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安定的な下水汚泥圧送機能の確保
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1.

2.

研究背景及び目的

汚泥圧送システムにより汚泥の集約処理を行って
いる自治体にとって，汚泥圧送管（以下「圧送管」
という。）の安定的な機能確保は極めて重要であり，
汚泥圧送システムの適切な運用及び維持管理が求め
られている。しかし，その手法は確立されておらず，
とりわけ管内の状況について十分に把握されていな
いことが課題となっている。また，計画的な老朽化
対策を行うための改築更新整備手法の確立も求めら
れている。
本研究は平成 26・27 年度の 2 か年で実施し，A
市における圧送管の安定的な機能を確保に向け，圧
送管の洗浄・点検調査手法ならびに，維持管理手法・
改築更新整備手法を確立することを目的として，以
下①～③に示す項目について，調査研究を行った。
①洗浄技術・点検調査技術の適用性評価
平成 26 年度に実施した洗浄方法及び調査診断手
法の調査・抽出に関する研究結果を踏まえ，現地
フィールドで高流速洗浄と内視鏡調査を実施し，
A 市の圧送管への適用性を評価した。
②維持管理手法の改善に向けた検討
A 市における維持管理手法の改善案として，空気
弁の点検頻度の見直しや水洗浄手法の導入につい
て検討した。
③改築更新整備手法の検討
老朽化及び地震対策等に向けた整備・更新手法に
ついて，改築更新の実施フローを検討するととも
に改築更新時における留意事項を整理した。

洗浄技術・点検調査技術を用いた維持管理手法

2.1 洗浄技術及び点検調査技術の抽出
平成 26 年度の研究で実施した洗浄方法及び調査
診断手法の調査・抽出結果を踏まえ，現地調査によ
り適用性を確認する対象技術をそれぞれ選定した。
洗浄技術については，スクリーニング調査の前作
業と位置づけ，安価であり，かつ掘削作業が伴わな
い「高流速洗浄」を選定した。洗浄範囲は空気弁の
前後に限られるが，限られた区間を洗浄して調査す
る手法は，ストックマネジメントで活用している管
口調査によるスクリーニング調査と同様である。
点検調査技術は，配管の撤去等を行わずに調査を
行うことができる利点を有し，管内状況（腐食やモ
ルタルライニングの状況）の把握に適している「内
視鏡カメラ（以下「内視鏡」という）調査」及び「自
走式 TV カメラ（以下「TV カメラ」という）調査」
を選定した。
2.2 現地調査の実施
現地調査は，供用中の圧送管を対象に，高流速洗
浄，内視鏡調査及び TV カメラ調査の実証試験を行
い，その適用性を評価することを目的とした。
調査対象は，圧送管の空気弁及び仕切弁の前後配
管とし，洗浄前と洗浄後に内視鏡で確認することで，
高流速洗浄による洗浄効果を確認した。
調査対象管の仕様，機材挿入口，評価項目を以降
に示す。
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写真-1 調査対象技術（左：高流速洗浄，中央：内視鏡，右：TV カメラ）
写真-1 調査対象技術（左：高流速洗浄，中央：内視鏡，右：TV カメラ）
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写真-2 高流速洗浄の適用性（洗浄前）
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写真-3 高流速洗浄の適用性（洗浄後）
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状況と施設の運転管理の調整の二つの点に留意す
水洗浄の概要と現況の課題
は約
3 年に 1 回の周期で実施しており，弁の推奨点 3.2.1
泥圧送ポンプは通常運転時以上の流速で送水するこ
る必要がある。
送泥と送水を交互に行い，定期的に管内を洗浄す
検期間（6
ヶ月に 1 回）に比べて，頻度が少ない。
とができないこと，またポンプを増強する設置スペ
・管内の状況については，管内面の錆こぶや劣化な
そのため，配管内に硫化水素及び空気が溜まりやす る手法（サンドイッチ送水手法）は，硫化水素の管
ースが無いことから，スケールの低減効果は期待で
2015 年度 下水道新技術研究所年報
どにより管内の水頭損失が高まっていると，想定
く，
配管腐食が進みやすい環境となっている。
また， 内滞留を低減させる効果があるため，圧送管を採用
きない。よって，水洗浄の効果は，硫化水素の管内
通りに水が抜けない場合があるので，十分に水頭
している複数の都市で実施されている。一方，A
市
確保し，必要に応じバキューム車等を用意するこ
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間を要することから，優先度を設定し，効率的な改 5
築更新計画を行う必要がある。更新を行う上での緊
急度（優先度）の判定については，
①二条化の有無
②経 過年数（標準耐用年数（30 年）を超過して
いるか）
③耐震性の有無（耐震継手を使用しているか）
④劣化状況（弁更新時における調査で劣化が確認
されるか）
の順で行うものとした。ただし，漏泥事故が発生し
た箇所についてはこの限りではなく，優先して更新
を行うものとした。上記の考え方に基づき，改築更
新の実施フローを図－４に示す。本フロー図に基づ
き，A 市おける圧送系統毎の更新の方針，優先度を
検討した。
4.2 改築・更新時の留意事項
4.2.1 圧送管の材質
圧送管材質への要求機能は，内圧及び外圧に対し
て安全であること，水密性を確保できること，腐食
や強度低下などの経年劣化を起こさずに多くの実績
を有していること，敷設時の施工性や供用後の維持
管理性に優れていること，及び経済的であることで
ある。汚水の圧送管としては，硬質塩化ビニル管や
下水道用ポリエチレン管なども適用性があるが，本
研究では，ダグタイル鋳鉄管を使用する場合を想定
する。
ダクタイル管を採用する際に注意を要する用途・
環境として，腐食性の強い地盤への埋設管路，硫化
水素起因の内面腐食が予想される管路等が挙げられ
るが，これらは後述の管内外面に腐食に対する対策
を講じることで対応は可能である。
4.2.2 継手形式
圧送管の継手形式は，耐震性能を有する継手形式

とする。A 市の圧送管路は管径 300mm であるため，
耐震性を有する継手形式として NS 形を基本とする。
4.2.3 管種
管厚により管種（NS 形直管の場合，1 種と 3 種の
2 区分）が決められているので，管種の決定にあたっ
ては，埋設深さ，路面荷重，布設状況（埋設，露出）
等を考慮した外圧や内圧等を踏まえ，管厚計算を行
う。
4.2.4 外面防食の仕様
埋設環境（土壌）が管に対して腐食性であるか否
かを評価し，腐食性である場合はポリエチレンス
リーブによる管被覆を行い，埋設土壌と管との直接
の接触を断つことにより管の防食を行う。
4.2.5 内面防食の仕様
内面防食の仕様は，従来からモルタルライニング
が使用されてきたが，管路の凸部などポンプ停止時
に空気が管内に入ってくるような環境や酸性が強い
等の腐食性環境では，モルタルライニングに比べ管
内面が平滑化され，硫酸還元菌の生育を抑制するこ
とができる内面エポキシ樹脂粉体塗装（または，内
面液状エポキシ樹脂塗装）を採用する。
4.2.6 空気弁の仕様
以下の特徴を有する下水道用空気弁を採用する。
①弁箱・弁体の構造：弁体を大きくし，またフロー
トと弁体の距離を離して弁箱内に空気溜りを作る
ことにより，下水中の固形物が弁体や弁箱内に付
着して空気弁を閉塞・漏水させることを防止して
いる。
②防食対策：弁箱はエポキシ粉体塗装を施したダク
タイル鋳鉄製，弁体はステンレス鋼製としている。
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4.2.7 空気弁の適正配置
内視鏡調査により，空気弁から管内の状態を監視
することで，改築更新のタイミングを評価すること
ができる。したがって，空気弁の配置は，通常の考
え方のとおり，基本的に以下の箇所に設置する。
・管路全体の縦断線形で凸部となっている箇所
・漏水事故等により管路を排水するときに必要とな
る箇所
・管路延長が長い場合には，維持管理を考慮して平
坦なところにおいても設ける必要がある。
4.2.8 曲り部の防護
管路の屈曲部，分岐部，及びバルブ部などには，
水圧によって管を外側に動かそうとする力（不平均
力）が働く。そのため，このような場所には，コン
クリートブロック等による防護か離脱防止継手を用
いて管きょの一体化長を確保する必要がある。
4.2.9 ピグ洗浄可能な配管仕様
管路内に内径より若干大きいピグ（φ300mm のピ
グ形状：φ312mm×500mm）を挿入し，ピグに水圧を
加え，管路内を移動させることで，管路内のスラッ
ジを排出する。管路形状によりピグが通過できない
場合があるので，配管設計には注意を要する。

洗浄を基本とするが，仮にピグが河川横断区間で停
止した場合，ピグは回収できず，長期間にわたり汚
泥圧送が不能となる。このような重要施設下にある
圧送管の洗浄は，ピグ洗浄より高流速洗浄の方が望
ましく，管理人孔の間隔を最大 200m 間隔と設定す
る（ホース長：100m の高圧洗浄車により前後配管
を洗浄することを想定）。ただし，ノズル挿入の支
障となる曲管や伏越し等が人孔間にある場合は，必
要に応じて人孔を増やす必要がある。
また，ノズルを管内に挿入しやすくするために，
管理人孔内の三フランジ丁字管上部の口径を本管
（φ300）と同程度の口径とすることが望ましい。

5.

まとめ

本研究では，圧送管に対する高流速洗浄，内視鏡
調査及び TV カメラ調査の適用性評価，ならびに A
市における維持管理手法・改築更新整備手法の検討
を行った。今後，これらの技術を用いることで，圧
送管の持続的な機能確保に向けて，計画的な点検調
査が行われることが期待される。
下水道機構は，今後とも，圧送管のみならず，効
率的・効果的な管きょの点検調査手法の確立に向け
て取り組んでいく。

4.2.10 管理人孔の配置
改築更新後における管内洗浄は，最も安価なピグ
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