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下水道管渠維持管理器材
に関する共同研究

下水道施設の機能を十分に発揮させるためには，
適切な維持管理が必要不可欠である。下水道管巣は，
処理施設に下水を送るという麗質な役割を担ってい
るものだが，管麓の底には砂や汚泥等の堆機物が沈
檎しやすい。これらは，下水の流れの妨げとなると
共に管浪施設の機能低下につながる恐れがある。ま
た，合流式下水道の場合は，雨天時における公共用
水域への流出汚濁負荷量のかなりの部分を占めてい
る。

本調査は，管巣の日常管理による砂や汚泥の堆積
防止のための方法のひとつとして，下水道管渠維持
管理器材（以下，クリーニングボールと呼ぶ）を使
用した場合の管渠機能維持について実際の下水道管
渠及び模擬管渠において試験を行い，その効果を確
認し，実用化のための基礎資料の収集，整理を行う
ことを目的として行ったものである。

クリ紳こングポールとは，下水流そのものを利用
してポ∴ルが管渠内を下流側に移動（転勤）する際
に，下水の流れをポール周囲で部分的に妨げて周辺
流速を上げ，沈殿物を下水流と釦こ下流へ移送させ
ることにより，管張の清洲犬態を保つ維持管理器材
である。
ポールの形状は，図−1に示すとおりであり，鋼
棟製またはプラスチック製のポ細ル本体に清浄効果
を高めるためのゴム片を取り付けた構造となってい
る。
ポールの種類は，ポ∴ル径，ゴム片の高さの組み
合わせで12種類あり，ボールの適用管径は，ボール
外径の約1．5倍、3倍程度を標準としている。

本研究は，（醐下水道新技術推進機構と旭テック㈱，
管清工業㈱の共同研究により実施した。

図−1クリーニングポールの形状
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表−1管渠内の土砂堆積による問題の整理
原

クリーニングボールを日本で実用化する方策を検
討するにあたり，本器材が既に実用化されている海
外（主にドイツ）での使用実態，また日本における
管渠維持管理の実態を調査した。
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4．1海外におけるポールの使用実態
クリーニングボールは，海外全体で見ると，ドイ
ツの11都市，フィンランドの1都市及びイギリスの
1都市の計13都市において使用実績があった。また
クリーニングボールを所持している団体のボール使
用要領を把握するために行ったアンケート調査およ
び現地訪問調査から，海外における下水道管菜の維
持管理に対する意識，ボールの使用要領としては，

影
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① 下水道管東の維持管理に係わる罰則規定が存
在することもあり，管東に対する維持管理意識
が高い。
（む 智東の清掃方法としては高圧洗浄が基本であ
るが，高圧洗浄では清掃できない（高圧洗浄単
が入れない等）ルートにポ∴ル清掃を採用して
いる。

このような問題を起こさないためには，定期的・
計画的な管粟の維持管理が重要であると考えられる

③l ポ∴ルの使用効果については各都市とも概ね
滴足しており，ポールによる清掃作業を行いや
すくするためにマンホールの改造（投入用ウイ
ンチの設置，回収用格鼎の設置等）を寛施して
いる都市もある。
という実態が掴めた。

費用や大層の不足，また従来の清掃方法では地上部
に広いスペースを必要とするため，作東がどうして
も太がかりになってしまうことや，作業環境の悪い
管巣内に酒樽者が入って作業しなければならない
等，現状の菅栄維持管理体制に起関する譲渡がある
ことが推察される。
これらの課題に対処するには，以下のような方針
による対応が望まれるが，クリーニングポールの持
つ作業の簡便性を考慮すると，クリーニングポhル
による管渠維持管理というものが，誅親解決に役立
つのではないかと考えられる。
① より省スペース化つ氏コスト化を図れる維持
管理手法を用いる。

が，㈱日本下水道管路維持管理業協会，（榔下水道新
技術推進機構が行った下水道管巣の維持管理に関す
るアンケ紬ト結果等からは，アンケートを実施した
各都市とも事後対策的維持管理しか実施していない
という来状が掴めた。この原因としては，維持管理

4．2 日本における下水道管渠の維持管理実態
前項では既にクリーニングポールが実用化されて
いる海外の状況を調査したが，日本でボールを実用
化する際に考慮すべき下水道管巣の現状や，維持管
理実態についても調査を行った。
日本においては，平成7年度で全3，233市町村の
うち1，794市町村が下水道を実施しており，下水道
実施率は約56％に達している。

② より簡便な方法で管渠維持管理の省力化を図
る。

③ 管渠内清掃の無人化を図る。

また，管渠延長を種類別延長でみると，全延長約
250千kmのうち約159千kmが汚水管であり，約64％を
占めている。一方，合流管の延長が50千km以上の自
治体は4県となっている。
また，全体の管渠延長を管径別でみると，全延長
約249千kmのうち，約203千kmが径600mm未満の小口径
管であり，約82％を占めている。
このように膨大な敷設距離を持つ下水道管巣であ
るが，管内に沈殿物が堆積すると，表−1に示すよ
うに様々な問題が発生すると考えられる。

本適用実験は，クリーニングボールの適用性や有
用性を確認するために，
①クリーニングボールの転勤条件の確認
② クリーニングボールの清浄効果の確認
を実際にボールを転がしてみることで把握し，今後
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の実用化へ向けた基礎資料とすることを目的として
実施した。

以下に算定したポール速度式，図・3にA県B町
のポール速度実測値と計算値（補正前と後）の比
較結果を示す。
Ⅴ＝模擬管渠試験速度式×
（模擬管渠粗皮係数÷実管渠租度係）

5．1転勤条件確認実験
（1）実験日的
本実験は，ボールが転がるために必要な管渠内
流況（流速・水深等）を把握し，ボールの転勤速
度を流況，ボール諸元等から導く「ポール速度式」
を算定することを目的として行った。
「ボール速度式」を明らかにすることで，今後
ポールを実用化する際に当該管菜をボールが転勤
→流下するか否かを予測することができ，またボー
ルの転勤に係わる因子とその影響の程度を，速度
式を構成するパラメーターから妃擬することがで
きる。
（2）実験方法
実験は，まず人為的に幾つかの洗況を作り出せ

＝（0．11×H−0．02×W＋0．03×
d−0．06×h＋0．27×T−1．58）×0．4
ここに，
Ⅴ：ボール速度（mノS）

H：水 深（cm）
W：ボール重さ（kg）
d：ボール径（cm）
h：ポ…ル羽根高さ（cm）
T：管渠勾配（T／1，0（氾）

る樹脂製の模擬管渠（管径1，000mに相当）で管
内流速，水深とポールの大きさを変化させた時の
ポール流下速度を計測してポール速度式を算定
し，算定した速度式の妥当性を検証するために，
A県B町の窺合流管，C県D市の窺分流汚水管での
流下速度計測結果を当てはめて，能終的なポ…ル
速度式を導くという方法で行った。また策験に使
用したポールは，外形の異なる4種類を用いた。
図・2に窺験に使用した模擬管東の模式図を示
す。
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図−3 ボール速度実測値と計算値の関係（A県B町）

またこの窺験からは，ポ∴ルが転勤するための条
件として水深が約20cm以上，流速は約私45m／S以上
という結果が得られ，算定された速度式から判断す
ると，ポールの転勤に作用する要因として，表・2
のような整理ができた。
図・2 模擬管楽実験装瀾
表・2 ポールの転勤に作用する要因

（3）実験結果
模擬管渠実験から導いた速度式に実管渠のボー
ル速度計測結果を当てはめたところ，計算値と実
測値には大きな差が見られた。これは模擬管菜に
使用した樹脂管と実管菜のヒューム管の租度係数
の違いに起因するものと考えられたので，両者の
粗度係数の比を利用して模擬管渠の速度式に補正
を掛けたところ，計算値と実測値がほぼ等しい値
となった。
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5．2 清浄効果確認実験
（1）実験日的
ドイツのハノーバー市では，約2年に亘る清浄
効果確認実験を実施してボールの使用効果を確認

5〜10mm，30m地点で5mmの堆積物がみられ
るようになったが，他の区間では堆積物厚が大
きくなっておらず，週1回の使用でもある程度
の清浄維持効果があることが確認できた。

していたが，日本においても同様の効果が得られ
るかどうかを検証する目的で，C県D市の実分流
汚水管を用いてボールの清浄効果確認実験を行っ
た。

以上の結果からは，クリーニングボールを使用
することで沈殿物の堆積を予防し，管渠を清浄に
維持できることが確認できたと考える。なおボー
ルの使用頻度については，今後さらに実験による
検証が必要であると思われる。

（2）実験方法
実験は，まず対象管渠を高圧洗浄して2ケ月放
置した後の沈殿物堆積厚を測定し，その堆積厚と
同じ区間においてボールを2ケ月間5回／週，引
き続き1ケ月間1回／週使用（ボールの使用開始
からは3ケ月経過後）した場合の堆積厚を比較し
て，ポールの使用効果（堆積予防効果）を把振す
るという方法で行った。また使用したポ…ルは，
車600mmの人乳から投入できる最大のポールであ
る外径540mmのものを用いた。
図・4に実験を行ったD市の分流汚水管の状況
を示す。

上流人孔からの距離（m）

図・5 土砂の堆積状況の推移

確耽区問（l（）m）

図−4 清浄効果確認実験管楽（C県D市分流汚水管）

（3）実験結果
本実験では，管渠を清掃し2ケ月放置した後，
クリーニングボールを用いて維持管理清掃を行っ
た場合の清浄効果（堆積予防効果）が確認できた。
管内の堆積厚の推移状況を図・5に示す。図・5よ
り，以下のようなボール使用効果が見られた。

クリ…こングボールには，外径と羽根高さの組み
合わせで12種類のポールがあるが，その使用にあたっ
ては，適用する管径や管内流況等により，適切なポー
ルを選定する必要がある。今回の研究では必ずしも
これらの適用条件を明らかにすることはできなかっ
たが，既存の文献や適用実験の結果から検討したポー
ルの適用範囲に関する事項を以下のように整理し
た。
（1）ポール径と適用管径及び投入人孔の大きさ
クリーニングボールは，通常大礼部から投入を
行うこととなるため，適用ボールの大きさは人乳
の大きさに依存する。日本における通常の人乳は，

① 管巣を清掃後，クリーニングボールを使用せ
ずに2ケ月間放置しておくと，管渠内には10〜
30m程度土砂の堆積が見られた。
② クリーニングポールを1日1回で週5回使用
すると，堆積物はほとんど見られなくなった。

径が≠600nmであることから，現状では実際に適
用できるボールは最大で外径≠540mのものとい
うことになる。
適用ポールの大きさは，海外での使用実績及び
国内での試験結果等から概ね管径の1／2、1βの外
径のボールが望ましいとされており，これを踏ま
えると現状でボールが適用可能な最大の管径は，

③1日1回で過1由のみ使用した場合について
の効果の確認を行ったところ，週5回使用した
場合に比べて始点から22〜24m地点において

約1，800mmということになる。
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（2）適用可能な流況

方法等の確立やその効果については，今後の課題
である。

実管路における試験結果から，ボール（≠6（氾m
の人孔からそのまま投入出来るボールで一番大
きい≠540mのものを対象とした場合）が転が
るためには，概ね水深が20cm以上でかつ流速が
0．45m／S以上の条件が必要であった。

実管巣での適用実験を基にして，クリーニングボー
ルを適用する際の作業手順や経済性について，検討
を行った。
（1）作業手順に関する検討
クリーニングボールは，適用対象管巣の上流部
人孔からボールを投入し，下流部の適当な人孔
（またはポンプ場の流入スクリーン等）で回収す
れば良いだけなので，非常に安全，かつ簡便な維
持管理器材である。
ポールの投入・回収はボールに「ひも」を繋い
で人乳から上げ・降ろす方法のほか，ドイツ等で
は専用のウインチでポ…ルを投入し，専用スクリー

また，文献調査等からは，流速及び水深の適用
範囲の上限については，流速で約0．75m／S程度，
水深で約0．4m程度という数値が一つの目安とし
て掴めたので，クリーニングボールを適用する流
況としては，図・6のような範囲が適当であると
思われる。
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ンで回収しているところもある。，また将来的に
は自動で投入・回収を行える装置の考案も考えら
れる。
作業の安全性については，基本的に作業人員が
管東内に入らずに全ての作業が行えるので，管東
内に滞留したガスなどに対する対策も，必要最小
限に止めることができる。
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（2）経済性に関する検討
クリーニングポールの経済性に関する検討とし
て，硯在用いられている既存の清掃方法とクリ血
こングポールによる清掃方法にかかるコストを試
算して比較することを試みた。今回設定した試算
の条件を以下に示す。
・費用比較の対象とした清掃手法

クリーニングボールの適用可能流況例

（3）適用頻度
実管嬢による清浄効果確認寮験から，ポールを
適用する頻度は，1日に1回で過1〜5日程度を
目安とすれば良いと判断できる。
（4）合流式管巣への適用性
合流式下水道の管渠は雨天時の計画流量で管渠
断面が設定されているため，晴天時の流量が少な
い時には土砂や汚濁物質等が堆積しやすくなる。
これらの汚濁物質等は雨天時において掃流され，
降雨初期にはいわゆるファーストフラッシュとい
われる濃度の高い汚濁物質が雨水吐から公共用水
域に放流されることとなる。したがって，晴天時
等の流量の少ない時に管内での汚濁物質の堆積を
防げれば合流式下水道の越流水対策に寄与できる
と思われる。
ただし，今回の研究においては，合流式管渠で
の清浄効果確認実験を実施できなかったので，晴
天時の流量が少ない合流管でボールを転勤させる
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① 高圧洗浄草による清掃
② 吸引車による清掃
③ バケット清掃（ウインチ使用）
④ クリーニングボールによる維持清掃
・費用比較条件の想定
① 対象管径800mmとする。
② 高圧洗浄車による清掃，吸引車による清掃，
バケット清掃については，清掃頻度を1年に
1回とした。一方，クリーニングボールによ
る維持清掃は，週5回として算出した。
③ 清掃管渠延長は，300mとした。
④ 土砂深は，管径に対して15％とした。
⑤1日当たりの作業量は，下水道施設維持管
理積算要領（管路施設編）（1993年㈲日本下
水道協会）に示されている値を参考にした。
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（り 清掃土砂量は，下水道施設維持管理積算要
領（管路施設編）（1993年㈲日本下水道協会）
に示されている値を参考にした。

は，発生源から確実に収集し，かつ移送することが
大前提である。そのためには下水道管渠そのものに
対する関心を高める必要があるが，日本における下

⑦ 各費用単価は，下水道施設維持管理積算要
領（管路施設編）（1993年㈲日本下水道協会）
に示されている値及び管渠清掃業者へのヒア
リングにより設定した。また，クリーニング

水道関連の研究は，汚水処理・汚泥処理に関するも
のに偏っており，また下水道施設の維持管理に対す
る意識も「処理」に偏っているというのが現状であ
ろう。
これは膨大な敷設距離を持つ下水道管渠を維持・
管理するための予算の不足や人員の不足に起因する
ものと考えられ，これからは意識の改革とともに，
手法そのものの改革も考えていかなくてはならない。
本研究からは，管巣を流下する下水流によってク
リーニングボールを転勤・流下させることができれ

ポールについては，週5回使用した場合5年で
償却されるものと想定した。
上記の設定条件に基づくコストの試算結果を，
図−7に示す。この結果からは，週5回の使用にお
いても，クリーニングボールによる清掃が他の清掃
方法と比較して，約1／2程度の費用になるという結
果となった。

汚水を適切に処理して公共用水城へ帰すために

ば，管渠内の沈殿物堆積予防効果が望めることが分
かった。今回の研究だけでは，その期間や実験距離
が短く，またポ…ルの適用条件に関する検討も十分
ではないが，本器材の持つ簡便性・安全性に着目し，
今後も十分な検討を行うことで，下水道管菜の維持
管理に貢献できるものと考える。

芯迅隼と
駆料

図−7 告清掃手法の費用比較
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