) 実施運営計面の検討 

上水道施設の運営維持を行う SEEG の経営状況は下表のようであり、SEEG

の貸借対照表及び損益計算書(90 年 12 月)の財務分析諸比率について、日本

の水道公営企業平均との比較は下記の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この表にあるように、減価償還率以外は日本水道公益企業の平均と較べて

ほぼ等しい財務状態にある。 

幹線送水管φ400 測点問距離 14.8km の完了、これに伴う延長 35km 配水枝

管が完成した場合、後刻 SEEG が行う各戸接続管の延長は約 240km 達するもの

と考えられ、これを 3 年間に実施するのが望ましく、この場合の組織は、約

3 人の指揮者、約 30 人の労務者及び配管工、約 5 台のコンプレッサー、5 台
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の削岩機及び 5 組の配管工具等を必要とする。 

3 年間で各戸接続する場合の必要資金は、 

1 戸の住人を 22 人/戸とすると、7 区・9 区国道 1 号南側の人口 278,000 人

に対する総戸数は、 

 278,000 人 ÷ 22 人/戸 = 12,636 戸/7 区・9 区国道南側 

1 戸当たり費用を 410,000FG/戸とすると、全体費用は、 

 12,636 戸 × 410,000FG/戸  = 5,180,760,000 FG 

              (699,402,600 円)(0.135 円/FG) 

3 年に分割して施工すると、 

  5,180,760,000  ÷  3 年   =  1,726,920,000 FG/年 

            (233,134,200 円/年) 

1 戸当たり 27,000FG/戸の前渡金が入るので、年間の実際必要資金は、 

   1,726,920,000FG/年 －  (27,000FG/戸×4,212 戸/年) 

           = 1,613,196,000FG 

                 (217,781,460 円/年) 

 年間 1,613 百万 FG/年(2.17 億円/年)は、SONEG の 92 年度運転予算支出

2,841 百万 FG/年と比較した場合、予算の 57%となり SONEG の年間予算を大き

く圧追する。このため、これらの接続器具の約 50%を占めるサドル、水栓、

継手等を機材供与することにより、年間予算の経済負担を少なくし、早急に

各戸接続工事を進めることが必要である。 

 

(3) 類似計画、他の援助計画との関係 

本調査は、世銀第二次給水計画との協調の範囲内で行われるもので、全体

計画範囲内での取水位置は、第一取水点を世銀第二次給水計画測点 7.1km に、

第二取水点を測点 9.Okm 及び第三取水点を 13.8km に決定した。 

給水の範囲は、世銀第二次給水計画測点 15.2km までとし、第一取水点まで

の世銀第二次給水計画の工事の完成は 93 年 8 月となるので、本計画の接合の

時期を 93 年 8 月以後に行うように計画した。 

給水の範囲が測点 14.8km までとなったため、東端部の測点 18.5km までの

測点間延長 3.7km までの距離が対象外となった。 
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(4) 計画の構成要素の検討 

計画の構成要素 

ア．コナクリ市東部(第9区)の国道1号 

線沿いに布設された送水管11.3k.の更 

新を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．国道1号線南側の人口急増地区に新設 

送水管から派生する配水枝管を建設す 

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．各戸接続用資材を調達すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適当な構成要素である理由 

・1903年に建設された送水管φ300mmは老 

朽化のために漏水が激しく、東部地区の 

人口急増に対し送水量が間に合わない。 

・東西の延長については1989年の事前調査 

では、コナクリ市東部延長18.5k.の送水 

管リハビリを行うことが妥当としたが、 

世銀第二次給水計画の送水量全体計画範 

囲が測点0～14.8k.までであるので、こ 

れと整合して測点0～14.8k.までとし、 

このうち1990年度の無償資金協力により 

測点0～3.5krn区間が施工されたので、 

残余の測点間延長11.3kmを今回の更新対 

象とする。 

・現在は送水管φ300mmからの私的な給水 

各戸接続が行われているが、水圧が低く 

給水量も充分でなく、その上、外部から 

給水へ汚染の危険性もあり、水圧・給水 

量に見合った配水枝管の新設が必要であ 

る。 

・世銀計画は国道北側の海抜50m以上の高 

地に導水し、国道南側への給水の計画は 

ないことから、本計画において国道1号 

線から南へ海抜10mまでの配水枝管を新 

設することとする。 

・前記のように年間2.3億円もの費用を要 

しこれが SONEG の年間予算の 57%を 

占めることからギニア側による各戸接続工

事を促進するため接続具必要量の 50%及び

ポリエチレン管必要量の 100%を本計画内で

調達することとした。 



 
－38－ 

(5) 要請施設・機材の内容検討 

要請内容は、延長距離 11.3km の送水管φ300mm のリハビリ及びその配水枝管の

布設であるが、その他に、 

1) 世銀第二次給水計画との整合性から、取水位置で貯水槽が必要となる。 

2) 高圧送水本管φ700mm からの取水は水圧調整のための減圧設備が必要となる。 

3) コナクリ東部には谷を形成する河川が南北方向にあるため、東西を結ぶ送水管 

及び配水枝管は水道橋梁にて横断する必要がある。 

4) 本計画配水枝管から各戸接合のため、ポリエチレン製(25m/m)の各戸接続管及 

び管接合材一部の要請があり、各戸接続のポリエチレン管 20m/戸×12,000 戸= 

240,000m と、配水枝管と各戸接続のためのサドル、サドルとポリエチレン管の 

継手、水栓等の接続器具は 12,000 戸分を本計画に含めることが必要である。 

 

(6) 技術協力の必要性の検討 

技術協力の要請は特にないが、敷設された配水枝管の維持、各戸の接続の方法・

仕様、雨季後の構造物被害の調査修理法、送水量と料金収入との比較、流量計に

よる地域的送水量の比較検討等、建設後の運営維持について本計画の枠内での技

術指導が必要と考えられる。 

 

(7) 協力実施の基本方針 

本計画の実施については、以上の検討により、その効果、現実性、相手国の実

施能力等が確認されたこと及び本計画が無償資金協力の制度に合致しているこ

と等から、日本の無償資金協力で実施することが妥当であると判断された。 

よって、日本の無償資金協力を前提として、以下において計画の概要を検討し、

基本設計を実施することとする。ただし、計画の内容については、要請の一部を

変更することが適当であることは、(3)～(5)において述べたとおりである。 
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3. 計画概要 

(1) 実施体制及運営体制 

SONEGが本計画の実施機関であり、工事完了後に於ては SEEGが上水道の維持、

運営に当たる。 

SEEG実施体制フロー 

 

 

(2) 事業計画 

 1) 事業計画 

送水管延長 11.3km が完成した場合の各戸接続管の延長は、約 240km に達する

と考えられ、このため各戸接続のための技術部の増員、中央サービス部の増員、

約 12,000 戸契約のためのサービス部の増員が必要と考えられる。場合によって

は、検針業務を外注とすることなどが考えられる。 

 

2) 計画立案のための基本事項 

① 本計画は、コナクリ市東方、飛行場東部測点 3.5km 付近から、測点 14.8km

付近の国道 1 号線に沿った国道南部地域の水道計画を行う(平面図参照)。 

② 計画目標年次は、2000 年とする。 

 

(3) 計画地の位置及び状況 

計画地は、コナクリ市飛行場東端部付近から延長約 11.3km の距離にあり、幅

員は国道 1 号線の南側から海抜 10m までの場所である。世銀計画により施工され

るφ300mm 送水管からの取水点及び現存φ700mm 送水本管からの取水点は測点

7.1km、測点 9.Okm 及び測点 13.8km 付近の海抜約 50m の位置とする。 
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φ300mm 送水管からの給水は、世銀計画側で減圧して給水し、φ700mm 送水本

管からは 11kg/c㎡の高圧で取水し貯水槽で減圧する。 

今期、世銀第二次給水計画の範囲外の測点 14.8km から測点 18.5km 間は、後日

KAKOULIMA からの給水計画で処理されることとなろう。 

 

計画地における給水の現況は以下の通りである。 

測点 3.5km(飛行場ターミナル付近)から東へ向かって 5km 付近迄の住居は国道

に沿った南約 50m に位置する旧φ300mm 送水管から取水しており、200m 以南は井

戸に頼っている住居が通常である。 

測点 5km から 7.1km の MATOTO 交差点に至る国道南側は今調査区間中でも最も

人家の多い地区で、他に石油品貯蔵所、自動車修理工場、建設業コンクリートプ

ラント、重機基地が存在し、国道に沿っては間口 2m 程度の日用雑貨、食料品を

売る屋台が歩道を占領し店を列ねている。 

飲料水は、この場合も国道南側 30m 付近の国道に沿った地上配管φ300mm から

φ50mm 程度の鋼管或はポリエチレン管で無許可取水している。特に南北に延びた

道路とφ300mm管と交差する部分から漏水或は噴水する例が測点 18.5kmに至る間

に 3 ヶ所以上散見せられ、1 ヶ所推定 10ℓ/s、合計 30ℓ/s 以上の噴出があると考え

られる。また、無許可取水のアンテナ管の先端部でも同様な噴出、浪費使用があ

ると想像される。水使用に対して、金額負担の無い無責任な使用態度から来るも

のであろう。 

 

測点 7.1km 付近はバスの発着場、SYMBAYA 駅方向への道路分岐、間口 2m 程度の

雑貨市場、金属加工場、間口 10m 程度の小工場、南 200m には路線バス、自動車の

修理工場、その南は木立に囲まれた 300～400 ㎡程度敷地にコンクリート 2 階建て

の高級住宅地となっている。これらは全部φ300mm 送水管からφ100mm 程度の鋼

管で、地上配管し各戸に分岐している。高級住宅地は殆ど車庫(自家用車)を有し

ているほどであり、従来の各戸接続の費用負担については問題はないと思われる。 

測点 7.1km から以東 11.5km 付近までの国道 1 号線南側地域は住居もまばらに

なり、新たな計画による 1 戸建(2 階建 150 ㎡程度)の 200 戸程度の団地が建設さ

れつつある。また金属加工工場、コカコーラボトリング工場、軍隊の機械整備工

場、等が国道に沿った南 100m 付近迄の区間に建設せられ、それより以南は焼畑

空地或はマングローブ林に繋っている。 

 国道北側は割合密に住宅(商店ではない)が建てられ、これらは水這水をφ

700mm 送水管から取水していると考えられる。測点 11.5km から 13.8km 付近はφ
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300mm が道路南側沿いにある場所と北側沿いにある場所に分かれるが、南側に管

のある部分には住居は発達しているが、管のない国道南側部分には住居はない、

畑地が存在するだけである。φ300mm が国道と交差して北側に渡る地点に煙草工

場があり、高さ約 15m 程度の高架水槽がある。井戸取水かφ300mm 送水管からの

取水かは不明である。 

 

測点 13.8km から 14.8km までの国道の南側は、国道に沿って雑貨市場や小住宅

が国道に沿った巾 100m 南の地域に点在している。それ以南は人家は密ではない。

国道北側の方が住居密度は遥かに高い。また小工場、バス発着場も北側に発達し

ている。国道南側は水道の布設によって今後発達すると想像される。この測点

13.8km 辺り及び以東は道路に沿って森林が発達し、人家は殆んどないが最近急速

に森林が筏切されつつあり、市街が東進しつつある。 

今後、水の需要の増大が予想される。 

 

(4) 施設・機材の概要 

上水道幹線計画の要約は以下に示す通りとする。 

1) 上水道幹線は、国道 1 号線南側の路肩に配置する。その延長距離は 11.3km と 

する。 

 

2) 幹線の施工法及び管仕様は以下の通りとする。 

a) 一般部φ400 D.P. 

 延長 11.3km 

 取付部φ300 S.P. 

 延長 220m 

 取付部φ300 D.P. 

 延長 360m 

 

b) 橋梁部φ400、φ100 

 延長 275m(40 橋) 

 

c) 配水枝管部φ100 D.P.、φ200 D.P. 

延長 35km 

 

d) 受水槽測点 7.1km 付近 1 基 
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貯水槽測点 9.Okm 付近 1 基 

 〃測点  13.8km 付近 1 基 

3) 各戸接続用資材については、以下のとおりとする。 

a) ポリエチレン管(25mm)240,000m 

b) φ100、φ200 用サドル、25mm ポリエチレン管、鋼管、継手、水栓 12,000 戸分 

 

(5) 維持管理計画 

送水管の 1,000 ㎥/日当たりの送水管原単位は約 400m/1,000 ㎥といわれている。 

(1988年/日本) 

これでコナクリの送水管延長を計算すると 

330ℓ/S×60S×60m×24h=28,512 ㎥/日 

28,512 ㎥ 

送水管=400m×    =11,404m 
1,000 ㎥/日 

=11.40Km となる。 

同様に、配水管延長は 9,885m/1,000 ㎥/日(88 年/日本)といわれる。 

コナクリ市国道南側 330ℓ/分の時の配水管の延長は、 

28.512 ㎥/日 

9,885m×      =281,841m 
1,000 ㎥/日 

=281Km である。 

この延長の場合の維持管理職員数は、公営水道企業職員 1 人当たりの給水取扱量/ 

年 259,0001 ㎥/年といわれているので、(88 年日本) 

 上記 28,512 ㎥/日×365 日/年=10,406,880 ㎥/年 

 10,406,880 ㎥÷259,000 ㎥/人=40.18 人/年となる。 
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国道 1 号線南側測点 Okm から 14.8km の区間の管理には 40 人程度を必要とするこ

とが考えられる。 

施設管理は、下図のような管理フローが考えられる。 

 

 

施設管理は、図のように①の様に点検を行い異常を発見した時は、例えば管か

ら漏水がある時は②の整備、修理を行い、その後に③の水量・水質管理を行う。 

この作業の繰り返しで水量・水質等を維持、管理する。 

詳しい維持管理の留意点は、 

路線については、距離標、弁類、埋設位置を明示するものとし、維持、故障等

の緊急の使用に備える。 

管及び付属設備については、洪水による洗掘、マンホ・一ルの沈下、指示標の

欠落、漏水等を常時点検するものとし、管途中での地盤沈下のある地点などは掘

削を行ってその原因の発見に努めるものとする。 

 

水道橋については、空気弁の可動、橋脚の沈下、塗装、伸縮継手の可動状況等

を点検して処置を行う。管末及び排泥弁では、時々定期的に排水して管内の沈澱

物を排除する。 

配水を円滑に行うために適正な水圧と水量を送水するため、最低水圧が 1.5kg/ 

c ㎡以上になるよう、制水弁の操作、配水管網連絡弁の調整等を行う。 

ウォーターハンマー防止の弁操作法、減圧弁のスクリーン清掃を予めマニュア

ルを作成して、定期的に点検する。 
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水道メーターは、利用者と供給者を結ぶ重要な接点であるので、維持・管理に

ついては特に注意して点検を行う。故障の点検時、1)メーターの積算値の少ない

もの、2)メーター針の乱行、3)メーター針の不動、4)歯車のかみ合わせの緩み、 

摩耗などによる針などの空転(過大流量)、等を点検して、場合によってメーター 

取替作業を行って適正な料金徴収を行うものとする。 

  

貯水槽については、浄水施設等に突発事故があっても全体給水作業に支障なく

円滑に送水できるよう、槽内水位を定時的に測り、貯水量を計算する。同様に流

入・流出の流量を三角堰、流量計で経時的に測定点検する。 

RC コンクリートは、内面のコンクリートが塩素により劣化する時があるので、

1 年に 1 回は槽内を空にして点検することが望ましい。また、槽からの漏水を調

査するために、流入・流出弁を閉め、水位の降下を点検し確認する。 

 

汚染水の流入を防ぐため、周囲に排水路を設け、排水路が塡まらぬよう点検を

行う。また、管内に汚染水が流入しないよう、管の空気弁が正常に働いているか、

排水が管路に流入し易い状態になっていないか等を点検して処置を行う。 

 

今期の施工で特に配水枝管が 35km と長くなったことと、地勢が南北に急傾斜

なので洗掘され易いので、雨季の途中及び後には巡回点検、マンホールの排水等

を行って浸水を点検し、排水するなどの処置を行い、流量計の読みができるよう

にする。 

 

4. 技術協力 

本計画を効率的に実施するために、各戸接続のための方法、雨季後の破損部の修理

方法、水道漏水の調査方法などの技術指導を行って、維持管理の効果を高める。 

このため、維持管理の諸比率を勘案しながら、諸工法のマニュアル製作などの技術

協力を行う必要がある。 
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第4章 基本設計 

 

1. 設計方針 

①自然条件 

ア) 2000年時点の人口予測をもとに給水対象地区の水需要を予測し、給水計画を 

策定する。 

イ) 世銀第二次給水計画からの給水量、給水位置、圧力に整合させた設計とする。 

ウ) 送水、給水は、自然勾配による送水、給水を行うものとする。 

エ) 雨季の降雨による埋設管の洗掘、マンホールの埋没等を考慮した設計とする。 

オ) 乾季のコンクリート養生、運搬に配慮したコンクリート配合設計とする。 

カ) 雨季も運搬できる道路の建設、一部舗装を行うものとする。 

管埋設後の洗掘防護には、表面 10ｃｍ厚ジオテキスタイル、埋め戻し材施工、

流水勾配 3%以上の場合は、砂またはコンクリートを選択する。 

キ) 雨季期間中は出来るだけ、屋外作業を避け、運搬、屋内コンクリート製作作

業等を行うよう努める。 

 

②社会条件 

ク) イスラムの習慣に従い金曜日休日とした工程表を組むものとする。 

 

③建設事情 

ヶ) 現地労働法規を考えた基本単価を計上する。 

コ) 現地で使用中の資材と競合するポリエチレン管等は、同産地(フランス等)か 

ら調達するものとする。 

サ) 本計画に適用する基準は、日本基準(JIS)に準ずることを基本とするが、 

在来メーター、バルブ、パイプなど日本基準以外の場合、既設物との整合、ま 

た将来の延長、接合を考えて国際基準、ISO を適用するものとする。 

 

④現地業者 

シ) コンクリート、砂、骨材は現地業者から購入するものとする。 
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ス) 堀削機、トラック等の重機は現地業者から借上るもあとする。 

 

⑤実施機関の維持管理に関する方針 

セ) 援助効果を早期に発揮させるため、ポリエチレン管、各戸接続具の一部を 

供与する。 

 

⑥施設、機材の範囲 

ソ) 施設設計は、取水、貯水槽、送水管、配水管及び水管橋及びバルブ等の附属 

部品の範囲とし、機材調達の範囲は、各戸接続のための配水枝管からの 25m/m 

径ポリエチレン管 20m/戸と、枝管ポリエチレン管の接続サドル、継手及び水栓 

1 ヶ(メーターの手前まで)とする。 

 

⑦工期に対する方針 

タ) 雨季は、主として給水管、送水管の屋内製作を行い、乾季には管の屋外堀削 

布設を行う。 

チ) 雨季には、屋内コンクリート製品を製作を行う。 

ツ) 新送水管、配水枝管 1 期、2 期の完了に合わせて、段階的に既設φ300mm 管 

の撤去を行うように計画を行う。 

テ) 既設φ700mm からの取水分岐、および既設φ300 から取水分岐工事は、不断    

水工法により施工する。不断水工法とは、水道供給を断水することなく、新管―旧

分岐管を接続する特殊工法で、日本から職人、機械・器具持参し工事する。 

ト) 工期分けは 2 期分けとする。理由は取水点が 3 ヶ所あるが、１箇所（第 1 期） 

と２箇所（第 2 期）に分けて、各々の取水量に合わせた送水管及び配水枝管の

枝管の接続を建設する。3 期分けは第 3 期が極端に規模小さくなるので、2 期分

けを妥当とした。 

 

 

2. 基本設計条件の検討 

(1) 上水道幹線の設計条件の諸元 

ア．計画年次は、世銀第二次給水計画及び本計画第 1 期(1990 年度施工分)に整合 
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させるため、2000 年とする。 

イ．計画区域面積:国道 1 号線 TANENE～LANSANAYA 間 11.3km を本計画の東西の範 

囲とし、国道 1 号線から南側海抜 10m 地点までの平均約 400m を南北の範囲とす 

る。 

ウ．計画人口は、BCP 資料から計算した 2000 年の第 7 区、第 9 区の人口から国道 

1 号線南部人口を計算(表-4.2.2)して、計 278,000 人を本計画の計画人口とし

た。 

エ．給水普及率及び 1 日平均給水量は世銀第二次給水計画と整合するよう、給水 

普及率 100%、1 日平均給水量 l00ℓ/人/日を採用した。 

オ．1 日当たり計画全給水量は、人口と給水普及率と 1 日給水量を乗じて計算し 

た。 

カ．管路形態は、水圧・水量を平均に保持するために管網接続とした。 

キ．管種は、錆、衝撃防止のために原則としてダクタイル鋳鉄管を採用し、橋梁 

部は加工容易のために鋼管を採用した。φ700mm 送水本管から貯水槽までの取 

水管は、高圧取水に耐えるために鋼管とした。 

ク．管径は、送水管については管内摩擦の減少と流量増加のためにφ400mm を採 

用し、φ400mm からの 配 水 枝 管 は 距 離 及 び 人 口 数 に よ っ て φ200mm、また 

はφ100mmとした。なお、φ700mm管から貯水槽までの取水管はφ300mmとした。 

ケ．流速は、管内摩擦を増加させぬよう、日本の水道指針に従って 0.75～1.5m/ 

秒を採用した。 

コ．給水圧は、日本の水道指針により、最小動水圧は 1.5kg/c ㎡～2.Okg/c ㎡を 

標準とし、最大動水圧を 4.Okg/c ㎡とした。 

サ．送水管φ400mm は 500m～1,000m 毎に弁を設置、道路横断分岐部には T 型及び 

弁を設置する。 

シ．国道 1 号線南側に設置するφ400mm 送水管は、道路舗装端部から 2m の位置に 

設置するものとする。 

以上の設計条件の諸元をまとめると、次表のようになる。 
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表-4.2.1 

 



－49－ 

(2) 水需要予測 

本計画は、コナクリ市水道部門の上位計画にあたる世銀第二次給水計画と整合さ

せて給水計画を策定する必要がある。こ,のため、世銀計画の水需給予測の基本情報

となった既往調査(BCP レポート)の各将来予測値(人口、消費水量、給水率等)を用

いて以下の通り本計画給水対象地区の水需要予測を行った。 

 

ア．人口予測(88 年 3 月) 

コナクリ市第 7 区及び第 9 区の人口の増加は、2000 年には 696,000 人、2010

年には 932,000 人となる。 

 

表-4.2.1人口予想 

 

出典BCPレポート 

 

イ．第 7 及び第 9 区、国道南部の人口増加と、需要量の増加 

国道南部の人口数は、第 7 区及び第 9 区の全人口数の約 40%と推定されている 

ので、この比率を利用して計算すると、各年次と国道南部の人口、消費水量の

関係は表-4.2.2 のごとくなる。 
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表-4.2.2 コナクリ市第7区、第9区の国道南部地区人口増加(単位:千人) 

 

ウ．消費水量 

 世銀第二次給水計画の策定にあたり、目標給水普及率は、下表(4.2.3)のよう 

に、2000 年、100%の場合(A)と、2000 年、90%の場合(B)の各々に消費水 

量を 80ℓ/人/日、IOOℓ/人/日(表一 5.2.4)を仮定して、GRAND SHUTE ダ 

ムからの管路流量を考慮した結果、2000 年の計画値は、給水普及率を 100%と 

し、消費水量は IOOℓ/人/日とされた。本計画においても同計画値を準用する。 

表-4.2.3目標給水普及率 

 

出典BCPレポート 

表-4.2.4消費水量計画値 

出展 BCP レポート 
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人口増加に伴う需要水量は、給水普及率を 100%とし、人口 1 人当たりに 

lOOℓ/人/日を乗じた需要水量/秒/年度を表-4.2.2 の最下欄に示した。 

 この水量は、本計画の全体区間である延長 14.8kmに対するものであって、今

期(第 2 期）の延長 11.3km区間の 2000 年の需要水量は 322ℓ/s×11.3ｋｍ/14.8ｋ

ｍ=246ℓ/sとなる。 

 これらの需要水量/年次の関係と送水量/年次の関係を表したものが図-4.2.1

で、縦軸に ℓ/ｓを記入し、横軸に年次を記入、需要水量を点線、送水量を実線

で表した。 

 この図から 1990 年度の第一期計画により、第 7 区 3.5km 地域の水需要は満足

され、続いて 1993 年の第二期計画により第 9 区 11.3km 地域の水需要が解決す

ることが解る。そして各戸接続が順調に進み、対象区域の各戸給水率が 100%に

達すると仮定すると、2000 年には第 7 区及び第 9 区に於いて給水能力が不足す

ることが予想される。 

 これは世銀第二次給水計画との整合性から、330ℓ/s しか国道 1 号線南部地区 

に給水しないためである。このため、2000 年までには給・送水管の補強のみで

はなく、水源、導水能力の補強を図る必要がある。 

 管網計算は、配水枝管 11 ヶ所に合計 330ℓ/s と、AVIATION 貯水槽に 468ℓ/s、 

SYMBAYA 貯水槽に 633ℓ/s 流出するものとし、YESSOULOU 各取水点等の高さ、各 

点間の導水管、送水管の区間延長を与えて計算したものである。 

 結果は、TANENE 取水地からは 101ℓ/s が流入、MATOTO 第一取水点からは 58ℓ/s 

が流入、第二取水点からは 70ℓ/s、第三取水点からは IOIℓ/s また、YESSOULOU 

浄水場からはφ1100m/m に IO42ℓ/S が、YESSOULOU 浄水場からはφ700mm に 333 

ℓが流入する結果となる。 
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図-4.2.1 水需要・供給能力関係図 

 

                   

(*1は第一期計画3.5kmが完了した場合、*2は11.7kmの第二期 

給水管が完了した場合。) 

 

水 需 要 水 量  
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図-4.2.2 導水管、送水管及び排水枝管の関係 
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図-4.2.3 ギニア国コナクリ市排水管網図(流出固定,流入量自由仮定による) 
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3. 基本計画 

本計画は、(1)施設計画と、②資材計画からなる。 

施設計画は取水管、送水管、配水枝管及びこれに関連する貯水槽及び水管橋からなり、

機材計画は、配水枝管と各戸との接続工事に必要な資材のうち、ポリエチレン管、カラ

ー、水栓、継手など、メーターまでの資材に関するものからなる。 

 

(1) 施設計画 

計画施設は、延長約 11.3km(概略測点 3.5km から測点 14.8km)の範囲内の配水枝管延

長約 35km と、これに送水する送水管約 11.5km、送水管に取水する取水ヶ所 3 ヶ所とか

らなる。本計画の 11.3km の距離は、東部測点 14.8km から、西部測点 3.5km に向かっ

て約 1%の下り傾斜があり、北から南(取水点→送水管→配水枝管)に向かって約 2%の下

り傾斜がある。これらの関係は図 4.2.2 のごとくなる。 

 

1) 本計画で第 7 区、第 9 区国道 1 号線の南部に供給のために取水される総取水量は 

世銀第二次給水計画との整合から 330ℓ/Sとし、第一期工事のタネネ取水点で 76ℓ/S

取水されているので、第一、第二、第三取水点に供給される水量は約 254ℓ/S とな

る。送水管の下流(西側)から上流(東側)に向かって、取水点は 3 ヶ所あり、第一取

水点は測点 7.1km、第二取水点は測点 9.Okm、第三取水点は測点 13.8km 付近の

海抜 50m 付近から取水する。 

第一取水点を測点 7.1km に決めた理由は、この地点に世銀が SYMBAYA 貯水池から

の送水管を新設し、海抜 50m 付近で本計画施設と i 接続する計画が既にあったため

である。 

第二取水点は、世銀から既設φ700mm 送水本管と直接接続することを指示された

こと、この付近に人口が多く、配水枝管延長が長いこと、φ700mm の位置と国道と

の距離が近いことから、測点 9.OKm に決定した。 

同様に第三取水点は、第二取水点からの取水だけでは、最終点測点 14.8km まで

距離が長いこと、逆勾配であること、φ700mm と国道との距離が近いこと、人家、

障害物の少ないことから最終点測点 14.8km と第二取水点との中間位置である測点

13.8Km に決定した。 
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取位置から受水槽又は貯水槽までの取水管は、第一取水点についてはφ300DP と

した。理由は世銀計画の SYMBAYA からの送水管がφ300DP で施工されるので同等な

仕様とした。 

第二取水点及び第三取水点についてはφ300SP とした。理由は、φ700mm の導水

管の水圧が 10kg/㎠と高いため、高圧に耐える SP 管とし、管径は水圧が高く流速

が速いので、φ300mm を採用した。 

流量計を取水量管理を行うために第一取水点、第二取水点、第三取水点の各々に

設置した。第二、第三貯水槽に水位調整弁を設けて、槽内水位を調節する。第一受

水槽水の水圧は約 8.Okg/㎡であるが、世銀側の減圧弁で減圧されて本計画に接続

される。 

 

2) 受水槽を第一取水点に、貯水槽を第二、第三取水点に設けた。 

理由は、受水槽は後日送水管の誤操作等によるウォーターハンマー事故の防止、

下流管路の消毒等に備えるために設置した。 

 受水槽は、世銀で設置される減圧弁室の下流に設ける。管路は 2 通りとし、1

つは受水槽に受けて常圧で送水管に流す間接回路で、他の 1 つは減圧室の給水を送

水管に直結する回路の 2 管路とする。通常は、第一の間接回路で給水するが、流量

の少ない時は直結回路を利用して給水する。受水槽の形状は 5m×3m×3.3m(高)で

半地下式とし、槽内に三角堰による流量計と外部下流側に通常の流量計とゴミ除け

スクリーンを設置する。 

貯水槽の容量は、日最大給水量に備えて、8 時間分の給水量を貯蔵することとし、

水圧保持のため水準点 50.00 付近に第二、第三貯水槽を設置した。 

貯水槽は、内部を 2 槽に分割、清掃、点検が使用中にも行われる構造とし、形状

は、半地下式で露出部の屋根部は断熱材として厚さ 30cm 程度の砕石を置く。取水

は貯水前にスクリーンで浄水し、次に水圧を減圧して槽内に貯水する。槽内には、

三角堰式の流量計を設ける。貯水槽の下流にスクリーンと機械式の流量計を設ける。 

 

3) 送水管は、受水槽、貯水槽から国道までの送水管Ⅰと国道に併行した送水管 

Ⅱがある。 

第一取水点から国道まで、送水管 1 はφ300DP とする。理由は SYMBAYA からの導

水管がφ300DP で導水され、同流量を送水するのでφ300DP とした。 

第二、第三取水点の貯水槽から国道まではφ400DP とした。理由は取水・導水圧

に比べて低圧となること、国道併行の送水管 H はφ400DP であること、DP が腐蝕に

強いことなどからφ400DP とした。 
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国道併行の送水管 H はφ400DP とした。理由は、この管は既設のφ300DP に代わ

って設置する管であること、人口が増加中で流量を多く必要とすること、φ400mm

の方は管内摩擦が少なく断面も大きく流量が約 1.8 倍送水できるので、φ400mm を

採用した。 

 配水枝管は送水管Ⅱから、下記の通り 11 ヶ所に分岐する。 

(図4.2.2導水管、送水管、配水枝管の関係) 

 

①ロータリー L ≒   670m 

②エアポート L ≒   450m 

③ARMYEAST  L ≒  2,200m 

④SYMBAYA  L ≒ 8,720m 

⑤MATOTO  L ≒ 2,490m 

⑥MATOTO,COLA  L ≒ 2,000m 

⑦SANGOYA  L ≒ 4,780m 

⑧SANGOYA  L ≒ 3,000m 

⑨ENTA,WEST  L ≒ 2,980m 

⑩ENTA,EAST  L ≒   880m 

⑪TOMBORIA  L ≒ 1,640m 

 

4) 配水枝管は、第一期で送水管が更新済みの測点 1.1km、測点 1.7k.付近にφ 

200DP の枝管をφ400DP から分岐設置した。理由は、将来既設φ300DP 管を撤去

する時に、給水遮断の可能性のある場所として予め枝管を設置した。 

第一取水点から給水される SYMBAYA、MATOTO 付近は、φ200DP 及びφ100DP 管で

φ400DP から分岐配管した。理由は学校・官庁・人家がこの付近に集中しているこ

と、道路が発達し配管可能であること、配管への障害物がないこと、SONEG の要請

があったことで、この付近に別図のような配管を行った。配水枝管の末端は水準点

10.00 までとした。 

第二取水点から給水される、MATOTO COLA、SANGOYA、SANGOYA 東付近にφ400DP

からφ100DP で配水枝管を北から南へ配管した。理由は SONEG からの要請のあった

こと、人家が集中していることなどから、別図の管配置を決定した。 

第三取水点から給水される ENTA 西、ENTA 東及び TOMBORIA 付近は、φ400DP から

φ200DP、φ100DP で分岐した。場所は SONEG からの要請と、道路のある村落に給

水配管した。 

全ての配水枝管の南端は、原則として水準点 10.00 までとした。 
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' 

5) 橋梁は国道沿いのφ400mm 送水管Ⅱに 19 橋と、配水枝管φ200mm、φ100mm に 

21 橋あり、計 40 橋、延長 275m ある。 

橋梁スパンの平均値は、約 8.Om であり最大は 25m=@8.3m×3 である。橋梁は、パ

イプビーム鋼管とし、歩道橋を併設する橋梁のみⅠ型鋼にて補強して歩道を設ける。

橋脚は鋼製円柱構造とし、基部をコンクリート蛇篭石補強する。 

 

6) 付帯設備としては、バタフライ弁を故障又は点検のために原則として 500～ 

1000m 毎に 1 ヶ所設けるものとし、特にφ400mm 送水管の弁は開放が容易になる

よう、副制水弁はバタフライ弁を設置する。また、取水地点には各々流量計を設置

して給水量の資料をとる。 

排泥弁を送水管、配水枝管の端部、低部の排水の可能な場所に設けて、管内の清

掃に利用する。 

空気弁を、送水管の凸部、橋梁の凸部、又は原則として 300m 毎に弁を設けて、

管内異常圧の防止、滅圧の防止を行う。 

伸縮継手を橋梁の端部に設けて、異常圧力が加わらぬように図る。 

7) 舗装復旧工事は、舗装道路横断部の復旧時に行う。管の衝撃による破損を防 

止するために、コンクリート打設を行う。 

 

(2) 資機材計画 

施設計画が完了後ギニア政府は、配水枝管から各戸へ接続、メーターの設置を行

わねばならない。本計画各戸接続の戸数は約 12,000 戸であり、接続管の延長は約

240,000m を必要とし、接続のためのカラー、接続具、水栓は 12,000 戸分必要とす

る。このための費用は管を除いて 410,000GF/戸(56,170 円/戸)であり、12,000 戸を

３ヶ年で完了するためには年間 1,726,920,000GF(233.1 百万円)必要となる。実際に

施工する SONEG の年間(1992)の予算は 2,841,000,000GF(389 百万円)であり、費用は

予算の 59%に達する。 この理由から実現可能な予算の 10%(284 百万 GF)で各戸接続

を行うと仮定すると、17 年を必要とし、これでは援助の効果を急速に発揮すること

が出来ない。 

これらの状況から、機材供与を 1)φ25mm ポリエチレン管 240,000m と 2)枝管のカ

ラー、管の接続具、継手及び水栓の一部を本計画の中で調達する。 

 

1) ポリエチレン管は、現在施工しつつある管と品質、径(φ25mm)とも同等とし、 

一戸当たりの延長を平均 20m/戸として全戸数 12,000 戸分、合計 240,000m 
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を調達することとした。同品質として既設設備と整合を図るため、調達先をフラ

ンス国からとする。 

2) 接続具は、各戸接続必要項目の内の、枝管の接続カラー(φ100 用及びφ200 

用)、枝管―接続管(φ25m/m)部の水栓及びφ25mm ポリエチレン管の水栓部及びメ

ーター続部等の継手を 12,000 戸分調達することとした。 

上記の施設・資機材計画の主な内容及び数量をまとめると、次の表のようになる。 

表-4.3.1 

  施設内容 数 量 

1) 取水部 

流量計 ６基 

水位調節弁 ２基 

2) 受水槽・貯水槽 

第一取水地点受水槽 5m×5m×3m ６基 

第二取水地点及 ２基 

第三取水地点貯水槽 30m×60m×3m ２基 

3) 送水管 

 φ 400mm ダクタイル鋳鉄管 

 φ 300mm ダクタイル鋳鉄管 11.5km 

 φ 300mm 鋼管 

4) 配水枝管 

 φ 100mm ダクタイル鋳鉄管 

 φ 200mm ダクタイル鋳鉄管 

5) 橋 梁  延長 : 275m 40 橋 

6) 付帯設備 

・既設φ700mm と新設  副制水弁付バタフライ弁(φ400 以上) 19 ヶ所 

φ400mm の接合ヶ所、 流量計(φ700mm とφ300mm 接合ヶ所) ·  6 ヶ所 

500～1,000m 毎に 

・排泥弁φ100mm バタフライ弁 ······················· 12 ヶ所 

・空気弁φ100mm 〃   ························· 6 ヶ所 

・排水φ400mm 凸部、 双口空気弁 ························· 19 ヶ所 

 又は 300m 毎に 

・φ400mm 凹部に 排泥弁 ······························ 6 ヶ所 

・橋梁部の管露出部に 伸縮継手及び空気弁 ················· 40 ヶ所 

7) ・ジオテキスタイル 舗装延長 送水管、配水管 ············ 100km 

 

1) 機材支給ポリエチレン管(φ25m/m) 240,000 m 

2) 機材支給カラー(φ100mm 及びφ200mm) 

   及び実用水栓、継手(φ25m/m) 12,000 組 12,000 組 

35km 
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(3) 基本計画図 

 

 図 １． 標準掘削断面図 ············································· 61 

 図 ２． 標準管補強図 ··············································· 62 

 図 ３． 標準マンホール、弁室詳細図 ································· 63 

 図 ４． 標準橋梁図 ················································· 64 

 図 ５． 第一取水点(MATOTO)受水槽 ··································· 65 

 図 ６． 第二、第三取水点貯水槽 ····································· 66 

 図 ７． コナクリ市東部地域給水配管計画図 測点      0～3.0Km ······ 67 

 図 ８．    〃 (TANENE)     測点    3.0Km～7.1Km ····· 68 

 図 ９．    〃 (第一取水点、第二取水点) 測点   7.1Km～11.Okm ····· 69 

 図 10．     〃 (第三取水点)   測点  11.0Km～15.2Km ····· 70 

 図 11．    〃    測点  15.2Km～18.5Km ····· 71 
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4. 施工計画 

 

(1) 施工方針 

1) 日本政府の無償資金協力としての事業を行う、このため工期は日本政府の閣議 

の含まれる年度内とし、各期の事業は原則として 1 年間で終了する。 

2) 事業実施の全体的関係は下図のようになる。 

 

 

3) 施工上の全体監督は、SONEGが行い、そのうち技術監督は、SONEG監 

督下で SEEG が行う。 

無償資金協力として事業を実施する場合の施工方針を述べると、 

4) 重機械の使用は、現地のフランス業者の重機械を利用して掘削などを行う。 

5) 二次製品マンホール蓋などは、コンクリートを現地業者混合工場より購入し、 

現地で製作する。 

6) 管の不断水接合の技術者は、日本より派遣する。 

7) ダクタイル鋳鉄管材は、日本より輸送する。 

8) 水位調整弁等及びポリエチレン給水管(25m/m)は、フランス製品を使用するの 

で、納期及び品質の確認を行う。 

9) 第二貯水槽及び第三貯水槽は、半地下構造となるので排水渠、盲渠を周囲に建 

設する。 

10) 旧φ300mmの撤去は、新φ400mm幹線及び配水枝管の完成に従って、延長を3 

区間に分割して撤去する。 

11) 傾斜の急な場所の埋戻し表面は、厚さ10cm以上のジオテキスタイル及び3%以 

上の勾配には石ばりコンクリートを施工する。 

 

図－4.4.1 事業実施関係
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(2) 建設事情及び施工上の留意事項 

下記の諸点について留意する。 

1) 雨季には相当量の水量が流れるため、管路埋戻し部の表面の侵蝕、マンホールへ 

の雨水流入等に配慮して施工する。 

2) 舗装されていない道路では、雨季に弁渠が道路に突出し、車車両により破損され、 

後日配水枝管の漏水の原因となるので、高さ、周囲の填圧を注意して施工する。 

3) 弁室は施工が容易なように、地下部分を現地でコンクリート打設し、天井蓋部分 

は予め工場でプレキャストした版を、現地で設置する。 

4) 湿潤地における管の基礎は、枕基礎又は杭基礎を採用し、継手部はポリエチブィ 

ルにて包むものとする。 

5) 長さ3m以上の弁室は、作業の換気のため出入口を2ヶ所以上設置する。 

 

(3) 施工監理計画 

施工監理を行うためのコンサルタントの監理方針は下記の通りである。 

1) 現地常駐監理者はl名とし、スポット監理者1名を調査(各年度l回)、工事の部分 

検査(各年度2回)及び竣工(各年度1回)の都度、出張監理させる。 

2) 貯水槽、仮設道路の用地取得については、予めSONEGに位置・面積・着工期日を 

連絡して、工事に支障しないよう確実に取得するよう行わしめる。 

3) 各戸接続用資材については、ギニア側の使用に際して使用場所と数量を確認し、 

文書をもって報告せしめる。 

 

(4) 資機材調達計画 
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(5) 実施工程 

日本国政府の無償資金協力により本計画が実施された場合、全体を2期に分割し、 

各期において表－4.4.1に示した施設建設、資材調達を行う。各期の実施工程を 

表-4.4.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－75－ 

 

 

 

(6) 概算事業費 

本計画を日本の無償資金により実施する場合に必要となる事業費総額は 35 .25 億 

円となり、日本とギニア国の負担区分に基づく経費内訳は、下記に示すとおり、日 

本側負担分 35 .25 億円、ギニア側負担分 48 百万円となる。 

表－4.4.2 
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1)日本側負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ギニア国負担費 355百万FG(48百万円) 

 1. 3 現場への道路建設費用 

  3 ×500 ml×30,000 FG ························· 45,000,000 FG 

 2. 新管の圧力試験、掃除の使用水代金 

  10,000 m3×700 FG ····························· 7,000,000 FG 

 3. 既存管漏水修理費 

  400×15,000 FG ································ 6,000,000 FG 

 4.機器材保管料 

  F t (請負額) ································· 10,000,000 FG 

 5. 工事中における既存物に対する破損に対する費用 

  Ft (請負額) ·································  15,000,000 FG 

 6. ケープル等地下埋設物に対する修理費 

  F t (請負額)  ·······························  15,000,000 FG 

 7. 土木工事及び防護用外棚 

  F t (請負額)  ·······························  25,000,000 FG 

 8. 既登録者の新規接続費用 

  750軒×300,000 FG/ 軒 ······················· 225,000,000 FG 

   (30,375,000 円) 
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9. 現場経費 

9.1. ガソリン代(チーフproject) 

  15ℓ/日×25日/月×6月×2×700 FG ················· 3,150,000 FG 

9. 2. 潤滑油 

  5ℓ -/月×6月×2×950 FG···························· 57,000 FG 

9. 3. 車両維持費 

  Ft (契約金額) ·································  1,500,000 FG 

9. 4. 給料及びボーナス費用 

 a)運転手 

  1×50,000 FG/月×6月×2 ·························  600,000 FG 

 b)ガードマン 

  3 X50,000 FG/月×6月×2  ······················· 1,800,000 FG 

 c)ボーナス 

  1 X50,000 FG/月×6月×2 600,000 FG ··············· 600,000 FG 

 

 計 

 

 

 

上記の他に、 

建設用地の収用(15,000㎡)及び材料置場の確保(10,000㎡)はギニア国側が責 

任をもって行うものとする。 

 

3) 積算条件 

(1) 積算時点 : 平成4年10月 

(2) 為替交換レート : 1 US$= 124.80円(過去180 日間平均レート) 

    l現地通貨(FG) = 7.28 FG/円 

(3) 施工期間 : 2期による工事とし、各期に要する詳細設計、工事の期間 

  は施工工程に示した通り。 

(4)その他 : 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施さ 

  れるものとする。 

355,707,000 FG 

(48,892,000 円) 
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第５章 事業の効果と結論 

 

1. 緊急性 

本計画は、コナクリ市の中でも人口増加が最も著しいにも関わらず、世銀第二次給水計画

で更新の対象となっていない同市東部地域の国道 1号線南側地区における給水施設改善計

画である。 

本計画で、同地域における既存送水管の更新及び配水枝管の新設を実施することにより、

世銀計画の導水量増加工事の効果を、同地域へも稗益させることが可能となる。このため、

人口急増のこの地域に、豪雨とラテライト土壌の障害を越えて世銀計画完成に合わせて延長

18.5km 地区の送水管及び配水枝管の計画・工事を完了することは緊急な必要性がある。 

 

2. 効 果 
本計画実施による効果と現状改善の程度をまとめると、以下の通りとなる。 

  現状の問題点   本計画での対策   計画の効果・改善の制度 

1. 給水管の延長が短く、
各戸給水が普及して
いない。 

1. 送水管延長 12.1km を設
置し、それに伴う排水枝
管を 35km設置して、各戸
給水を容易にする。 

・ 本計画の施工により、100
ℓ/人一日の給水が行える
ようになり、現状 25ℓ/人
一日が大幅に改善される。 

2. 給水量が少なく、水圧
低下を招く。 

2. 世銀第二次給水計画で設
置された導水管より取水
したこと、及び水圧が平
均になるように給水管を
管網に布設した。 

・ 世銀の導水管により、導水
量は増加し、水圧も 5kg/c
㎡と高くなる。 
併せて、管網になるように
図ったので、水圧は
1.5kg/c㎡～4kg/c㎡をほ
じできるようになる。 

3. 漏水が多い。漏水量は
40%に達している 

3. 漏水を少なくするため、
既設のφ300を撤去する
こと、新設管は土被りを
90cmに埋設するよう図
った。 

・ 新設管φ400、排水枝管の
官僚に併せ、φ300漏水を
皆無にすること、道路横断
部はコンクートを打設す
ること等で漏水の減少を
図った。 

4. 給水量と、料金徴収量
の差が大きい。 

4. 料金徴収し易く、各戸に
メーターを設け易いよう
に、排水枝管の新規布設
を 35km計画した。また、
各戸接続のポリエチレン
管を 240km及び各戸接続
用器具の一部を 12,000
戸分支給して、メーター
が早期に取り付けられる
ように図った。 

・ 料金徴収を増加させるた
め、良質の水を適当水圧で
給水し、しかも各戸に給水
することを図った。そして
この作業を早期に完了し
て料金収入を多額徴収で
きよう図った。 
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  現状の問題点   本計画での対策   計画の効果・改善の制度 

 
5. 
 
 
 
 
6. 

 
配水管埋設部が豪雨
による水流による洗
掘により、工事の手直
しがある。 
 
各戸接続に相当な費
用を要するため、工事
完了に日時を必要と
し、旧φ300の撤去に
時間を要する。 

 
5. 
 
 
 
 
6. 

 
勾配 3%以上の埋設部のジ
オテキスタイルの表面は
コンクリート詰めとする 
 
 
早急に各戸接続を完了さ
せるために、ポリエチレ
ン管の他に排水支管から
の接続用カラー、水栓及
び接続用具を 12,000戸
分支給して、費用の一部
を援助した。 

 
・ 
 
 
 
 
・ 

 
埋設部表面がジオテキス
タイルコンクリートとな
り。後、洗掘の例を聞かな
い。 
 
早期に完了するため、旧φ
300が撤去出来て漏水量が
減少すると共に、水道料金
収入が増加し、水道経営を
健全にすることが出来る。 

 

 

 

3. 結 論 
コナクリ市東部地域の 1903年に建設された水道管は老朽化し、漏水率は 40%に達して

いた。しかも同地域の人口は急速に増加中で、飲料水の不足は拡大しつつある。 

これらの水道水の不足は、本計画を世銀第二次給水計画の達成と時を同じくし、老朽

管のリハビリテーションを行い、同時に配水枝管を増設し、併せて各戸に給水管を接続

することで大幅に改善できると考えられた。 

本計画の検討にあたっては、既設の水道設備、水道計画、都市計画、道路計画等との

整合を考慮して、全体の環境、安全、経済性の効果を図った。 

本計画は世銀の水道計画の目標とも一致する。従って、本計画が日本政府の無償資金

協力により実施されたことは有意義であり、その妥当性は極めて高いといえる。 

 

4. 提 言 

1) 2000 年以後、2050年を目途とし、コナクリ市の人口配置、増加の予算計画、水源の 

確保、浄水場計画、送水管の計画、に伴う年次計画を直ちに行い、漸次土地入手など

先行着手する必要がある。 

降には給水量が不足することとなる。これを解決するためには新たな水源計画、浄水

計画を策定する必要があり、そのためには長期間を要する土地取得、水文調査等を考

慮すること、直ちにこれ等調査を開始する必要がある。 

 

2) 給水前期工事完了後（1990年）に、雨季の増水による浸水・洗掘被害にあった 

が、雨季以前にジオテキスタイルを水道管埋戻し表面厚 10ｃｍに使用し、急勾配部ま 

たは、流水多量の場所は、表面埋め戻し部に、砂・ラテライト混合締め固め土または、 

コンクリート埋め戻し併用施工が有効であった。 

 

3) SEEGは、給水管からサドルを使用してポリエチレン管で各戸に給水接続を行ている 

が、金物防蝕と汚物侵入防止のため、ポリエチフィルムによりサドル付水栓を包むこ

とを提言する 
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4) 将来的土地産業の育成の意味もあって、ラテライトの積極利用が望まれる。即ち、 

ラテライトれんが等を制作して、土木構造物、建築構造物に使用すること、道路舗装

に利用すること、破砕してコンクリート骨材としての利用を図って国内産業発展に資

すること等を提案する。欠点はあるが、或いは道路舗装の場合は、路盤に使用すると

か、コンクリート骨材としては弱いがある強度内の利用、耐熱コンクリートなど利用

は出来る。本格的研究利用支援も大切ではないか 

これは南方各国の支援にも技術波及すると考えられる。 以上 

 

 

 


