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大規模酪農地帯である別海町では、国営環境保全型かんがい排水事業で整備した肥培かんがい施設の調整
槽内壁コンクリート気相部が、硫化水素の影響により劣化が進行している。本報告では、ストックマネジメ
ント技術高度化事業により、肥培かんがい施設の機能維持及び長寿命化に向けたコンクリートの防食及び補
修に関する対策工法の適用と評価のため、対象施設の劣化状況と試験施工について報告する。
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1. はじめに
北海道東部の大規模酪農地帯（図１）では、家畜ふん
尿の有効活用と地域環境
保全を目的とした国営環
境保全型かんがい排水事
業を実施している。
事業で整備した施設に、
家畜ふん尿に水を加えた
スラリーに空気を送り込
んで曝気攪拌し、ほ場へ
散布する肥培かんがい施
図１ 位置図
設（図２）がある。

図２ 肥培かんがい施設の概要

肥培かんがい施設の一つである調整槽では、図３に示
すように、スラリーの曝気攪拌時、液相部から硫酸塩還
元細菌の関与により、多量の硫化水素ガスが発生し、そ
の硫化水素ガスが気相部で硫黄酸化細菌の影響により結
露部分で硫酸に変化し、調整槽内壁コンクリート気相部
に劣化が生じている。
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図３ 硫酸腐食の概念図

このため、調整槽内壁コンクリート気相部の防食対策
の選定において、「下水道コンクリート構造物の腐食抑
制技術及び防食技術マニュアル（平成24年）」1）（以
降：下水道防食技術マニュアルと呼称）を参考に対策を
検討してきた。
しかしながら、下水道施設では硫化水素が常時発生し、
中沢ら(2000)2）のマンホール付近の硫化水素濃度は常時
10～30ppmであることを示しているが、図４に示すよう
に、肥培かんがい施設では、高濃度の硫化水素が曝気撹
拌時のみ発生する特徴を持つ。
従って、下水道施設と肥培施設の硫化水素発生形態が
異なるため、「下水道防食技術マニュアル」に基づく対
策方法が適合しない可能性がある。

上塗り層と補強層での硫黄侵入速度の把握が必要と判断
したからである。

図４ 肥培かんがい施設（調整槽内）の硫化水素濃度の挙動

このような背景から、第１報で肥培かんがい施設に適
切な防食塗装規格を検討するための比較試験計画につい
て報告した。3)
平成29年度は、比較試験計画に基づき、工事を実施し
た。また、工事実施前に、スラリーを搬出した段階で、
コンクリート内壁の劣化状況の不均一性を把握し、比較
試験におけるモニタリング箇所の設定を行った。
本報告では､工事概要と劣化状況、劣化に基づくモニ
タリング箇所の設定について報告する。

2. 調査施設補修設計概要
平成28年度は、比較試験のため、多槽式調整槽を持つ
施設の２次調整槽を対象として、図５に示す防食塗装工
の設計を行った。なお、選定した施設は、国営環境保全
型かんがい排水事業「別海地区」で、平成16年に建設さ
れた施設である。
比較試験には、肥培かんがい施設の硫化水素対策に有
効性が示されている塗布型ライニング工法の中の素地調
整層と上塗り層から構成される防食被覆工法-Ⅰ、素地
調整層と補強層から構成される防食被覆工法-Ⅱを設定
した。

図６ 一般的な塗布型ライニング工法の概要

3. 試験工事
試験工事は、平成29年8月30日より図７に示す工程で
実施した。それぞれの工事の実施状況について写真１に
示す。
仮設工（ふん尿送り）

8月30日 ～ 8月31日

ふん尿汲取・内部清掃工

9月1日 ～

9月3日

足場工

9月6日 ～

9月7日

劣化部除去工

9月13日

乾燥

9月14日 ～ 9月18日

断面修復工

9月19日 ～ 9月21日

養生

9月22日 ～ 9月24日

防食被覆工

9月26日 ～ 9月29日

養生

9月30日 ～ 10月5日

完了検査

10月6日

足場解体

10月10日

仮設撤去

10月10日

図７ 試験工事の実施フロー図
図５ 施設の比較試験設計

なお、上記の２種の工法を設定したのは、塗布型ライ
ニングのＡ・Ｂ種と、Ｃ・Ｄ種には補強層の有無という
相違点があり(図６)、耐久性を明らかにするためには、
Kazuhiro Watanabe, Hideharu Oota, Manabu Fukuda

な把握のために、建設時表面からの剥落深と中性化深さ
（NDIS 3419）を頂版及び側壁にて測定した。
頂版の建設時表面は、施設の設計図面により、底面か
らの高さを基準とし、水糸で再現した(写真２)。
一方、側壁の建設時表面は、側壁下部の劣化していな
い面を基準とし、水平器により再現した。

写真２ 水糸による頂版の建設時表面の再現
写真１ 試験工事の実施状況

劣化部除去には、超高圧水処理（200MPa 以上）を条
件としてウォータージェットを用いた。劣化部除去後、
フェノールフタレインを壁面に噴霧し、赤色に呈色する
ことを確認した。これにより、コンクリートが健全であ
ることを確認した。(コンクリートはアルカリ性であり、
硫化水素が付着すると、酸性に向かう。コンクリート面
にフェノールフタレイン噴霧後、赤色に呈色することは、
コンクリートの健全性を示す)。また、除去後に 12 箇所
で反発強度試験（JIS A 1155）を実施したところ、平均
34.2N/mm2 を示し、コンクリート設計基準強度の 21N/mm2
以上（土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」技術
書）4)を上回った。
なお、反発強度試験は、断面修復後の段階でも実施し
たが、平均 36.2N/mm2 であり、コンクリート設計基準強
度を上回り、劣化部除去および断面修復は適切と判断し
た。
また、防食被覆工の養生終了後、ピンホール、浮きの
有無等について外観調査したところ、これらは確認され
ず、防食被覆工が適切に施工されていると判断した。

4. 劣化状況の不均一性に基づくモニタリング箇所
の検討
試験工事前に槽内の劣化状況の不均一性を把握し、そ
の結果に基づき、モニタリング箇所を検討した。
(1) 劣化状況の不均一性
劣化状況の不均一性把握は、槽内洗浄後に頂版と側壁
の劣化状況をスケッチし把握した。また、劣化の定量的
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建設時表面を再現後、剥落深、中性化深さを、合計77
地点で測定（図８）した。
目視による劣化状況のスケッチや剥落深、中性化深さ
の展開図を図９～図１１に示す。
展開図は、調整槽底面から見上げた図となっている。

図８ 中性化深さ・剥落深調査位置図

図９ 目視による劣化状況のスケッチ

図１０ 剥落深分布の展開図

空気と硫化水素がスラリー表面より噴出し、頂版に衝突
するためであり、硫化水素による劣化の原因と考えられ
る。
加えて、頂版の詳細は、劣化状況程度が不均一であり、
開口部から対角線上に向けて劣化度合が最も顕著で、対
角線上の区域から離れるほど劣化度合は弱くなる傾向で
ある。その要因として空気の吹出口であるディスク型散
気装置の影響が考えられたが、試験工事施設では底面に
均等に配置されており、頂版の劣化状況と符合はしなか
った。
劣化度合の顕著な区域は、スラリーの流入口と流出口
を結んだ方向と一致した。
このことから、頂版の劣化の不均一性は、スラリーの
流動に伴う攪拌に影響を受けていると想定される。
なお、参考に開口部の劣化度調査において、建設時表
面からの中性化深さの測定結果が44.6mmであり、頂版
の劣化度合の顕著な区域と同水準であった。
(2) モニタリング箇所の検討
平成28年度に報告したモニタリング計画では、平成31
年度、平成32年度に、各工法の区域で中性化深さ、
EMPA試験により硫黄侵入深を測定し、劣化状況を把握
し、肥培かんがい施設の適切な塗布型ライニング工法規
格について試験計画としていた。
劣化状況を適切に把握するため、図１１に示す劣化度
合の不均一性に基づき、モニタリング調査箇所を設定し
た。
モニタリング調査箇所は、図１１より頂版の劣化度合が
強い区域、頂版の劣化度合が弱い区域、側壁区域の３区
分に設定し、平成31年度、平成32年度とも2反復/区分×3
区分×2工法の合計12箇所/年で実施する。（図１２）

図１１ 中性化深さ分布の展開図
図１２ 劣化度合の不均一性に基づくモニタリング箇所の設定

それぞれの結果としては、同一の傾向を示し、頂版劣
化の進行が側壁よりも顕著であることが示された。
具体的には、剥落深は側壁で平均1.4mmに対して頂版
で21.0mm、中性化深さは側壁で平均11.9mmに対して頂
版で38.1mmであった。頂版は側壁に比べて、曝気した
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5. おわりに
今回の試験施設は、過年度の開口部における調査から
別海地区で整備した肥培かんがい施設の中でもコンクリ
ート内壁の劣化が顕著である施設と位置づけられていた。
しかし、平成29年度の調査結果から、均一に劣化が進ん
でいる訳ではなく、劣化度合について分布を把握出来た。
このことから、モニタリング調査は様々な劣化条件を
想定して実施する必要があることがわかった。
肥培かんがい施設の劣化度合は、条件等により異なる
ことから、調査結果は機能維持と長寿命化に向けた適切
な補修方法の提案に有益になると思慮できる。
一方、前述したように最も劣化度合の顕著な区域は開
口部と同程度の状況にあることが明らかになった。
これから、肥培かんがい施設の開口部調査は、施設の
劣化状況を把握するうえで有効であり、今後の防食補修
対策を実施する時に、簡易な劣化度合の把握について可
能性を示唆した。
平成30年度以降、モニタリング調査を継続し、様々な
劣化条件に対応した適切な防食補修工法を明らかにして
いく予定である。
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