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１．研究目的
研究目的

とした。
２．研究体制

下水処理フローの中で，固液分離プロセスは，最
下水処理フローの中で，固液分離プロセスは，最
終的な処理水の水質を決める上で重要な役割を果
終的な処理水の水質を決める上で重要な役割を果た
たしている。固液分離プロセスに欠かせない施設が
している。固液分離プロセスに欠かせない施設が沈
沈殿池であり，その形状には，長方形または円形が
殿池であり，その形状には，長方形または円形があ
あり，各々に適した汚泥かき寄せ機が設置されてい
り，各々に適した汚泥かき寄せ機が設置されている。
る。本共同研究では，下水処理場の長方形の最初沈
本共同研究では，下水処理場の長方形の最初沈澱池
澱池や最終沈澱池用に設置するチェーンフライト
や最終沈澱池用に設置するチェーンフライト式汚泥
式汚泥かき寄せ機を対象とした。チェーンフライト
かき寄せ機を対象とした。チェーンフライト式汚泥
式汚泥かき寄せ機は，材質によって金属製，セミプ
かき寄せ機は，
材質によって金属製，セミプラスチッ
ラスチック製，全プラスチック製に分類され，セミ
ク製，全プラスチック製に分類され，セミプラスチッ
プラスチック製はさらに標準型，ノッチチェーン式，
ク製はさらに標準型，ノッチチェーン式，浮上型に
浮上型に分類される（図－１）。
分類される（図－１）
。
本共同研究では，
チェーンフライト式汚泥かき寄
本共同研究では，チェーンフライト式汚泥かき寄
せ機に関して，最新の知見を反映して，その新設や
せ機に関して，最新の知見を反映して，その新設や
改築更新に必要な留意事項等について調査研究を
改築更新に必要な留意事項等について調査研究を行
行ない，その概要，構造，特徴および下水処理場の
ない，その概要，構造，特徴および下水処理場の沈
沈殿池設備に適用する上での設計，施工，保守・維
殿池設備に適用する上での設計，施工，保守・維持
持管理等に関して技術資料にとりまとめることを
管理等に関して技術資料にとりまとめることを目的
目的とした。

本研究は，(株)クボタ，三機工業(株)，(株)神鋼
環境ソリューション，
研究体制 水 ing(株)，センクシア(株)，
月島機械(株)，前澤工業(株)，三菱化工機(株)およ
本研究は，(株)クボタ，三機工業(株)，(株)神鋼
び(公財)日本下水道新技術機構の 9 者による共同研
環境ソリューション，水 ing(株)，センクシア(株)，
究として実施した。
月島機械(株)，前澤工業(株)，三菱化工機(株)および
(公財)日本下水道新技術機構の 9 者による共同研究
として実施した。
３．研究内容

1.

研究対象範囲
金属製
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図－１ 汚泥かき寄せ機の分類と研究対象範囲
汚泥かき寄せ機の分類と研究対象範囲
図－１

2.

チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の新設，改築
研究内容
更新，長寿命化対策に活用できる技術資料を取りま
とめるため,
本共同研究では，5 型式のチェーンフ
チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の新設，改築
ライト式汚泥かき寄せ機の構造・特徴を明らかにす
更新，長寿命化対策に活用できる技術資料を取りま
るとともに，最新の知見を反映して，設計，施工，
とめるため
, 本共同研究では，5 型式のチェーンフ
保守・維持管理について調査研究を実施した。
ライト式汚泥かき寄せ機の構造・特徴を明らかにす

3.

るとともに，最新の知見を反映して，設計，施工，
保守・維持管理について調査研究を実施した。

４．研究結果

4.

4.1 各型式の構造・特徴等
研究結果
4.1.1 金属製汚泥かき寄せ機
4.1金属製汚泥かき寄せ機は，金属製エンドレスチェ
各型式の構造・特徴等
ーンに一定間隔でフライトを取り付け，これを駆動
4.1.1
金属製汚泥かき寄せ機
軸および水中軸のスプロケットホイールを介して駆
金 属 製 汚 泥 か き 寄 せ 機 は， 金 属 製 エ ン ド レ ス
チェーンに一定間隔でフライトを取り付け，これを
動し，池底のレール面に接してフライトを移動させ，
駆動軸および水中軸のスプロケットホイールを介し
沈殿池内に沈殿した汚泥を連続的に汚泥ホッパ内に
て駆動し，池底のレール面に接してフライトを移動
かき寄せるものである（図－２）。
させ，沈殿池内に沈殿した汚泥を連続的に汚泥ホッ
本体チェーンは材質・強度・形状により様々なも
パ内にかき寄せるものである（図－２）
。
のがある。代表的なものを以下に示す。
本体チェーンは材質・強度・形状により様々なも
・SUS403 チェーン
のがある。代表的なものを以下に示す。
・SUS304
チェーン（通常強度，軽量，耐震型）
・SUS403
チェーン
・SUS304
チェーン（通常強度，軽量，耐震型）
SUS403 チェーンは，
40 年以上の実績があり，実
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績が最も多く，チェーン強度が最も高い。一方，
SUS304 チェーンはチェーン強度が SUS403 と比較
1

，また，耐
US403 を
（通常強
，SUS304
ン（軽量）
ため，地震
め，SUS304

は重量が樹脂チェーン同等と軽量であるため，地震
時にチェーンが外れやすい傾向があるため，SUS304
チェーン（耐震型）もある。
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３）耐摩耗性に優れている
本体チェーン，スプロケットおよびシューが合成
樹脂製で軽量なため，金属製に比べて耐摩耗性を大
図－３セミプラ製汚泥かき寄せ機の構造
幅に向上できる。
４）軽量であり施工性が良い
4.1.3
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機
主要部品が合成樹脂製で軽量のため，金属製に比
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機は，セミプラ製
べ現地施工やチェーン張り調整の作業性が良い。
汚泥かき寄せ機の延長線上の技術であるが，セミプ
５）樹脂製部品で配慮すべき特性
ラ製汚泥かき寄せ機に対してノッチチェーン式汚泥
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
かき寄せ機固有の特徴を有している。チェーン形式
酸性の液体等）には配慮が必要である。
をノッチ式にして摩耗箇所を分散したこと，部品構
造･材質を見直して機器を軽量化したこと，チェーン
図－２ 金属製汚泥かき寄せ機の構造
金属製汚泥かき寄せ機の構造
図－２
4.1.3
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機
の伸びが原因で生じる歯飛び現象を回避するために
SUS403
チェーンは， 40 年以上の実績があり，実
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機は，セミプラ製
セミプラスチック製汚泥かき寄せ機
（標準型） 歯飛び防止機構を付加したこと等のノッチチェーン
4.1.2
績が最も多く，チェーン強度が最も高い。一方，
汚泥かき寄せ機の延長線上の技術であるが，セミプ
式汚泥かき寄せ機独自の改善による更なる合理的な
セミプラスチック製汚泥かき寄せ機（標準型）
（以
SUS304
チェーンはチェーン強度が
SUS403
と比較し
ラ製汚泥かき寄せ機に対してノッチチェーン式汚泥
設計を行っており，耐摩耗性向上，軽量化，歯飛び
下，セミプラ製汚泥かき寄せ機と記す。）は，セミ
て低いが，合成樹脂製と比較して高く，また，耐食
かき寄せ機固有の特徴を有している。チェーン形式
防止の安全性向上などを図っている。
プラ製エンドレスチェーンに一定間隔でフライトを
性や耐強酸性に優れている。一般的に
SUS403
を使
をノッチ式にして摩耗箇所を分散したこと，部品構
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機は以下のような
取り付け，これを駆動軸および水中軸のスプロケッ
用するが，設置環境によっては
SUS304（通常強度）
造
･ 材質を見直して機器を軽量化したこと，チェー
特徴を有している（図－４，５）。
トホイールを介して駆動し，池底のレール面に接し
とすることがある。省エネ型として，
SUS304 チェー
ンの伸びが原因で生じる歯飛び現象を回避するため
１）チェーンの耐摩耗性が高い
てフライトを移動させ，沈殿した汚泥を連続的に汚
ン（軽量）もある。SUS304
チェーン（軽量）は重
に歯飛び防止機構を付加したこと等のノッチチェー
ノッチ式チェーンを採用して摩耗箇所を分散させ
泥ホッパ内にかき寄せるものである（図－３）。
量が樹脂チェーン同等と軽量であるため，地震時に
ン式汚泥かき寄せ機独自の改善による更なる合理的
ることでチェーンの耐摩耗性を向上させている。
セミプラ製汚泥かき寄せ機は以下のような特徴を
チ
ェ
ー
ン
が
外
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
た
め，SUS304
な設計を行っており，耐摩耗性向上，軽量化，歯飛
有している。
２）設備の耐久性が高い
チェーン（耐震型）もある。
び防止の安全性向上などを図っている。
１）長期実績が多い
構成部材に耐腐食性のあるステンレスや樹脂を使
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機は以下のような
鋳鉄・SUS チェーンの後継として 30 年以上の実
用しているため耐久性が期待できる。
4.1.2 セミプラスチック製汚泥かき寄せ機（標準型） 特徴を有している（図－４，５）。
績があり，長期稼動実績が多い。
３）設備が軽量である
セミプラスチック製汚泥かき寄せ機（標準型）
（以
１）チェーンの耐摩耗性が高い
２）耐腐食性に優れている
構成部材の材質および構造に軽量化に向けた工夫
下，セミプラ製汚泥かき寄せ機と記す。）は，セミ
ノッチ式チェーンを採用して摩耗箇所を分散させ
本体チェーン，スプロケット，フライト，シュー
を凝らしているため，非常に軽量化されている。
プラ製エンドレスチェーンに一定間隔でフライトを
ることでチェーンの耐摩耗性を向上させている。
などの主要部品が合成樹脂製のため耐腐食性は金属
４）歯飛び現象が起きず運転上の安全性が高い
取り付け，これを駆動軸および水中軸のスプロケッ
２）設備の耐久性が高い
製より優れている。
プラスチック製の本体チェーンは，伸び量が大き
トホイールを介して駆動し，池底のレール面に接し
構成部材に耐腐食性のあるステンレスや樹脂を使
３）耐摩耗性に優れている
く，軽量であるため，チェーンの張り調整が不十分
てフライトを移動させ，沈殿した汚泥を連続的に汚
用しているため耐久性が期待できる。
本体チェーン，スプロケットおよびシューが合成
で駆動ホイール部での適切な張力が作用していない
泥ホッパ内にかき寄せるものである（図－３）。
３）設備が軽量である
樹脂製で軽量なため，金属製に比べて耐摩耗性を大
場合に歯飛び現象を起こし，かき寄せ機本体の損傷
セミプラ製汚泥かき寄せ機は以下のような特徴を
構成部材の材質および構造に軽量化に向けた工夫
幅に向上できる。
事故に結びつく場合がある。しかしながら，ノッチ
有している。
を凝らしているため，非常に軽量化されている。
４）軽量であり施工性が良い
チェーン式汚泥かき寄せ機は歯飛び防止機構を有し
１）長期実績が多い
４）歯飛び現象が起きず運転上の安全性が高い
主要部品が合成樹脂製で軽量のため，金属製に比
ており安全性が高い。
鋳鉄・SUS チェーンの後継として 30 年以上の実
プラスチック製の本体チェーンは，伸び量が大き
べ現地施工やチェーン張り調整の作業性が良い。
５）施工性がよい
績があり，長期稼動実績が多い。
く，軽量であるため，チェーンの張り調整が不十分
５）樹脂製部品で配慮すべき特性
各構成部品に軽量化の工夫が凝らされており，か
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
２）耐腐食性に優れている
で駆動ホイール部での適切な張力が作用していない
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
本体チェーン，スプロケット，フライト，シュー
場合に歯飛び現象を起こし，かき寄せ機本体の損傷
2
酸性の液体等）には配慮が必要である。
などの主要部品が合成樹脂製のため耐腐食性は金属
事故に結びつく場合がある。しかしながら，ノッチ
製より優れている。
チェーン式汚泥かき寄せ機は歯飛び防止機構を有し
ており安全性が高い。
５）施工性がよい
各構成部品に軽量化の工夫が凝らされており，か
つ設置も容易に行えるよう工夫が凝らされているた
め施工性がよい。
６）樹脂製部品で配慮すべき特性
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
図－３
セミプラ製汚泥かき寄せ機の構造
酸性の液体等）には配慮が必要である。
図－３セミプラ製汚泥かき寄せ機の構造
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4.1.3 ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機は，セミプラ製

く，運転に必要な張力を長時間維持できる。
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
く，運転に必要な張力を長時間維持できる。
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
２）高い耐震性
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
２）高い耐震性
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
軸構造であるため，すべてのレールや軸が池底
酸性の液体等）には配慮が必要である。
酸性の液体等）には配慮が必要である
22軸構造であるため，すべてのレールや軸が池底
酸性の液体等）には配慮が必要である。
2015 年度 下水道新技術研究所年報
付近にあり，水面付近にレールや軸がない。このた
付近にあり，水面付近にレールや軸がない。このた
め，水面に揺れ（スロッシング）等が発生してもフ
め，水面に揺れ（スロッシング）等が発生してもフ
ライトやチェーンへの影響が小さく，レールからの
ライトやチェーンへの影響が小さく，レールからの
フライト脱落やチェーン脱輪が発生しにくい。
フライト脱落やチェーン脱輪が発生しにくい。
３）池底レール不要
３）池底レール不要
浮力により浮上しているフライトが下部リターン
浮力により浮上しているフライトが下部リターン
レール下面に接しながら走行しているため，他型式
レール下面に接しながら走行しているため，他型式
で設置していた池底レールを必要としない。
図-５ノッチチェーンの構造
で設置していた池底レールを必要としない。
４）消耗品部品の削減
４）消耗品部品の削減
他型式の４軸型と比べ，消耗品であるスプロケッ
4.1.4 浮上型汚泥かき寄せ機
他型式の４軸型と比べ，消耗品であるスプロケッ
ト数が１／２になる。さらに，フライトに付属する
浮上型汚泥かき寄せ機は，駆動装置，チェーン，
ト数が１／２になる。さらに，フライトに付属する
シューが泥上部を走行しないため長寿命となり，ラ
図-４
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機の構造
スプロケット，フライト等から構成される２軸の樹
シューが泥上部を走行しないため長寿命となり，ラ
図-４ ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機の構造
図－４
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機の構造
ンニングコスト削減も実現している。
脂製チェーンフライト式汚泥かき寄せ機である。フ
ンニングコスト削減も実現している。
５）スカムかき寄せ設備の設置
ライトに取り付けたフロートの浮力により本体チェ
５）スカムかき寄せ設備の設置
図－６
浮上型汚泥かき寄せ機の構造
他型式の４軸型と異なり，池上面をフライトが通
図-６ 浮上型汚泥かき寄せ機の構造
ーンを緊張させ，駆動装置の回転力を本体チェーン
他型式の４軸型と異なり，池上面をフライトが通
過しないため，池上のスカムを回収する必要がある
過しないため，池上のスカムを回収する必要がある
浮力により浮上しているフライトが下部リターン
場合は，
別途スカムかき寄せ設備設置が必要となる。
4.1.5
全プラスチック製汚泥かき寄せ機
場合は，
別途スカムかき寄せ設備設置が必要となる。
レール下面に接しながら走行しているため，他型式
６）樹脂製部品で配慮すべき特性
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，駆動装置，
６）樹脂製部品で配慮すべき特性
で設置していた池底レールを必要としない。
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
チェーン，
スプロケット，フライト等から構成され，
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
４）消耗品部品の削減
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
このうち池内部品のほぼ全てをプラスチック製とし
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
他型式の４軸型と比べ，消耗品であるスプロケッ
酸性の液体等）には配慮が必要である
酸性の液体等）には配慮が必要である
ト数が１／２になる。さらに，フライトに付属する
3
シューが泥上部を走行しないため長寿命となり，ラ
ンニングコスト削減も実現している。
５）スカムかき寄せ設備の設置
他型式の４軸型と異なり，池上面をフライトが通
過しないため，池上のスカムを回収する必要がある
場合は，別途スカムかき寄せ設備設置が必要となる。
６）樹脂製部品で配慮すべき特性
図-５ノッチチェーンの構造
図-５ノッチチェーンの構造
図－５
ノッチチェーンの構造
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4.1.4 浮上型汚泥かき寄せ機
浮上型汚泥かき寄せ機
4.1.4浮上型汚泥かき寄せ機
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浮上型汚泥かき寄せ機は，駆動装置，チェーン，
スプロケット，フライト等から構成される２軸の樹
スプロケット，フライト等から構成される２軸の樹
スプロケット，フライト等から構成される２軸の樹
4.1.5 全プラスチック製汚泥かき寄せ機
脂製チェーンフライト式汚泥かき寄せ機である。フ
脂製チェーンフライト式汚泥かき寄せ機である。フ
脂製チェーンフライト式汚泥かき寄せ機である。フ
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，駆動装置，
ライトに取り付けたフロートの浮力により本体
ライトに取り付けたフロートの浮力により本体チェ
ライトに取り付けたフロートの浮力により本体チェ
チェーン，スプロケット，フライト等から構成され，
チ ェ ー ン を 緊 張 さ せ， 駆 動 装 置 の 回 転 力 を 本 体
図-６ 浮上型汚泥かき寄せ機の構造
浮上型汚泥かき寄せ機の構造
ーンを緊張させ，駆動装置の回転力を本体チェーン
図-６
ーンを緊張させ，駆動装置の回転力を本体チェーン
このうち池内部品のほぼ全てをプラスチック製とし
チェーンに伝達し，フライトにより汚泥を連続的に
に伝達し，フライトにより汚泥を連続的にかき寄せ
に伝達し，フライトにより汚泥を連続的にかき寄せ
たものである（図－７）。
かき寄せるものである（図－６）。
4.1.5全プラスチック製汚泥かき寄せ機
全プラスチック製汚泥かき寄せ機
るものである（図－６）。
4.1.5
るものである（図－６）。
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，以下のよう
浮上型汚泥かき寄せ機は，以下のような特徴を有
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，駆動装置，
浮上型汚泥かき寄せ機は，以下のような特徴を有
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，駆動装置，
浮上型汚泥かき寄せ機は，以下のような特徴を有
な特徴を有している。
している。
チェーン，
スプロケット，フライト等から構成され，
フライト等から構成され，
している。
チェーン，
スプロケット，
している。
１）長期実績が多い
１）本体チェーン張力調整頻度の低減
このうち池内部品のほぼ全てをプラスチック製とし
１）本体チェーン張力調整頻度の低減
このうち池内部品のほぼ全てをプラスチック製とし
１）本体チェーン張力調整頻度の低減
セミプラ製汚泥かき寄せ機の改良型として 25 年
フライトに取り付けたフロートの浮力により
以上の実績があり，長期稼動実績が多い。
チェーン張力を保持しているため，チェーンが伸び
てもチェーン初期張力の低下が樹脂製の他型式より 33 ２）耐腐食性に優れている
セミプラ製汚泥かき寄せ機よりも金属部分を減ら
遅く，運転に必要な張力を長時間維持できる。
していることから耐腐食性に優れ，塩害地域でも腐
２）高い耐震性
食のおそれがない。
2 軸構造であるため，すべてのレールや軸が池底
３）耐摩耗性に優れている
付近にあり，水面付近にレールや軸がない。このた
め，水面に揺れ（スロッシング）等が発生してもフ
池内部品のほとんどを合成樹脂製としている。本
ライトやチェーンへの影響が小さく，レールからの
体チェーン，スプロケットおよびシューは，セミプ
フライト脱落やチェーン脱輪が発生しにくい。
ラ製汚泥かき寄せ機と同様であるが，その他の摺動
３）池底レール不要
部品（軸受・レール等）に樹脂の持つ自己潤滑性を
に伝達し，フライトにより汚泥を連続的にかき寄せ
るものである（図－６）。
浮上型汚泥かき寄せ機は，以下のような特徴を有
している。
１）本体チェーン張力調整頻度の低減
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１）設備の保守点検
保守点検は，汚泥かき寄せ機を長期にわたってト
ラブルなく安全に運転するためのものであり，日常
2015 年度 下水道新技術研究所年報
たものである（図－７）。
点検，定期点検およびオーバーホールに分かれる。
全プラスチック製汚泥かき寄せ機は，以下のよう
開 始
な特徴を有している。
更新の場合，更新部分と再利用部分の確認
（１）日常点検
１）長期実績が多い
（設計条件）
設備の運転状態の異常の有無や，異常の兆候を発
池
数
手順①
駆動方式の設定
セミプラ製汚泥かき寄せ機の改良型として 25 年
見するために行う点検であり主として目視，聴覚，
以上の実績があり，長期稼動実績が多い
用
途
手順② 軸本数，取り付け位置の設定
触感等で行う。
２）耐腐食性に優れている
設計水位
手順③地上部の機器について，駆動部の音や振動，お
本体チェーン長さの設定
セミプラ製汚泥かき寄せ機よりも金属部分を減ら
池 寸 法
よび駆動装置の油量や電流値について異常の
していることから耐腐食性に優れ，塩害地域でも腐
手順④ フライト仕様と本数の設定
ないことを確認する。
食のおそれがない。
図－７ 全プラスチック製汚泥かき寄せ機の構造
手順⑤
本体チェーン張力の算定
 上部リターンレール上のフライトの運行にお
図-７ 全プラスチック製汚泥かき寄せ機の構造
３）耐摩耗性に優れている
いて，フライトがレール上をスムーズに運行し
最大限活用して摩耗量を減少させている。
池内部品のほとんどを合成樹脂製としている。本
手順⑥ 電動機出力の算定
電
源
ていることを確認する。
4.1.6 各型式の材質および特徴等の比較
４）軽量かつ施工性が良い
体チェーン，スプロケットおよびシューは，セミプ
手順⑦ 保護装置の検討
（２）定期点検
各かき寄せ機の特徴，適用箇所および留意事項を
各種部品の多くは合成樹脂製のため，金属製やセ
ラ製汚泥かき寄せ機と同様であるが，その他の摺動
運転を停止し，または池を空にして汚泥かき寄せ
比較表として整理した。
手順⑧
減速機の設定
終 了
ミプラ製汚泥かき寄せ機よりも軽量で必要動力を小
部品（軸受・レール等）に樹脂の持つ自己潤滑性を
機全体を見る点検で，機器の損傷・腐食および摩耗
さくできる。また現地施工やチェーン張り調整の作
図－８
図－８ 設計手順
設計手順
最大限活用して摩耗量を減少させている。
状況を把握し，修理や修繕等の保全計画を立てるた
4.2 設備の設計
業性がよい。
４）軽量かつ施工性が良い
め期間を定めて行うものである。
汚泥かき寄せ機の設計に関して、確認しておくべ
５）樹脂製部品で配慮すべき特性
4.3 いることを確認する。
設備の施工
各種部品の多くは合成樹脂製のため，金属製やセ
き条件や留意点等を整理するともに，設計手順を図
 チェーンの伸びや，シュー・スプロケットまた
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
（２）定期点検
施工手順を整理するともに施工上の留意点，更新
ミプラ製汚泥かき寄せ機よりも軽量で必要動力を小
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
運転を停止し，または池を空にして汚泥かき寄せ
－８に示すフローとして示した。技術資料において
はスプロケットのピンおよびチェーンの摩耗
工事における留意点，試運転における実施事項（空
さくできる。また現地施工やチェーン張り調整の作
酸性の液体等）には配慮が必要である。
機全体を見る点検で，機器の損傷・腐食および摩耗
は，フロー中の各項目の考え方や本体チェーン長
量を測定し，必要な場合，交換時期を決定する。
運転，実負荷運転）を整理した。
業性がよい。
状況を把握し，修理や修繕等の保全計画を立てるた
さ・張力，電動機出力の算定方法等を整理した。
 チェーン張力が適正になるように，カテナリ距
５）樹脂製部品で配慮すべき特性
4.1.6 各型式の材質および特徴等の比較
め期間を定めて行うものである。
4.4 設備の保守・維持管理
樹脂製部品は耐摩耗性や耐腐食性に優れるが樹脂
各かき寄せ機の特徴，適用箇所および留意事項を 4 ➢ チェーンの伸びや，シュー・スプロケットまた
１）設備の保守点検
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
比較表として整理した。
はスプロケットのピンおよびチェーンの摩耗量
保守点検は，汚泥かき寄せ機を長期にわたってト
酸性の液体等）には配慮が必要である。
を測定し，必要な場合，交換時期を決定する。
ラブルなく安全に運転するためのものであり，日常
4.2 設備の設計
➢ チェーン張力が適正になるように，カテナリ距
点検，定期点検およびオーバーホールに分かれる。
汚泥かき寄せ機の設計に関して，確認しておくべ
離等で調整を行う。調整後には，空運転を行い
き条件や留意点等を整理するともに，設計手順を図
異常のないことを確認する。
（１）日常点検
－８に示すフローとして示した。技術資料において （３）オーバーホール
設備の運転状態の異常の有無や，異常の兆候を発
は，フロー中の各項目の考え方や本体チェーン長さ・
長時間にわたって機能を保持するためにオーバー
見するために行う点検であり主として目視，聴覚，
張力，電動機出力の算定方法等を整理した。
ホールを実施し，構成機器中の消耗部品を定期的に
触感等で行う。
交換する。オーバーホールは，製作メーカーや専門
 地上部の機器について，駆動部の音や振動，お
4.3 設備の施工
業者にて行うものとする。
よび駆動装置の油量や電流値について異常の
施工手順を整理するともに施工上の留意点，更新
主なオーバーホールの項目を以下に示す。
工事における留意点，試運転における実施事項（空
① ないことを確認する。
分解点検・組立て

上部リターンレール上のフライトの運行にお
図-７
全プラスチック製汚泥かき寄せ機の構造
運転，実負荷運転）を整理した。
② 消耗部品の交換
③ いて，フライトがレール上をスムーズに運行し
グリス交換
ていることを確認する。
各型式の材質および特徴等の比較
4.1.6
4.4 設備の保守・維持管理
④ 運転試験（電流値，振動，温度測定等）
（２）定期点検
各かき寄せ機の特徴，適用箇所および留意事項を
１）設備の保守点検
保守点検項目および消耗品リストを整理した（表
運転を停止し，または池を空にして汚泥かき寄せ
比較表として整理した。
保守点検は，汚泥かき寄せ機を長期にわたってト
－１，表－２）
。また，長寿命化計画にも反映でき
機全体を見る点検で，機器の損傷・腐食および摩耗
ラブルなく安全に運転するためのものであり，日常
るように，消耗品リストでは消耗品の名称，材質，
状況を把握し，修理や修繕等の保全計画を立てるた
4.2 設備の設計
点検，定期点検およびオーバーホールに分かれる。
交換の目安期間を記載するとともに，消耗品の具体
め期間を定めて行うものである。
汚泥かき寄せ機の設計に関して、確認しておくべ
（１）日常点検
的な消耗判断基準を整理した（表－３，表－４）
。
き条件や留意点等を整理するともに，設計手順を図

チェーンの伸びや，シュー・スプロケットまた
設備の運転状態の異常の有無や，異常の兆候を発
２）設備の維持管理
－８に示すフローとして示した。技術資料において
はスプロケットのピンおよびチェーンの摩耗
見するために行う点検であり主として目視，聴覚，
通常運転時に加えて，運転休止時の注意事項につ
は，フロー中の各項目の考え方や本体チェーン長
量を測定し，必要な場合，交換時期を決定する。
触感等で行う。
いても整理した。下記にその一例を記す。
➢
地上部の機器について，駆動部の音や振動，お
【通常運転時の注意事項】
さ・張力，電動機出力の算定方法等を整理した。

チェーン張力が適正になるように，カテナリ距
よび駆動装置の油量や電流値について異常のな
➢ 基本は連続運転とし，定期点検や非常時以外で
4
いことを確認する。
は停止しない。
➢ 上部リターンレール上のフライトの運行におい
➢ チェーンの張り調整を定期的に行い , 適切な張
て，フライトがレール上をスムーズに運行して
りで運転を行う。
の特性（運転時の砂分や休止時の紫外線，温度，強
酸性の液体等）には配慮が必要である。
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るように，消耗品リストでは消耗品の名称，材質，
炭素鋼(12kg レール)+SUS 平板付
嵩上げ
5000 時間
交換の目安期間を記載するとともに，消耗品の具体
オイル
―
減速機用
又は 1 年
的な消耗判断基準を整理した（表－３，表－４）。
―
1 週間
各軸受
2015 年度 下水道新技術研究所年報
グリース
チェーンおよび
―
1～3 ヵ月
表－２ 消耗品リストの例
消耗品リストの例
（金属製汚泥かき寄せ機）
離等で調整を行う。調整後には，空運転を行い
ﾃｰｸｱｯﾌﾟ装置
表－１
保守点検項目の例
（金属製汚泥かき寄せ機） 表－２
表－１
保守点検項目の例
（金属製汚泥かき寄せ機）
（金属製汚泥かき寄せ機）
表－２ 消耗品リストの例（金属製汚泥かき寄せ機）
離等で調整を行う。調整後には，空運転を行い
異常のないことを確認する。
点検箇所
点検項目
日常点検
定期点検
部品名称
材質
交換目安
備考
異常のないことを確認する。
運転状況
動作はスムーズか
○
部品名称表－３
材質
交換目安
備考
消耗判断基準の例（１）
○（聴
フライト
合成木材 or FRP
17 年
更新時
異音
診）
（３）オーバーホール
（金属製汚泥かき寄せ機）
フライト
合成木材 or FRP
17 年
更新時
（３）オーバーホール 振動・温度
○（触
フライトシュー
SCS2・SCS13 または合成樹脂
4年
減速機
長時間にわたって機能を保持するためにオーバー
診）
フライトシュー
SCS2・SCS13 または合成樹脂
4年
長時間にわたって機能を保持するためにオーバー
4 年ごとに
オイルレベル
○
‐
フライトゴム板
ゴム材
8年
ホールを実施し，構成機器中の消耗部品を定期的に
4補修・調整
年ごとに
油もれ
○
‐
フライトゴム板
ゴム材
8年
ホールを実施し，構成機器中の消耗部品を定期的に
駆動装置
補修・調整
○（聴
交換する。オーバーホールは，製作メーカーや専門
異音
駆動チェーン
SUS403
8年
診）
交換する。オーバーホールは，製作メーカーや専門
駆動チェーン
SUS403
8年
○（触
業者にて行うものとする。
一体型：ステンレス鋳鉄製
温度
電動機
8年
駆動チェーン用
業者にて行うものとする。
診）
一体型：ステンレス鋳鉄製
歯先 ：ステンレス鋳鉄製
8年
駆動チェーン用
主なオーバーホールの項目を以下に示す。
電流値
○
スプロケット
歯先
：ステンレス鋳鉄製
ボス部：ダクタイル鋳鉄
主なオーバーホールの項目を以下に示す。
17 年
更新時
スプロケット
□
ボス部：ダクタイル鋳鉄
① 分解点検・組立て 絶縁抵抗値
17 年
更新時
作動試験
□
本体チェーン
SUS403 または SUS304
17 年
更新時
① 分解点検・組立て
安全装置
トルクリミッタ
□
本体チェーン
SUS403 または SUS304
17 年
更新時
② 消耗部品の交換 絶縁抵抗値
② 消耗部品の交換
割れ・破損
●
本体スプロケット SUS403 または SUS304
17 年
更新時
フライト
③ グリス交換
本体スプロケット SUS403 または SUS304
17 年
更新時
反り・劣化
●
駆動軸：S45C 以上
③ グリス交換
摩耗
□
軸
17 年
更新時
駆動軸：S45C
④ 運転試験（電流値，振動，温度測定等）
フライト
ゴム板
従動軸：S35C以上
以上
軸
17 年
更新時
劣化・破損
●
④ 運転試験（電流値，振動，温度測定等）
従動軸：S35C 以上
スリーブ･
ガイドシュー

摩耗

-

●

腐食・破損

-

●

保守点検項目および消耗品リストを整理した（表
伸び・たるみ
□
駆動チェーン
保守点検項目および消耗品リストを整理した（表
摩耗
□
－１，表－２）。また，長寿命化計画にも反映でき
回転状況
○
－１，表－２）。また，長寿命化計画にも反映でき
駆動チェーン用スプロケット
摩耗
□
るように，消耗品リストでは消耗品の名称，材質，
るように，消耗品リストでは消耗品の名称，材質，
伸び・たるみ
□
本体チェーン
交換の目安期間を記載するとともに，消耗品の具体
摩耗
□
交換の目安期間を記載するとともに，消耗品の具体
回転状況
○
的な消耗判断基準を整理した（表－３，表－４）。
本体スプロケット
摩耗
□
的な消耗判断基準を整理した（表－３，表－４）。
軸

軸本体(スリーブ)

スリーブの摩耗

-

□

軸受(ブシュ)

ブシュの摩耗

-

□

点検項目
各軸受に給油されているか
点検項目
動作はスムーズか
グリース漏れ
動作はスムーズか
ゆるみ
異音
異音

日常点検
日常点検
○
○
○（聴
○
○（聴
診）

定期点検
●
定期点検
●
□-

軸受
FC200 以上
7～10 年
軸受
FC200 以上
7～10 年
ガイド
SUS304(9kg レール)または
8年
ガイド
レール)または
レール SUS304(9kg
炭素鋼(12kg
レール)+SUS 平板付
8年
レール レール
炭素鋼(12kg
レール)+SUS
平板付
SUS304(9kg レール)または
レール
池底ﾚｰﾙ SUS304(9kg レール)または
8年
炭素鋼(12kg レール)+SUS 平板付
池底ﾚｰﾙ
8年
炭素鋼(12kg レール)+SUS 平板付
5000 時間
オイル
―
5000
又は時間
1年
オイル
―
又は 1 年
―
1 週間
―
1 週間
グリース

表－１ 保守点検項目の例
（金属製汚泥かき寄せ機）
ｶﾞｲﾄﾞレール
摩耗・腐食・変形
□
レール
表－１
保守点検項目の例
（金属製汚泥かき寄せ機）
池底レール
摩耗・腐食・変形
□
点検箇所
点検箇所
給油
運転状況
運転状況
ボルト・ナット
減速機
減速機
駆動装置
駆動装置

➢

振動・温度
振動・温度
オイルレベル
オイルレベル
油もれ
油もれ
異音
異音

診）
○（触
○（触
診）
診）
○
○
○
○
○（聴
○（聴
診）

‐
‐
‐
‐
-

 が多い場合，樹脂製のチェーン，スプロケッ
砂
診）
○（触
温度
電動機
○（触
診）
ト，シューが異常に摩耗する可能性があるので，
温度
電動機
診）
5
電流値
○
電流値
○-□
流入水質や砂の発生状況について十分注意が必
絶縁抵抗値
絶縁抵抗値
-□
作動試験
□
安全装置
トルクリミッタ
要である。
作動試験
-□
絶縁抵抗値
□
安全装置
トルクリミッタ
絶縁抵抗値
-□
割れ・破損
●
➢ 浮上型では，池内部にて運転状況を確認する場
フライト
割れ・破損
-●
反り・劣化
●
フライト
合は，かき寄せ側のフライトが水没し，浮力が
反り・劣化
-●
摩耗
□
フライト
ゴム板
摩耗
-□
劣化・破損
●
フライト
ゴム板
作用する程度まで処理水を溜め，状況を十分確
劣化・破損
-●
摩耗
●
ガイドシュー
摩耗
-●
腐食・破損
●
認しながら運転を行う。
ガイドシュー
駆動チェーン
駆動チェーン

腐食・破損
伸び・たるみ
伸び・たるみ
摩耗
摩耗
回転状況

---

●
□
□
□

-○
□【運転休止時の注意事項】
駆動チェーン用スプロケット
回転状況
○-□
摩耗
駆動チェーン用スプロケット
摩耗
-□
➢ 定本体チェーン
期的に無負荷運転をする。
伸び・たるみ
□
伸び・たるみ
-□
摩耗
□
本体チェーン
➢ オイル・グリス類は，性状を確認し，劣化して
摩耗
-○
□回転状況
本体スプロケット
回転状況
○-□
摩耗
いる場合は，交換を行った上で運転する。
本体スプロケット
摩耗
-□
軸本体(スリーブ)
スリーブの摩耗
□
➢ 軸金属製の場合は，チェーンをドライの状態にし
軸本体(スリーブ)
スリーブの摩耗
-□
軸受(ブシュ)
ブシュの摩耗
□
軸
軸受(ブシュ)
ブシュの摩耗
- □
ｶﾞｲﾄﾞレール
摩耗・腐食・変形
□
て，防錆油を塗っておく。
レール
ｶﾞｲﾄﾞレール
摩耗・腐食・変形
□
池底レール
摩耗・腐食・変形
-□
レール
池底レール
摩耗・腐食・変形
-□
各軸受に給油されているか
●
➢ 樹脂チェーンは強酸に対する耐性が低いため，
給油
各軸受に給油されているか
-●
グリース漏れ
●
給油
槽内で生成された硫酸により短期間で劣化する
グリース漏れ
-○
●
ボルト・ナット
ゆるみ
□
ボルト・ナット
ゆるみ
○
□
ことがあるため，チェーンを長時間大気中に曝
露しないように管理する必要がある。具体的に
は，沈殿池を処理水で満たして休止保存し，１
日に１回運転して気相部の樹脂チェーンを水没
させる。
➢ プラスチック部品を用いている場合，１週間以 55
上休止する際は池内に満水まで水を張り，温度
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グリース

―
―

スリーブ･
摺動部品のみ
摺動部品のみ
補修・嵩上げ
補修・嵩上げ
または新規交換
または新規交換
部分補修・
部分補修・
嵩上げ
嵩上げ
減速機用
減速機用

各軸受
各軸受
チェーンおよび
1～3 ヵ月 チェーンおよび
ﾃｰｸｱｯﾌﾟ装置
1～3 ヵ月
ﾃｰｸｱｯﾌﾟ装置

表－３ 消耗判断基準の例（１）
表－３
消耗判断基準の例（１）
表－３
消耗判断基準の例（１）
（金属製汚泥かき寄せ機）
（金属製汚泥かき寄せ機）
（金属製汚泥かき寄せ機）

2015 年度
表－４
表－４ 消耗判断基準の例（２）
消耗判断基準の例（２）
（金属製汚泥かき寄せ機）
（金属製汚泥かき寄せ機）

下水道新技術研究所年報
【運転休止時の注意事項】
に貴重な情報源として活用されることを期待する。
 定期的に無負荷運転をする。
 オイル・グリス類は，性状を確認し，劣化して
技術資料構成
いる場合は，交換を行った上で運転する。

金属製の場合は，チェーンをドライの状態にし
第１章
総
則
て，防錆油を塗っておく。
第１節 目 的
 第２節
樹脂チェーンは強酸に対する耐性が低いため，
適用範囲
槽内で生成された硫酸により短期間で劣化す
第３節
用語の定義
ることがあるため，チェーンを長時間大気中に
第２章
全体概要および各型式の構造・特徴等
曝露しないように管理する必要がある。具体的
第１節
全体概要
には，沈殿池を処理水で満たして休止保存し，
第２節
金属製汚泥かき寄せ機
１日に１回運転して気相部の樹脂チェーンを
第３節
セミプラスチック製（標準型）汚泥かき
水没させる。
寄せ機
 第４節
プラスチック部品を用いている場合，１週間以
ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機
第５節
浮上型汚泥かき寄せ機
上休止する際は池内に満水まで水を張り，温度
第６節
全プラスチック製汚泥かき寄せ機
変化の少ない状態で休止する。
各型式の材質および特徴等の比較
 第７節
水張りが不可能な場合には，チェーン等に汚泥
第３章
設備の設計
が残っていると，汚泥から硫化水素が発生し，
第１節
設計上の留意点
作業の安全上問題になると共に，硫化水素が次
第２節
設計条件
第に硫酸になり，樹脂チェーンの破断に至るこ
第３節
設計手順
とがあるため，槽内の清掃を入念に行う。
設備の設計
 第４節
覆蓋のある最初沈殿池では，流入水路等を経由
第４章
設備の施工
して，他系列から硫化水素が流入して滞留する
第１節
施工計画
懸念があるため，十分な換気を行う。
施工
 第２節
紫外線および温度上昇による劣化を防ぐ対策
第３節
試運転
として直射日光を避けるためにシート等にて
第５章
設備の保守・維持管理
養生する。
第１節 設備の保守点検
変化の少ない状態で休止する。
第２節 長寿命化対策
➢ 水張りが不可能な場合には，チェーン等に汚泥
第３節 非常時の対応
が残っていると，汚泥から硫化水素が発生し， ５．まとめ
２）設備の維持管理
第４節 通常運転時および運転休止時の注意事項
作業の安全上問題になると共に，硫化水素が次
通常運転時に加えて，運転休止時の注意事項につ
本研究成果は，「チェーンフライト式汚泥かき寄
第６章
設計計算例
第に硫酸になり，樹脂チェーンの破断に至るこ
いても整理した。下記にその一例を記す。
せ機技術資料」としてとりまとめた。本技術資料が，
第１節 金属製汚泥かき寄せ機
とがあるため，槽内の清掃を入念に行う。
チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の改築更新時等
➢ 覆蓋のある最初沈殿池では，流入水路等を経由
第２節 セミプラスチック製（標準型）汚泥かき
【通常運転時の注意事項】
に貴重な情報源として活用されることを期待する。
して，他系列から硫化水素が流入して滞留する
寄せ機
 基本は連続運転とし，定期点検や非常時以外で
懸念があるため，十分な換気を行う。
第３節 ノッチチェーン式汚泥かき寄せ機
は停止しない。
●この研究を行ったのは
➢ 紫外線および温度上昇による劣化を防ぐ対策と
第４節 浮上型汚泥かき寄せ機
 チェーンの張り調整を定期的に行い,適切な張
資源循環研究部長
石田
貴
して直射日光を避けるためにシート等にて養生
第５節 全プラスチック製汚泥かき寄せ機
りで運転を行う。
資源循環研究部副部長
落
修一
する。
 砂が多い場合，樹脂製のチェーン，スプロケッ
資源循環研究部総括主任研究員
岩下
栄
資 料 編
ト，シューが異常に摩耗する可能性があるので，
資源循環研究部研究員
伊藤
禎泰
１．チェーンの強度試験方法
まとめ
流入水質や砂の発生状況について十分注意が
２．摩耗・耐食性データ
必要である。
●この研究に関するお問い合わせは
本研究成果は，「チェーンフライト式汚泥かき寄
３．標準仕様書・特記仕様書

浮上型では，池内部にて運転状況を確認する場
資源循環研究部長
石田
貴
せ機技術資料」としてとりまとめた。本技術資料が，
４．稼動実績，納入実績，採用事例紹介
合は，かき寄せ側のフライトが水没し，浮力が
資源循環研究部副部長
落
修一
チェーンフライト式汚泥かき寄せ機の改築更新時等
５．各社の製品技術の紹介
作用する程度まで処理水を溜め，状況を十分確
資源循環研究部研究員
大月
紳司
認しながら運転を行う。
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは 【03-5228-6541】
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5.

資源循環研究部長
資源循環研究部副部長
資源循環研究部総括主任研究員
資源循環研究部研究員

石田
落
岩下
伊藤

貴
修一
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禎泰

資源循環研究部長
資源循環研究部副部長
6 資源循環研究部研究員
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