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1.

研究目的

さいたま市，千葉市，東京都，川崎市，横浜市，相
模原市，新潟市，静岡市，浜松市，名古屋市，京都
市，大阪市，堺市，神戸市，岡山市，広島市，北九
州市，福岡市，熊本市，（公財）日本下水道新技術機
構で共同実施した。

処理場・ポンプ場土木躯体の点検・調査における
課題対応に関する調査研究

処理場・ポンプ場土木躯体の健全度判定における
大きな課題として，効率的な点検・調査手法や健全
度判定指標の明確化がなされていないことがあげら
れる。処理場・ポンプ場土木躯体の標準耐用年数は
50 年と言われており，今後ますます改築更新時期
調査研究フロー
を迎える処理場・ポンプ場が増加していくことが予
測されている。処理場等の土木躯体の劣化度は，使
調査研究フローを図－1 に示す。
研究目的
用環境により大きく左右されるため，適切な時期に
処理場・ポンプ場土木躯体の健全度判定における大
補修するためには状態監視保全の考え方に基づき，
きな課題として，効率的な点検・調査手法や健全度判
各々の施設・部位の劣化度を把握することが理想で
定指標の明確化がなされていないことがあげられる。
ある。しかしながら，これまで施設毎の主要劣化要
処理場・ポンプ場土木躯体の標準耐用年数は 50 年と
因は明確でなく，また，供用中の水槽等を点検のた
言われており，今後ますます改築更新時期を迎える処
めに開放することは，維持管理面，費用面の負担が
理場・ポンプ場が増加していくことが予測されている。
大きく，全ての土木施設に対して劣化進行度を視認
処理場等の土木躯体の劣化度は，使用環境により大き
するような調査を実施することは現実的でない。特
く左右されるため，適切な時期に補修するためには状
に，ポンプ井等のドライ化が著しく困難な施設（以
態監視保全の考え方に基づき，各々の施設・部位の劣
下，調査困難箇所）については，点検・調査の手法
化度を把握することが理想である。しかしながら，こ
自体が確立されていない状況にある。
れまで施設毎の主要劣化要因は明確でなく，また，供
上記を踏まえ，効率的な点検調査手法および健全度
用中の水槽等を点検のために開放することは，維持管
評価基準を示した「下水道処理場・ポンプ場土木躯体
理面，費用面の負担が大きく，全ての土木施設に対し
における点検調査手法及び健全度評価基準の取り纏
て劣化進行度を視認するような調査を実施することは
め」を目的として，本研究では，平成 27～28 年度の
現実的でない。特に，ポンプ井等のドライ化が著しく
2 ヵ年研究により，①主要劣化要因を把握して健全度
困難な施設（以下，調査困難箇所）については，点検・
判定指標の作成，②効率的な点検・調査手法の整理，
調査の手法自体が確立されていない状況にある。
③調査困難箇所における調査手法の検討を行った。
上記を踏まえ，効率的な点検調査手法および健全度
評価基準を示した「下水道処理場・ポンプ場土木躯体
研究体制
における点検調査手法及び健全度評価基準の取り纏め」
を目的として，本研究では，平成 27～28 年度の 2 ヵ
本研究は，下水道技術開発連絡会議における「処
年研究により，①主要劣化要因を把握して健全度判定
理場・ポンプ場土木躯体の点検・調査における課題
指標の作成，②効率的な点検・調査手法の整理，③調
図－1 調査研究フロー
対応に関する調査研究」として，札幌市，仙台市，
図－１
調査研究フロー
査困難箇所における調査手法の検討を行った。
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健全度判定指標の作成
研究体制
主要劣化要因の把握と既往劣化調査結果の整

3.

2.

－流出側’で高濃度の硫化水素ガスが，
‘反応タンク’
で高濃度の二酸化炭素（図－３）が測定されたことか
ら，これらの施設を劣化傾向（中性化傾向）が高い施
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設として抽出した。

4.

健全度判定指標の作成
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4.1
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中性化深さ（mm）

 要劣化要因の把握と既往劣化調査結果の整
主
理・分析
各都市における既往点検・調査報告書を用い，施
設毎（最初沈殿池，反応タンク等）の主要劣化要因，
相（気相/液相）毎の相関性，環境要因と劣化状況
との相関性等について整理・分析を行った。主要劣
化要因として，①硫酸によるコンクリート腐食，②
二酸化炭素によるコンクリートの中性化，③塩化物
イオンによる鉄筋腐食が把握できた。表－1 に処理
場各施設と劣化要因との関係を示す。
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図－２ 施設別相別の劣化傾向
施設別相別の劣化傾向
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表－１ 処理場各施設の劣化要因
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図－３ 二酸化炭素濃度（A 市 B 処理場）
図－３
二酸化炭素濃度（A
B 処理場）
図－３
二酸化炭素濃度（A
市 B市
処理場）
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施設において，液相部に比べて気相部の中性化
ら設定する机上作業。
ら，これらの施設を劣化傾向（中性化傾向）が高い施
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（３）
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気相部は
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と施設により差が生じて
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等）を実施する現地作業。
酸性劣化の場合，コンクリートが酸による浸食を受
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・一次調査 ･･････ 構造物全体の変状（ひび割
け，変質して劣化が進行していく。すなわち，酸性劣
等）を実施する現地作業。
酸性劣化の場合，コンクリートが酸による浸食を受
れ，鋼材腐食の有無等）を目視にて
化を受けた部分は，コンクリートが断面欠損するか，
目視調査を実施する現地作業。
るか，中性化するのが一般的であることから，コン
・一次調査
･･････
構造物全体の変状（ひび割
け，変質して劣化が進行していく。すなわち，酸性劣
確認する調査のこと。
(3) 定期点検
･･････
躯体の健全度を設定する 中性化するのが一般的であることから，コンクリート
クリート標準示方書では，化学的侵食による鉄筋腐
・二次調査 れ，鋼材腐食の有無等）を目視にて
･･････
劣化の進行状況（中性化深
標準示方書では，化学的侵食による鉄筋腐食の開始時
化を受けた部分は，コンクリートが断面欠損するか，
ことを目的として，池を空にして
食の開始時期は中性化残りで判定することを基本と
さ，鉄筋腐食調査等）を確認する調
期は中性化残りで判定することを基本としている。
確認する調査のこと。
行う一次調査（目視）と二次調査 中性化するのが一般的であることから，コンクリート
している。
査のこと。
中性化残りは，前述した劣化予測式を用いて中性化
（EPMA
等）を実施する現地作業。
中性化残りは，前述した劣化予測式を用いて中性
・二次調査 ･･････
劣化の進行状況（中性化深
標準示方書では，化学的侵食による鉄筋腐食の開始時
・一次調査
･･････ 構造物全体の変状（ひび 深さを算出した後，竣工図等にある鉄筋被りより算出
化深さを算出した後，竣工図等にある鉄筋被りより
さ，鉄筋腐食調査等）を確認する調
期は中性化残りで判定することを基本としている。
する。
（中性化残り＝鉄筋被り－中性化深さ）
割れ，鋼材腐食の有無等）を目視
算出する。
（中性化残り＝鉄筋被り－中性化深さ）
査のこと。
中性化残りは，前述した劣化予測式を用いて中性化
4.2.2 点検調査フローの作成
にて確認する調査のこと。
深さを算出した後，竣工図等にある鉄筋被りより算出
図－５に示すとおり中性化残りが鉄筋被りの
効率的な点検調査を行うため，
（1）準備調査，
（2）
・二次調査 ･･････ 劣化の進行状況（中性化
図－５に示すとおり中性化残りが鉄筋被りの
する。
（中性化残り＝鉄筋被り－中性化深さ）
50％以上
⇒ 日常の維持管理で対応
日常点検，
（3）
定期点検
で構成した点検調査フローを
深さ，鉄筋腐食調査等）を確認す
50％以上 ⇒ 日常の維持管理で対応
4.2.2 点検調査フローの作成
⇒ 定期点検を実施（鉄筋腐食の恐
50％未満
図－５に示すとおり中性化残りが鉄筋被りの
劣化要因毎に作成した。
（図－４）
る調査のこと。
50％未満 ⇒ 定期点検を実施（鉄筋腐食の恐
効率的な点検調査を行うため，
（1）準備調査，
（2）
れあり）
50％以上 ⇒ 日常の維持管理で対応
れあり）
日常点検，
（3）定期点検 で構成した点検調査フローを
出典）鉄筋コンクリート造建築物の耐久性向上技術 / 国土開発
出典）鉄筋コンクリート造建築物の耐久性向上技術
50％未満 ⇒ 定期点検を実施（鉄筋腐食の恐/ 国
4.2.2 点検調査フローの作成
劣化要因毎に作成した。
（図－４）
技術センター
効率的な点検調査を行うため，
（1）準備調査，
（2） 土開発技術センターれあり）
日常点検，
（3）定期点検 で構成した点検調査フロー 出典）鉄筋コンクリート造建築物の耐久性向上技術 / 国土開発
を劣化要因毎に作成した。（図－４）
技術センター

図－５ 定期点検実施の判断基準（化学的浸食）
定期点検実施の判断基準（化学的浸食）
図－５

4.3 健全度評価を行うための評価基準の共通化
図－５
定期点検実施の判断基準（化学的浸食）
健全度評価を行うための評価基準の共通化
4.3.1 概要
4.3.1 概要
処理場・ポンプ場土木躯体の点検・調査につい
処理場・ポンプ場土木躯体の点検・調査について，
て，「標準的な判定基準が無く，健全度判定の妥当
健全度評価を行うための評価基準の共通化
「標準的な判定基準が無く，健全度判定の妥当性を検
性を検証するすべが無い」という課題が挙げられて
4.3.1 概要
証するすべが無い」という課題が挙げられている。
いる。
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿
処理場・ポンプ場土木躯体の点検・調査について，
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長
命化計画策定に関する手引き（案）
（平成 25 年 9 月）
「標準的な判定基準が無く，健全度判定の妥当性を検
寿命化計画策定に関する手引き（案）
（平成 25 年 9 月）
参考資料Ⅳ
処理場・ポンプ場施設のストックマネジメ
証するすべが無い」という課題が挙げられている。
参考資料Ⅳ 処理場・ポンプ場施設のストックマネ
ント」
（国土交通省）に，化学的侵食が懸念される施設
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿
ジメント」
（国土交通省）に，化学的侵食が懸念さ
図－４ 点検調査フロー(硫酸による化学的侵食)
について
劣化グレードの判定図（健全度と劣化グレ
命化計画策定に関する手引き（案）
（平成 25 年 9 月）
れる施設について 劣化グレードの判定図（健全度
ードの関係）が示されているが，他の要因（中性化，
参考資料Ⅳ
処理場・ポンプ場施設のストックマネジメ
と劣化グレードの関係）が示されているが，他の要
ガス濃度等からの劣化予測から劣化要因の進行状況
塩害が懸念される施設）については明確な指標がない
ント」
（国土交通省）に，化学的侵食が懸念される施設
因（中性化，塩害が懸念される施設）については明
を予測して，施設を空にして実施する定期点検の実施
ことから，これらの要因について劣化グレードの判定
図－４
点検調査フロー(硫酸による化学的侵食)
劣化グレードの判定図（健全度と劣化グレ
確な指標がないことから，これらの要因について劣
図－４ 点検調査フロー（硫酸による化学的侵食） について
について判断することとした。
図を作成し，健全度評価に結び付けるものとした。
ードの関係）が示されているが，他の要因（中性化，
化グレードの判定図を作成し，健全度評価に結び付
化学的侵食は表面からの侵食が一般的であるため，
劣化グレード判定図の作成にあたっては、主に「コ
ガス濃度等からの劣化予測から劣化要因の進行状況
けるものとした。
ガス濃度等からの劣化予測から劣化要因の進行状 塩害が懸念される施設）については明確な指標がない
鋼材の腐食が懸念される状態では，既にコンクリート
ンクリート標準示方書［維持管理編］
（土木学会）
」に
を予測して，施設を空にして実施する定期点検の実施
劣化グレード判定図の作成にあたっては，主に
況を予測して，施設を空にして実施する定期点検の ことから，これらの要因について劣化グレードの判定
保護層およびコンクリートの侵食が進行している。
記載のある内容を参考としたが，その他の指針，基準
について判断することとした。
「コンクリート標準示方書［維持管理編］
（土木学会）
」
実施について判断することとした。
図を作成し，健全度評価に結び付けるものとした。
化学的侵食による鉄筋腐食の要因として，鉄筋位置に
も補足資料として使用した。検討に用いた指針，基準
に記載のある内容を参考としたが，その他の指針，
化学的侵食は表面からの侵食が一般的であるた
化学的侵食は表面からの侵食が一般的であるため，
劣化グレード判定図の作成にあたっては、主に「コ
おける劣化因子の濃度や pH，酸素の供給量などがあ
は以下のとおりである。
基準も補足資料として使用した。検討に用いた指針，
め，鋼材の腐食が懸念される状態では，既にコンク ンクリート標準示方書［維持管理編］
鋼材の腐食が懸念される状態では，既にコンクリート
（土木学会）
」に
るが，これらの要因と腐食速度の関係については現状
基準は以下のとおりである。
リート保護層およびコンクリートの侵食が進行して 記載のある内容を参考としたが，その他の指針，基準
保護層およびコンクリートの侵食が進行している。
［使用指針，基準］
では定量化されるまでには至っていないのが現状であ
いる。
化学的侵食による鉄筋腐食の要因として，鉄筋位置に
も補足資料として使用した。検討に用いた指針，基準
○ コンクリート標準示方書【維持管理編】 （土木
る。
［使用指針，基準］
化学的侵食による鉄筋腐食の要因として，鉄筋位
おける劣化因子の濃度や
pH，酸素の供給量などがあ
は以下のとおりである。
学会）
○ コンクリート標準示方書【維持管理編】（土
置における劣化因子の濃度や pH，酸素の供給量な
るが，これらの要因と腐食速度の関係については現状
木学会）
どがあるが，これらの要因と腐食速度の関係につい ［使用指針，基準］
では定量化されるまでには至っていないのが現状であ
下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及
ては現状では定量化されるまでには至っていないの 3
○○コンクリート標準示方書
【維持管理編】 （土木
る。
び防食技術マニュアル（日本下水道事業団）
が現状である。
学会）
○ 健全度診断マニュアル （土木研究所，日本構
酸性劣化の場合，コンクリートが酸による浸食を
造物診断技術協会）
受け，変質して劣化が進行していく。すなわち，酸
○ 鉄筋コンクリート造構造物の耐久性向上技術
性劣化を受けた部分は，コンクリートが断面欠損す 3
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01_年報本編（処理場ポンプ場土木躯体の点検調査における課題対応に関する調査研究）.docx
4.3.3 健全度評価の設定
（国土開発技術センター）
劣化グレード判定は「Ⅰ潜伏期」「Ⅱ進展期」「Ⅲ
○ コンクリートのひび割れ調査，補修，補強指
加速期」「Ⅳ劣化期」の 4 段階に，健全度評価は一
針－2013－ （日本コンクリート工学会）
○ 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び
７に示す。
般的に「健全度
1」～「健全度 5」の 5 段階が多い
防食技術マニュアル （日本下水道事業団）
一方，健全度評価は「下水道事業のストックマネジ
01_年報本編（処理場ポンプ場土木躯体の点検調査における課題対応に関する調査研究）.docx
ため，劣化グレードと対の関係になるよう劣化グ
躯体の劣化グレードは部材の性能低下の度合いを
○ 健全度診断マニュアル （土木研究所，日本
メント実施に関するガイドライン－2015 年版－」に
レードの一部を細分化する必要がある。
示すものであり，コンクリート標準示方書によれば
構造物診断技術協会）
も記載されているように，５段階で評価が行われてい
○ 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び
７に示す。
化学的侵食が懸念される施設では部材性能が低下
「Ⅰ潜伏期」
「Ⅱ進展期」「Ⅲ加速期」「Ⅳ劣化期」の ることから，劣化グレードの一部を細分化する必要が
○ 鉄筋コンクリート造構造物の耐久性向上技術
防食技術マニュアル （日本下水道事業団）
一方，健全度評価は「下水道事業のストックマネジ
する加速期の前段階（進展期）で修繕することが想
４段階である。
（国土開発技術センター）
ある。
○
健全度診断マニュアル （土木研究所，日本
メント実施に関するガイドライン－2015
年版－」に
定できることから，潜伏期，進展期のいずれかを区
○ コンクリートのひび割れ調査、
補修、
補強指針－
定期点検から健全度評価までの流れを図－６に示す。
構造物診断技術協会）
も記載されているように，５段階で評価が行われてい
分する必要があるが，外観変状が見られない潜伏期
4.3.2
劣化グレードの設定
2013－
（日本コンクリート工学会）
○ 鉄筋コンクリート造構造物の耐久性向上技術
ることから，劣化グレードの一部を細分化する必要が
定期点検
劣化グレード判定
健全度評価
を区分するのは困難であるため，進展期を前期と後
前述した指針，基準類をもとに作成した劣化グ
（国土開発技術センター）
ある。
健全度５
期に区分することとした。
レード及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）
躯体の劣化グレードは部材の性能低下の度合いを示
Ⅰ 潜伏期
○
コンクリートのひび割れ調査、
補修、
補強指針－
定期点検から健全度評価までの流れを図－６に示す。
一次調査
を図－７に示す。
健全度４
すものであり，コンクリート標準示方書によれば「Ⅰ
Ⅱ 進展期
2013－
（日本コンクリート工学会）
＋
一方，健全度評価は「下水道事業のストックマネ
定期点検
劣化グレード判定
健全度評価
健全度３
潜伏期」
「Ⅱ進展期」
「Ⅲ加速期」
「Ⅳ劣化期」の４段階
二次調査
Ⅲ 加速期
ジメント実施に関するガイドライン－2015 年版－」
健全度５
である。
健全度２
過去の調査結果から
躯体の劣化グレードは部材の性能低下の度合いを示
Ⅰ 劣化期
潜伏期
Ⅳ
劣化グレードに応じた
にも記載されているように，５段階で評価が行われ
二次調査内容を選定
一次調査
健全度４
健全度１
すものであり，コンクリート標準示方書によれば「Ⅰ
Ⅱ 進展期
ていることから，劣化グレードの一部を細分化する
＋
健全度３
潜伏期」
「Ⅱ進展期」
「Ⅲ加速期」
「Ⅳ劣化期」の４段階
必要がある。
二次調査
Ⅲ 加速期
図－６ 定期点検から健全度評価までの流れ
である。
健全度２
過去の調査結果から
定期点検から健全度評価までの流れを図－６に示
Ⅳ 劣化期
劣化グレードに応じた
二次調査内容を選定
健全度１
す。
4.3.2 劣化グレードの設定
前述した指針，基準類をもとに作成した劣化グレー
図－６ 定期点検から健全度評価までの流れ
定期点検から健全度評価までの流れ
ド及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）を図－
4.3.2 劣化グレードの設定
前述した指針，基準類をもとに作成した劣化グレー
ド及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）を図－

図－７
図－７ 劣化グレード及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）
劣化グレード及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）
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図－７ 劣化グレード及び健全度判定図（硫酸による化学的浸食）

る加速期の前段階（進展期）で修繕することが想定で
る加速期の前段階（進展期）で修繕することが想定で
劣化グレード判定は「Ⅰ潜伏期」
「Ⅱ進展期」
「Ⅲ加
ら調査機器を搬入し，ポンプの全停が可能であった
きることから，潜伏期，進展期のいずれかを区分する
きることから，潜伏期，進展期のいずれかを区分する
速期」
「Ⅳ劣化期」の 4 段階に，健全度評価は一般的に
1.0 時間程度で実施した。
（準備～後片付けまでは 5.0
必要があるが，外観変状が見られない潜伏期を区分す
必要があるが，外観変状が見られない潜伏期を区分す
「健全度
1」～「健全度 5」の 5 段階が多いため，劣
時間程度）
るのは困難であるため，進展期を前期と後期に区分す
2016 年度 下水道新技術研究所年報
るのは困難であるため，進展期を前期と後期に区分す
化グレードと対の関係になるよう劣化グレードの一部
船体型ＴＶカメラシステムの概要を表－３に示す。
ることとした。
5
段階に区分した劣化グレードから健全度評価を
ることとした。
を細分化する必要がある。
5 段階に区分した劣化グレードから健全度評価を設
設定し，
「下水道事業のストックマネジメント実施
5 段階に区分した劣化グレードから健全度評価を設
化学的侵食が懸念される施設では部材性能が低下す
定し，
「
下水道事業のストックマネジメント実施に関す
に関するガイドライン
-2015 年版-」を参考に各健
定し，
「下水道事業のストックマネジメント実施に関す
る加速期の前段階（進展期）で修繕することが想定で
るガイドライン
-2015
年版-」を参考に各健全度にお
全度における運転状況と措置方法を設定した。
（図
るガイドライン
-2015 年版-」を参考に各健全度にお
きることから，潜伏期，進展期のいずれかを区分する
ける運転状況と措置方法を設定した。
（図－７）
（表－
－７）
（表－２）
ける運転状況と措置方法を設定した。
（図－７）
（表－
必要があるが，外観変状が見られない潜伏期を区分す
２）
２）
るのは困難であるため，進展期を前期と後期に区分す
劣化グレード
区分
健全度
運転状態
措置方法
劣化グレード
区分
健全度
運転状態
措置方法
ることとした。
Ⅰ
潜伏期
⇒
5
設置当初の状態で、機能上問題ない
措置は不要
表－３ 船体型ＴＶカメラシステム概要
Ⅰ
潜伏期
⇒
5
設置当初の状態で、機能上問題ない
措置は不要
表－３ 船体型ＴＶカメラシステム概要
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