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文
生活大国をめざすわが国の下水道事業がかかえている多様な課題
を解決するため、下水道に係わる新技術の研究及び開発を行い、下
水道事業への導入を促進し、下水道事業の効率的かつ円滑な推進を
図ることを目的に、本機構は、設立以来、新しい技術の研究・開発
と実用化に取り組んでまいりました。
本報告番は、下水道新技術研究所における平成5年度の研究成果
をとりまとめたものです。

平成5年度は、建設省新技術活用モデル事業として5課題、下水
道技術開発連絡会議での共同研究として3課題、翫琵省下水道部か
らの受託として2課題、建設省土木研究所からの受託として3課題、
日本下水道事業団からの受託として4課題、地方公共団体との共同
研究として12課題、民間との共同研究として8課題、固有研究とし
て1課題、技術審査証明事業を1課題として合計39課題について5
年度分の調査研究、審査証明を完了しました。
本書は、建設省土木研究所より委託された『下水処理施設の維持
更新に関する調査』についてその概要を報告するものであります。
この報告書が実務の中で積極的に活用されることを願う次第です。
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下水処理施設の維持更新
に問する調査
得た。

は じめ に

また、文献調・登により、構造物の劣化原因
別に診断方法、修繕・改築方法等についで應

わが国の下水道普及率は、平成4年度末に

押し ノー∴

47％に達し、今後の下水道事業の中では老朽

調査結果

化施設の修繕・改築を含む維持管理の比濃が
高くなることが予想される。このような背景
から、今後、施設の円滑な維持更新を進めで
いくには、下水道施設の維持東新の実態を把
握し、対策を検討していく必要がある。

（影下水処理施設の修繕・改築事業の位置
付け
平成3年度の下水道統計によると、全下水
道事業費の20，7％が維持管理費であり、その

調査内容

内の処理場の維持管理費（補修費）は、
6．9％を占めていた。

本調査では、13大都市の全公共下水道を対

また、13大都市を対象としたアンケート調

象とし、下水処理施設のコンクリート構造物

査から処理場に係わる事業費の推移（図−1）

に絞り、処理場施設の劣化状況、劣化診断の

をみると、修繕・改築費も増加傾向にあるこ

調査事例、修繕・改築の実績等についてアン

とがわかり、今後の修繕事業量の増加が予想

ケートを実施した。アンケートに対して13大

される。なお、この図で高度利用・高度処理

都市全てから回答があり、94処理場の回答を

というのは高度処理施設や上部利用のための
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（図−2）に示す。劣
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図−2 施設別の劣化状況

化施設としては最初沈澱池が最も多かった。

度応力・乾燥収縮、塩害、アルカリ骨材反応

濃縮槽や貯溜槽は最初沈澱池よりも硫化水素

等による劣化を受けているものが多い。

により劣化している施設の割合が高かった。

③処理場施設の修繕・改築の実績

汚泥処理棟や管理棟などの建築施設は二 温

過去10年間に修繕を行った処理場施設の中

では、硫化水素による
劣化に対するもめが最
も多く、次いで温度応
力・乾燥収縮であった。

硫化水素による劣化の
修繕は、消化槽や濃縮
槽などの汚泥施設に最
も顕著で、症状も重い
傾向が見られた。
修繕方法としては、
コーティング・ライニ
ング工法やモルタルの
表面修復工法が多く用

表−1劣化の原因、現象、症状の相関
症

状

現

象

原

因

〇・
・
無筋の場合120Dに交わる亀甲状になる。
・ 欄 やプレストレストによる拘束化では、これと平行に発生する。
朗
アルカ リ骨材反 応
舗 水のあたる箇所で大きくなりやすい。
・
l②長期的に伸展するなどの特徴がある。
‡・
・
柱、梁については軸方向に生じる。
ひび割れの発生 ‡面的に見て配筋の位置と思われる箇所に発生するひび割れ
中性 化 、塩害
‡・
ニ
壁面の関口の隅角部に発生する斜めひび割れ
温度 応 力 ・乾燥収 縮
l富壁面の八の字、または逆八の字形のひび割れ
〇構造物の隅角部や水平部の斜めひび割れや長芋方向のひび割れ
く
凍害
‡ニ
コンクリートの沈降によるひび割れ
施工 性 （
練り混ぜ時間、混和材の均一性、急速な打設など）
②部分的な小さなひび割れあるいは小さな網目状のひび割れ
①仕上材の浮きや剥離
浮 き ・剥 離

温度 応 力 ・乾燥収 縮 、施工性
①躯体コンクリートの鉄執 こ沿っての浮きや剥離
塩害 、 中性 化 、アル カ リ骨材 反応
施 体コンクリートの隅角部などの浮きや欄 （
ニ
凍結による体積膨張） 凍害

工l級抽 紺 がコンクリート兼軌こ流出する拇膵 、ひび割れ面に多い。 ほ とん どの原因 であ るひび 割れ か ら、特 に塩 害、
（
中性 化 、凍害 、アル か リ骨材 反応
エフ自レッセンス 加 ンクリ…トのひび割れ面や欄 軋こ石灰などが水に胤ナてしみ出す。 中性 化 、倭 食性炭 酸 な ど
l加 ンクリートの表面のすり減り
脆強化 した表面
物理 約億食 、捕食 、化 学的催 食
l豊ニ
コンクリ≠トの表面の紡柚机
℃・
．
・
梁の中央のたわみ、ひび割れ
異 常 体 感
設計 時点 の設定 、羽料 の強度 不足 、疲労
急床のたわみ、頒勧
ニ
・
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いられていた。また、 管理棟や汚泥処理棟で

断方法、修繕・改築方法等の文献調査

は、およそ1／4の施設が温度応力・乾燥収縮

文献調査では、処理場におけるコンクリー

の劣化に対する修繕が行われ、症状としでは

ト構造物の維持更新の参考となるよう、アル

ひび割れが多いことから、およそ半分が注入

カリ骨材反応、塩害、優食性炭酸、中性化、

・充填工法により修繕されていた。
修繕された施設の、建設から修繕までの年

凍害嶋の劣化原因別に、次の各項目についで
整理した。

数をみると、温度応力・乾燥収縮よりも硫化

（a）劣化の原因とメカニズム（b）診断方法

水素による劣化施設に対しての方が早い時期

についで（C）劣化速度についで（d）既設施

に修繕される傾向が見られた。

設の劣化対策と修繕・改築方法（e）新規施設

④劣化状況の調査事例
劣化診断事例としては、ひび割れ、漏水な
どの原因調査と、老朽化した施設の健全度・

の劣化対応について。
なお、劣化原因と劣化現象、劣化症状との
相関について参考として表−1に示しておく。

耐久性などを見る調査に大別された。耐震強

まとめ

度の調査を行っている例もあった。
これらの劣化診断の項目としては、目視を
中心とした比較的簡単な調査から、中性化深

本調査では、13大都市を対象としたアンケ

度測定、圧縮強度試験などを行うもの、さら

ート調査により、下水処理場におけるコンク

にはコア採取による分析、Ⅹ線回析分析、電

リート構造物の劣化状況や修繕・改築の実態

子顕微鏡観察も行われている。また、腐食環

についである程度把握することができた。

境の指標としてH2S、CO2ガス濃度測定など
の分析・試験等を行っているものもあった。
⑤劣化原因別のコンクリート構造物の診

また、文献調査により、これらの劣化に対
しての修繕・改築方法等について、劣化原因
別にまとめた。
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