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クボタでは、平成 年
度下水道革新的技術実証
事業予備調査「下水圧送
管における硫化水素腐食
箇所の効率的な調査・診
断技術」のコア技術とし
て、圧送管内調査機器（＝
製品名称「ＣＳカメラ

クボタ・平成

技術
◇予備調査で採択

年度Ｂ ＤＡＳＨ予備調査

岩 宏和氏

圧送管の布設状況を確認
し、圧送ポンプが稼働時に
気相部が生じる空気弁下流
部を腐食危険箇所として絞
り込みます。絞り込みの有
効性については、過去の腐
食事例（事故発生箇所）と
照らし合わせ、一致するこ
とが確認されています。
②では、腐食危険箇所に
ついて、空気弁から管内調
査機器を挿入し、空気弁下
流部約 ㍍の腐食劣化状況
を、機器先端部に取付けた
カメラにより確認を行いま
す。従来手法と比較し、開
削等の土木工事が不要で、
カ所につき約 ・ 時間
で作業が完了でき、ポンプ
停止時間中に調査が実施で
きる点が特長です。
◇安価かつ迅速な
調査実現
今回は予備調査であった
ものの、全国 自治体の協
力の下、実際のフィールド
で圧送管調査を行っていま
す。調査対象の圧送管は、
モルタルライニング仕様の

ダクタイル鉄管で、古いも
のでは布設から 年、新し
いもので 年ほどが経過し
ていました。いずれの圧送
管でも、ライニング部の変
色・腐食や鉄部露出・発錆
等の劣化が確認できまし
た。
また、調査対象の圧送管
の一部では、曲管部でエポ
キシ樹脂粉体塗装が施され
たダクタイル鉄管が布設さ
れており、合わせて調査を
行ったところ、内面の健全
性が確認でき、優れた耐食
性を有することが検証でき
ました。今後、圧送管の更
新を検討する際には、二条
化といったバックアップ機
能確保に加え、耐食性に優
れた管材の活用が推奨され
るものと思われます。
今回のＢ ＤＡＳＨ予備
調査では、導入効果も検証
を行っています。経済性比
較では、既存調査手法（開
削による管外面超音波検
～
）を
査、φ
対象に直接工事費（土木工
事費、調査費含む）で比較

予備調査の公的評価

実証成果踏まえガイドライン化ヘ

検討を行った結果、φ
では 分の 、φ
では 分の のコスト縮減
効果が試算されています。
これらの成果については
現在、Ｂ ＤＡＳＨ導入ガ
イドラインの作成を進めて
おり、年度内の発刊に向け
鋭意作業を進めています。
このための補足調査とし
て、空気弁の下流部のみな
らず、上流部（液相部）の
腐食の状況についても調査
を進め、机上スクリーニン
グの有効性を確認すること
としています。

モルタルライニング
（右上）とエポキシ
樹脂粉体塗装の比較

圧送管路調査・診断技術が確立
国土交通省の下水道革新的技術
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実証事業の平成 年度予備調査案
件「下水圧送管路における硫化水
素腐食箇所の効率的な調査・診断
技術」について、このほど実証成
果が取りまとめられた。そこで今
回、予備調査の概要や調査技術の
有用性、実証成果に関する国・自治

国土交通省国土技術政策
総合研究所では、平成 年
度下水道革新的技術実証事
業（Ｂ―ＤＡＳＨプロジェ
クト）の予備調査採択案件
の一つ、「下水圧送管路に
おける硫化水素腐食箇所の
効率的な調査・診断技術」
について約 年間にわたり
実証フィールドでの調査等
を踏まえ、技術の有効性を
確認しました。
今回の予備調査は、①腐
食の恐れがある箇所の絞り
込みを行う机上スクリーニ
ング②絞り込み箇所につい
て実際に管内調査機器で調
査し腐食の有無を判断――
という 段階の手法を掛け
合わせたものとなっていま
す。圧送管の調査について
は、これまで難しいとされ
ていたため、本技術は画期
的なものと言えます。
①では、台帳データ上で

制度

ており、その有効な対策と
してエポキシ樹脂粉体塗装
を施したダクタイル鉄管の
使用が推奨されている。
ダクタイル鉄管メーカー
のクボタでは、内面エポキ
シ樹脂粉体塗装のダクタイ
ル鉄管の耐食性を検証する
ため、自治体協力の下、硫
化水素濃度最大
ｐ
ｐｍの高腐食環境下におけ
る腐食劣化の進行を調査。
カ年以上にわたる調査の
結果、粉体塗装表面には異
常は見られず、優れた耐食
性が確認されている。
また、今回実施したＢ
ＤＡＳＨ予備調査において
も、モルタルライニングの

フィールド自治体の声

◇内面エポキシ樹脂粉体
塗装管の有効性

ダクタイル鉄管により構
築された圧送管路網は、耐
久性は基より耐震性、さら
には配管設計の自由度に優
れるなどの利便性が特長
で、日本下水道協会発行の
下水道統計によると、平成
年から 年の間に布設さ
れた圧送管路の半数以上
（
㌔㍍）にダクタ
イル鉄管が採用されてい
る。
一方、内面仕様がモルタ
ルライニングのダクタイル
鉄管で、硫化水素に起因す
る内面腐食事例が顕在化し
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体の声をまとめた。
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人力挿入で約 ｍの調査実現
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気相部が管体下部まで
広がっている場合には、
フロントカメラで死角を
カバーする。
予備調査の 現 場で
は、いずれも問題なく管
内面の腐食状況を確認す
ることができ、同調査機
器の有用性が示された。
クボタでは、今回のＢ
ＤＡＳＨ予備調査結果
を踏まえ、圧送管の予防
保全型の調査点検を標準
化し、計画的に危険箇所
を更新していく仕組みを
確立したい考えだ。その
結果として、道路陥没事
故を未然に防止するとと
もに、安全で安心な下水
道管路の構築に貢献する
ことにつながると考えて
いる。

0

徹底、未然防止策の準備等 とで、予防保全型管理に弾
に努めるよう働きかけを行 みがつくものと期待してい
っているところです。
ます。ストックマネジメン
ト計画を策定する際には、
◇維持管理情報の蓄積を
ぜひとも圧送管が抱えるリ
スクを十分に理解し、計画
的な点検・調査や改築の実
施をお願いします。
国では現在、平成 年に
策定した「新下水道ビジョ
ン」の実現加速に向け、新
下水道ビジョン加速戦略検
討会を立ち上げています
が、この中では重点項目の
一つとして「マネジメント
サイクルの確立」を掲げて
います。圧送管についても、
まずは実態把握に努め、本
開発技術等を活用して日常
の維持管理情報を蓄積し、
計画的な改築・修繕に取り
組むなど、維持管理を起点
としたマネジメントサイク
ルを構築することが重要で
あると考えています。

ダクタイル鉄管（写真上）
では表面の劣化や鉄部の露
出・発錆び等の異常が見ら
れたが、内面エポキシ樹脂
粉体塗装（写真下）のダク
タイル鉄管では健全な状態
が保たれていることが確認
されている。

◇二条化で機能確保を

近年、硫化水素に起因す
る圧送管路の漏水・道路陥
没事故により、復旧作業に
年以上の期間を要するな
どの甚大な被害事例も報告
されている。国では今年
月に、圧力管きょの破損に
よる未処理下水の流出防止
対策に関する事務連絡を発
出し、圧送管路のリスクマ
ネジメントの徹底を呼びか
けている。圧送管路が機能
不全に陥った際の応急処置
（資材備蓄等）や、二条化
による機能確保の実施に努
めるよう通知されている。
二条化の実施による、非常
時のリスク管理のみなら
ず、バックアップ機能確保
による計画的な圧送管の更
新が求められている。
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昨年度に下水道革新的技
術実証事業（Ｂ―ＤＡＳＨ
プロジェクト）の予備調査
（ＦＳ調査）に採択された
「下水圧送管路における硫
化水素腐食箇所の効率的な
調査・診断技術」は、圧送
管路における腐食箇所を絞
り込み、実際に管内面の状
況を調査・診断することが
できる技術を検証したもの
です。圧送管は過酷な腐食
環境に置かれるケースが多
く、定期的な点検・調査が
求められます。これまでは
圧送管路に対応する調査技
術・手法が確立していなか
ったことが課題に挙げられ
ていましたが、今回のＢ―
ＤＡＳＨ技術を活用するこ
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弁（φ ）および空気弁
直下のＴ字管部も円滑に
挿入することができるよ
う設計が施されている。
作業員が人力で圧送管内
に押込みながら挿入し、
約 ㍍程度の調査が可能
だ。
調査機器先端部のガイ
ドには、前方ライト、夾
雑物確認用フロントカメ
ラ、管頂調査用カメラ等
を標準装備。
管頂点検用カメラには
自動車のバックモニタで
使用される汎用品を採用
しており、
度程度
の視角をカバーす るほ
～
か、φ
までの焦点調整機能を有
し、鮮明かつ広範囲の映
像を収集できる。

る漏水・道路陥没事故がク
ローズアップされていま
す。圧送管はひとたび事故
が起きれば未処理下水の流
出のみならず、上流部での
下水溢水の恐れなど、さま
ざまなリスクを抱えていま
す。
国が行った調査による
と、圧力管きょ（圧送管）
の二条化、仮設ポンプの備
蓄等により、圧力管きょが
破損した場合に未処理下水
の流出防止対策を講じてい
る施設は ％（回答済みの
施設中）にとどま
っていることが明らかとな
っています。
そこで国では、平成 年
月 日付で全国自治体等
に向け「圧力管渠の破損に
よる未処理下水の流出防止
対策について」事務連絡を
発出し、圧力管きょが破損
した際の応急対応の備えの

高耐食性管材へ更新を
予備調査で健全性確認

腐食箇所の特定・調査に有効
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◇圧送管ストックの現状
当県の流域下水道は7処理区合計で管きょ総延長が約270㎞、圧送管
は約54㎞と全体の約2割を占める。管径はφ100～700、
圧送距離では2㎞
超の区間が8カ所あり、最長のものでは3.7㎞に及ぶ。7処理区のうち平
成10年前半に供用開始したＡ処理区では、全体の約4割が圧送管で、将
来的に維持管理をいかに行うかが課題であった。
また、平成25年にはＢ処理区において、
供用開始20年経過管が硫化水
素に起因する腐食劣化で破損し漏水事故が発生した。事故現場は住宅
地であるほか、地中埋設物が輻輳しており、復旧工事は困難を極め、
破
損箇所および腐食懸念箇所の布設替えに3年半もの時間を費やした。
◇Ｂ-ＤＡＳＨ予備調査の所感
今回の予備調査はＢ処理区の最上流部の二条管（φ200×900ｍ）
のう
ち、1条を対象に実施した。下水道台帳上の動水勾配から算出した危険
箇所（空気弁下流気相部、Ｌ＝約30ｍ）を管内調査したところ、
実際に
腐食劣化が見られ、有効性が確認できている。
また、下水道台帳では全スパンがモルタルライニングのダクタイル
鉄管となっていたが、曲管部でエポキシ樹脂粉体塗装の異形管が布設
されていた。同じ腐食環境下にありながら、
エポキシ樹脂粉体塗装管に
は腐食劣化が見られず、同管材の耐食性も確認できた。
管内面を画像で確認できることのメリットは非常に大きく、圧送管調査技術
の進展を感じた。また、調査に際し、圧送ポンプの停止を1.5時間以内に完了す
ることができ、送水機能へ影響を与えなかった点も評価したい。
導入ガイドライ
ンの策定により同調査技術の水平展開に大いに期待している。
◇圧送管の適正な維持管理・更新へ
当県では全7処理区を対象とした下水道ストックマネジメント計画を策定
し、すでに国交省地方整備局に提出している。現状、
圧送管は復旧の困難さから
危険リスクを最上位に位置付けているものの、調査手法が確立していないこと
を踏まえ事後保全管理施設としているが、年度内には状態監視保全施設に変更
する予定だ。
今後、Ｂ-ＤＡＳＨ予備調査技術を含めた多様な手法により、圧送管の腐食劣
化の全容把握に努め、更新計画策定につなげたい。
未処理下水流出防止対策や地
震対策などを踏まえ、圧送管の二条化についても合わせて検討を進めていく。
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◇下水圧送管の維持管理
の現状
全国に布設された下水道
管路の総延長は平成 年度
末時点で 万㌔㍍になりま
す。このうち耐用年数超過
管は ・ 万㌔㍍に及び、
この規模は 年後に ・
万㌔㍍、 年後に 万㌔㍍
と加速的に増大していく見
込みです。
また、こうした老朽化の
現れとして、下水道管路に
起因する道路陥没が年間
カ所（平成 年度）
発生している状況であり、
早急な対応が求められま
す。道路陥没の原因の大半
は取付管の劣化・破損によ
るものであるものの、近年、
圧送管の腐食劣化に起因す
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国土交通省国土技術政策総合研究所
下水道研究部下水道研究室長

村岡 正季氏
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下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐
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圧送管の予防保全管理に弾み
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スネーくん」特許出願中）
を開発。現場導入を通じ、
導入効果や性能確認を行
った。
従来、圧送管に特化し
た調査機器の前例 がな
く、開発コンセプトの立
案から手掛けた。その結
果、圧送管の特性を考慮
した上で、▽圧送管空気
弁からの挿入および調査
可能な構造▽ポンプ停止
時間内に調査可能（目標
＝ ・ 時間）▽調査機
器本体および付帯設備の
簡略化――等を開発目標
に定めた。
外観は、長方形のアル
ミ製ガイド（寸法＝幅
㍉㍍×高さ ㍉㍍×奥行
き
㍉㍍）を蝶番で
連結させた形状で、空気

調査機器先端部
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圧送管の特性踏まえた形状
空気弁およびＴ字管部も円滑に挿入可能
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クボタ 圧送管内調査機器を開発

