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下水処理施設の防食補修工につ
いて

甲賀 政啓*

MasahiroKouga

Sl.はじめに

現在全国で供用している下水道浄化センターの鉄筋コ

ンクリー ト構造物は,硫化水素の硫酸化による化学的腐

食が数多く発生している.腐食が経年的に進行すること

により,構造物自体の強度及び安全性にも影響が出始め

てきている.現在これらの対策としては,コンクリー ト

の表面に防食塗装を施工するのが一般的である.しかし,

既設コンクリート部に防食塗装を施工する場合は,コン

クリー トの腐食 ･劣化状況を入念に調査し,適確な方法

によってコンクリー トの断面修復を行う必要がある.

児島湖流域下水道浄化センター建設工事その40におい

て実施したコンクリ-1､の防食塗装工事のうち,前処理

工としての既設構造物の腐食 ･劣化調査診断から断面修

復に至るまでの施工結果について報告する.

$2.修復工施工の必要性

児島湖流域下水道浄化センターの水処理設備のうち,

平成7年以前に構築された12系列24池は躯体構築時に防

食工が未施工であり,目視による観察においてコンクリ

ー ト表面の腐食 ･劣化が見受けられた.このため腐食 ･

劣化度の調査診断,修復方法の検討を行い,修復工を実

施することとなった.今回の修復工対象範囲は,硫化水

素によるコンクリー ト腐食メカニズム上,腐食 ･劣化が

顕著な気相部 (スラブ天端-1.5m)とした.

§3.施工方法及び実績

(1)施工フローチャート

今回の,腐食 ･劣化調査診断から断面修復に至るまで

の施工フローチャー トを図-1に示す.

(2)腐食 ･劣化調査診断項目および結果

腐食 ･劣化調査診断は構造物の構築期毎 (系列毎)に

1池を代表として選定し,計4池において実施した.今回

実施した調査診断項目および結果を表-1に示す.

(3)はつり工法の選定

従来,腐食 ･劣化部の除去方法としては人力手ぼつり

工法が一般的であった.しかし,平成11年に東京都下水

車中固 (支)土木課
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図-1 修復工施工フローチャート

表-1 調査診断項目および結果

系列 1-3系列 4-6系列 7-9系列 10-12系列

完成年月 昭和61年12月 平成元年12月 平成4年2月 平成7年3月

外観目視 20-25mmの浮 浮いた腐食劣 浮いた腐食劣 浮いた腐食劣
いた腐食劣化 化 層 は ない 化 層 は な い 化 屑 は な い
層及びひび測 が､若干のひ が､若干のひ が､若干のひ
jtがある び割れがある ぴ割れがある ぴ割れがある

pH測定 4-5 5-6 6-8 8′-9

中性化毒現地 3-25mnl 3-15mm 5-8mm 3--5inm

探さ 巨 ア 3-24mm 3-8rnm 3-4mm 3-4mm

鉄筋腐食度グレーヂイング 評価 Ⅰ 評価 Ⅰ 評価 Ⅰ 評価 Ⅰ

表面硬度 66-95% 67-94% 67-77% 67-99%

lj言論強度 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上

秦-2 はつり工法比較表

超高圧水による工法 サンドブラスト工法 手はンつり工法
(ウオータージェット工法) (ピックハンマー等)

二1二法概安 ･劣化したコンクリ ･劣化したコンクリ ･ピックハンマー､
-トの表面に超高圧 -トの衣桁に砂を噴 チ ッパー等をj机 ､て
水を噴射し､その筋 射し､その衝撃によ 劣化したコンクリ-
撃により劣化部を除 り劣化部を除去する トを直接除去するコ二
去するコ二法 工法 法

紘工性 長所 ･施工能力掛 ､ ･方虹二能力ややか ､ ･手持綴賊が軽い

･手持降城が経い ･邪所紅uヒ校的容易 ･台数確保は容 易

･新野施工比較的容易 ･砂捜により視界不良 ･散水で視界やや良好

寝所 ･綴械多数確保は困難 ･薮呈如斬 二重い ･施工能力はやや軌 ､･濁水処理対策が必要 ･砂供給､揺去が必要 ･雛すテ施工ややl勾維
･永姪で視界不良 ･ガラ発生勤 ミ多い

能力 120m21パーティday 60m:1パーティday 5m2人 day

拡質面 ･教化部優先除去可能 ･健銀 将材同時切削 ･分化賓ー鵬 徐去可能･健全部への影響小 ･俺全部に窯汗の巌増量 ･健全邦も同時除去
･処遇!後付着に優れる ･処理後の付着に劣る ･傑全部に損俗

環境面 ･粉塵発生鼠少ない ･凝塊発生鼠が多い ･粉塵発生去抄多い
･l糊寸音は制御可能 ･作業騒 音が大きい ･騒音､揺動が大きい

適応条件 ･揺さが滞い粉合に適 ･探さが掛 ー場合に適 ･探さ粥慕い場合に適
･大部碓iの施工に通 ･表面平坦倒演出二に適 ･小規執 補助施工に適

経済性 3,600円.m<1 4.200円m2 4,400円m?

道局が,健全部コンクリートに与える品質面での影響,

はつり作業により発生する粉塵および騒音が周辺地域に

与える環境面の影響を考慮して,｢超高圧水によるはつ

り工法｣を標準工法とした補修マニュアルを作成した.

このため,当工事においても ｢超高圧水によるはつり

工法｣を中心とした工法の選定を行うこととなり,表-

2に示す3通りの工法について比較検討を行った.
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(4)腐食 ･劣化部の除去方法

｢超高圧水によるはつり工法｣に使用した主要機械の

諸元を表-3に,組合せ概略図を図-2に示す.

超高圧水によりコンクリート表面の腐食 ･劣化部を除

去する際は,フェノールフタレインによる発色から中性

化した部分の除去を確認した.当初計画の段階では,コ

ンクリート表面のはつり除去深さを,各躯体の構築完成

時期毎に取 り決めていた.しかし,各系列あるいは各池,

各部位毎に供用条件の違いや構造物の形状の違いによっ

て,腐食 ･劣化の深さは異なっている.したがって,敬

り決め通りの深さを一律除去するとした場合,既に健全

部が露出した箇所のはつり作業は表面硬度が大きく極め

て困難であり,工程確保に支障を与える恐れが生じた.そ

こで,健全部の露出が確認出来ればコンクリー トの品質

上問題がないことから,企業先との協議を行った.その

結果,はつり深さは健全部の露出が確認出来る範囲まで

に変更することとなり,当初工程を確保することが出来

た.はつり作業で発生するガラは砂状に細粒化されいる

ので,その処分方法はバキュームによる吸引処分とした.

(5)断面の修復

はつりを行った範囲の断面修復には,早期強度が要求

されることから,ラテックス (早強材)入りのモルタル

を使用した.修復厚が極めて薄いことから,モルタルに

使用する砂は不純物の少ない珪砂を用いた.モルタルの

配合は所定の晶質を確保した上で施工性も十分満足する

必要がある.そのため,現地にて数種の配合パターンで

小規模な試験施工を実施し,晶質確保と施工性確保の両

立が出来る配合を見出して決定した.秦-4に断面修復

に使用したモルタルの標準配合を示す.

隻4.問題点と今後の課題

今回採用した ｢超高圧水によるはつり工法｣による修

復工事の完成物は,企業先にも満足して頂けるものであ

った.施工当初は劣化したコンクリー トのはつり深さの

規格値を設定して行っていたが,-様な深さのはつり撤

去は現実として固雅であった.この工法は,腐食 ･劣化

部のはつり撤去は容易であったが,健全部 (設計基準強

度以上の部分)のはつり撤去が困難であった.今後,こ

の工法を採用するに当っては,事前に規格値を設定する

のではなく,参考値程度としておき,現場状況を常に把

握確認しながら臨機応変な対応が必要であると考える.

この工法を採用して発生した問題点と今後の課題を,

施工 ･品質管理,工程,環境,経済性の各面から以下に

記す.

(1)施工 ･品質管理

はつり作業において施工性の悪い箇所は,腐食 ･劣化

部の除去が不十分になりがちであるため,除去確認行為

は特に注意して必要がある.断面修復では,その修復厚

さが極めて薄いため,モルタル練混ぜの均一性が品質に
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秦-3 主要機械一覧表

ハスキ-S200

図-2 機械組合せ階略図

表-4 モルタルの標準配合 (重量比)

材 料名 セメント 砂 ラテックス(早強材) 水

普通ポルトランドセメント 4号珪砂 ストラグトポンド2031

与える影響が大きい.また,モルタルには早期強度が要

求されるために可使時間が短い.そのため,モルタルの

練混ぜおよび供給は,専任者を配置してタイムリーに行

う必要がある.

(2)工程

この工法に使用する機械は汎用機械でないため,多数

の機械を確保することは固経である.今後この種の修復

工事が増加するに従って機械台数も増加すると思われる

が,工程立案に際しては,機械台数の確保が工程に大き

く影響を与えることを認識しておく必要がある.

(3)環境

この工法は,他の工法と比較して騒音および粉塵の発

生量が少なく,環境に対して優しい工法である.しかし

施工に伴って濁水が多量に発生する問題があり,中和処

理を含めた濁水処理対策を講じる必要がある.

(4)経済性

この工法に使用する機械は汎用機械ではないために,

現状では機械損料が確立されておらず,極めて割高のも

のとなっている.工程計画立案時の他工事 ･工程との工

程調整においては,経済性の面からもこの機械の稼動を

最優先とする調整が必要である.

§5暮おわりに

｢超高圧水によるはつ り工法｣は,今後増加傾向にあ

る補修工事において主流工法になると思われる.

今後は経済性の追求 (特に機械損料の低減)を主とし

た工法の改善を行う必要があると考える.

最後に,当工事の施工においてご指導,ご支援を頂いた

関係各位の皆様に紙面をお借 りして御礼申し上げます.


