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 長沼町千歳川に位置する南９号排水機場は、千歳川河川整備計画における築堤改修において現況吐水槽が

支障となることから全面改築が必要となった。改築にあたっては、近年の地球温暖化等に伴う降雨量の変動

や気温の上昇による冬期間の降雨や融雪に対する内水排除の必要性が高まっていることから、冬期間でも稼

働可能な無水化設備を導入している。本報告では改築工事に伴う排水機場機械設備への無水化の取り組みに

ついて報告するものである。 
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１．はじめに 

 

(1)南９号排水機場の概要 

 

 南９号排水機場（以下「本排水機場」という。）（表

－１）は、長沼町を流れる石狩川水系千歳川中流に位置

する総排水量１３ｍ3/sの排水機場である。（図－１） 

 本排水機場は洪水時の内水氾濫対策として昭和４３年

に建設され現在までの長きにわたり地域の河川防災を支

えてきたが、平成１７年４月に策定された千歳川河川整

備計画による千歳川流域の堤防強化により、堤防整備の

支障となることから排水機場の改築が必要となった。平

成２４年９月から排水機場ポンプ設備の製作・据付工事

（以下「本工事」という。）が始まり、現在はポンプ施

設の据付工程を迎えている。 

 本排水機場では、北海道の積雪寒冷地特有の厳しい条

件下における様々な課題を克服するため、無水化をはじ

めとする寒冷地対策等を実施している。本報告では本排

水機場で採用した無水化、寒冷地対策等の取り組みを取

りまとめたものである。 

 
図－１ 南９号排水機場 位置図 

 

 

表－１ 南９号排水機場諸元 

 

 

(2)ポンプ設備工事概要 

 

本排水機場機械設備工事に関わる工事はポンプ設備工

事と除塵設備工事（ゲート設備含む）の２つに分割して

発注している。本工事は、新たに建設される排水機場上

屋内に口径1650mmの横軸斜流ポンプ２台を製作し据付を

行うポンプ設備工事である。（図－２） 

 ポンプ設備については、近年の緊縮財政下におけるコ

スト縮減の社会的要請を受け、ライフサイクルコストの

縮減を念頭に置き、設計・施工を進めるとともに、将来

における排水機場操作人の高齢化も考慮し維持管理の軽

減化を図ることとした。 

 また近年は、既設排水機場が建設された５０年前に比

べ短時間の集中降雨の回数が増加傾向にあり、（図－３）

内水氾濫の危険性及び排水機場稼働の即応性は建設当初

の想定より高まってきているなか、積雪期間である１１

月～３月にかけての集中降雨による融雪出水が各地で発

生しており、冬期間における排水機場稼働頻度が多くな

目 的 洪水時の内水排除 

機場位置 千歳川右岸 KP25.5 

基準排水量 ΣQ=13.0m3/s 

主ポンプ形式 Φ1650mm 横軸斜流ポンプ 

 ポンプ吐出量 6.5m3/s ×2台 

主原動機 ラジエータ式ディーゼル機関 

  定格出力 360kW(490PS) 
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っていることから、冬期出水に対応できるよう無水化を

実施した。 

 

 

図－２ 南９号排水機場 平面図、断面図 

 

 

図－３ １時間降水量50mm以上の年間観測回数 

 

２．ポンプ設備無水化の概要 

 

(1) ポンプ設備無水化機器仕様 

 

 本排水機場の無水化設備仕様を表－２に示す。 

 

表－２ 無水化設備仕様 

(2)無水化の効果 

 

①故障リスクの低減 

 排水機場施設を維持管理していくうえでは、冷却系統

設備の不具合が占める割合が高いことから、冷却・潤滑

を行う為の系統機器が多ければ多いほど故障確率が増加

し、不稼働リスクが高くなる。 

 さらに、積雪寒冷地である北海道の環境下では、冬期

間の冷却水凍結による損傷（写真－１，２）といった故

障リスクも考慮しなければならない。 

 無水化設備では冷却系統設備を有しないため、故障リ

スク低減による信頼性向上を図ることができる。 

 

 

写真－１ 凍結により破損した系統機器事例 

（オートストレーナ用入口電動ボール弁ケーシング亀裂） 

 

 

写真－２ 経年劣化により修繕が必要な系統機器事例 

   （真空ポンプ補給水槽、内部塗装剥離） 

 

②維持管理性の向上 

寒冷地における一般的な排水機場では、前述の冷却水

凍結による損傷を避けるため、通常の点検・整備作業に

加えて、水抜き・復旧作業といった維持作業が必要とな

る。 

 近年では冬期間の降雨や急激な温度上昇による出水に

より、水抜き状態で不稼働となっている機場を、急遽再

復旧して主ポンプの起動を行う様なケースも増えており、

水抜き作業を行う時期の判断や、復旧作業および操作に

関して、施設管理者の維持管理に関する負担が増加して

いる。 

項目 給水型（既設） 無水化型（新設） 
主ポンプ 

（軸封装置） 
グランドパッキン 無注水軸封装置 

主原動機 
水冷 

ディーゼルエンジン 

ラジエータ式 

ディーゼルエンジン 

満水系統 

（真空ポンプ） 
水封式真空ポンプ 乾式真空ポンプ 

減速機 水冷式歯車減速機 空冷式歯車減速機 
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なお、冬期間のポンプ起動のための復旧作業について

は、ポンプメーカーサービス員が作業を行った場合であ

っても半日～1日程度を要する。委託管理業者が復旧作

業を行う場合は設備に関する習熟度によってさらに復旧

時間がより多く掛かる可能性があり、間違った復旧作業

による機器の故障の危険が伴う。 

そのため、水抜き作業が不要で維持管理性の向上が図

れる無水化設備の導入は効果的である。 

 

③災害対応能力の強化 

 防災上の観点からは、注水を必要とする機器が無い完

全無注水型の排水機場となることで、地震などの災害に

よって外部注水機器や注水配管が寸断されても、その影

響を受けることなく雨水排水能力を確保できるポンプ施

設として強い災害対応能力を有することとなる。 

  

以上の様な効果があることから、凍結の問題を抱える

寒冷地の排水機場では無水化の効果は特に高いと考えら

れる。 

 

３．無水化の取り組み 

 

(1)主ポンプ 

 

 既設排水機場では主ポンプの軸封はグランドパッキン

方式であり、注水が必要であったが、本排水機場では主

ポンプ軸封部に無給水軸封装置（ラビリンスシール）を

採用することで無水化を図っている。（図－４，５） 

 

  
図－４ 主ポンプ軸封部 

 

 

図－５ ラビリンスシール 

 (2)主原動機 

 

 主原動機の無水化（節水化）技術として、機付きラジ

エータ方式ディーゼルエンジン、空冷式ディーゼルエン

ジン、空冷式ガスタービンを比較検討した結果、機付き

ラジエータ方式ディーゼルエンジンを採用することとし

た。 

機付きラジエータ方式ディーゼルエンジンは、エンジ

ン本体に冷却用ラジエータを備え、冷却水（不凍液）を

循環させることによりエンジンを冷却させる冷却方式で

ある。 

冷却水（不凍液）は機付きポンプにより循環させ、戻

ってくる温水をラジエータに取り付けたファンにより冷

却し、ラジエータを通る空気（温風）は屋外へダクトに

より排気する。（図－６） 

 

 

図－６ 機付きラジエータ方式ディーゼルエンジン概要

図 

 

(3)真空ポンプ 

 

 本排水機場のポンプ形式である横軸斜流ポンプでは、

インペラ部が水没していないため、始動時に真空ポンプ

によりポンプ内部を水で満たす必要がある。 

既設排水機場では水封式真空ポンプが使用され、給水

用に補水槽、給水設備などが必要であった。 

これに対して、乾式真空ポンプでは、給水を必要とし

ない構造から無水化を可能とすることができる。本排水

機場では乾式真空ポンプ（写真－３）を採用することと

した。 

 

写真－３ 乾式満水ユニット 

軸封部 
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(4)減速機 

 

 減速機は、主原動機の動力を主ポンプに伝達する役割

を果たすが、既設排水機場では水冷式歯車減速機を使用

している。 

本排水機場は無水化のため、空冷式歯車減速機を採用

することとした。これはラジエータとファンが入力部に

マウントされており、減速機を運転することによりファ

ンが回転しラジエータに冷風を送り、潤滑油を冷却する

ことでケース表面の熱を除去する方式の減速機である。

（写真－４） 

 

写真－４ 空冷式歯車減速機 

 

３．寒冷地対策の取り組み 

 

(1)主ポンプの寒冷地対策（主ポンプ用ドレン） 

 

 本排水機場のポンプ形式である横軸斜流ポンプは主ポ

ンプを運転し、一旦内部を満水にすると、主ポンプのイ

ンペラ付近のケーシング凹部に残水が生じる構造となっ

ている。（図－７）この箇所が凍結すると、ケーシング

で凍結割れが生じる原因となる。  

 従来では、手動の主ポンプ用ドレン弁を全開にして水

抜き作業を行っていたが、本機場では、主ポンプ用ドレ

ン弁を電動弁として、満水待機時以外で主ポンプが停止

している際は自動的にドレン弁を開いて残水を排水する

ものとした。このことにより、人為ミスによる破損を未

然に防ぎ維持管理性、信頼性の向上を図ることとした。

再び、ポンプを始動する際には、主ポンプの運転操作に

連動して満水系統設備の吸気弁が開くと同時にドレン弁

を閉じて、真空ポンプを起動する制御を行うこととする。

（図－７） 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 主ポンプ用ドレン概要図 

 

(2)真空ポンプの寒冷地対策（セパレートタンクドレ

ン） 

 

 真空ポンプは運転時において主ポンプ内部を吸気する

際に、空気と共に水を吸気することとなるが、本排水機

場で採用する乾式真空ポンプは、構造上の理由により、

本体内部に水が入ると故障の原因となる。このため、気

液を分離し乾式真空ポンプに水が流入しないよう、吸気

配管途中に密閉型のセパレートタンクを設置する。  

 このセパレートタンクには、気液を分離した残水が貯

留されるが、寒冷地ではこの残留水が凍結する恐れがあ

り、セパレートタンクが凍結すると凍結割れが生じてし

まい。密閉性が保てなくなる。そうすると真空ポンプに

より吸気ができずに、結果として主ポンプの運転が不可

能な状態に陥る。  

 よって、本機場では、セパレートタンクに電動ドレン

弁を設け（図－８）、真空ポンプが停止した際はアフタ

ードライ弁とセパレートタンクドレン弁を開いて真空破

壊を行い、タンク内の残水を排水することとした。再び、

真空ポンプを始動する際には、真空ポンプの運転操作に
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連動して吸気弁が開くと同時に、アフタードライ弁とセ

パレートタンクドレン弁を閉じて、真空ポンプを起動す

る制御を行うものとする。 

 

 

図－８ 乾式真空ポンプ用ドレン概要図 

 

５．無水化排水機場運用上の注意事項 

 

(1)冬期間（低温時）運転に関する注意事項 

 

本排水機場は完全無水化であり寒冷地対策を実施して

いるため、潤滑・冷却系統機器の水抜き復旧が不要であ

り、冬期間でも運転は可能である。ただし、低温状態に

おける運転に関しては下記の点に関して準備や確認が必

要である。 

 

①エンジン予熱による始動性向上 

寒冷地対策や無水化工事が実施された機場では、エン

ジン本体又は冷却水系統にヒーターが設置され、外気温

度により自動的にヒーターをON-OFFさせる制御回路が組

み込まれている。よって、真冬の運転が必要となった場

合には排水運転操作の前に、通常は使用電力量削減で

OFFになっているヒーターの自動制御回路をONにする準

備作業が必要となる。 

  

②積雪、結氷対策 

除塵機ならびにコンベアに積雪があると、過負荷等が

生じてしまい除塵作業が出来ないため除雪作業が必要と

なる。また、主ポンプを運転すると吸水槽に結氷した氷

を引き寄せてしまい、除塵機で掻き上げてしまう為、運

転中に塵芥と共に掻き上げた氷の除去作業が必要となる。 

 

 ③吸水槽ゲートの開操作 

冬期に入る前に、吸水槽内の凍結防止の為に吸水槽ゲ

ートを閉止する。この場合には、外気温度が上がってい

ても、戸溝およびゲートローラー部等で局所的に凍結し

ている場合があり、ゲートを開けることが出来ずに排水

運転が行えないケースがある。その際は、解氷作業等の

準備作業が必要となる。 

６．おわりに 

 

昨今はゲリラ豪雨や冬期出水のような異常気象が多く

見られ、排水機場が果たす役割はますます高まっている。 

今回は新設の排水機場の無水化の取り組みについて報

告したが、過去に整備されてきた排水機場は老朽化して

きている施設が多く、今後更新時期を迎える施設も多い。 

更新時期を考慮しながら適切な維持管理を行い、順次

段階的に無水化設備に更新していくことで効率的に無水

化技術を導入することが可能である。 

そのためには、計画的に更新計画を策定することが重

要だが、日常の整備、維持管理のデータを適切に積み重

ね、更新計画に反映することで精度の高い計画に繋がる

と考える。 

本報告が今後の排水機場無水化に寄与することを期待

したい。 
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