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浄水場のろ過池等の施設は、従来オー
プンになっていることが多かった。一方
で、藻類の繁殖、落葉の混入、不心得者
の異物投擲などに対する対策として、ろ
過池等に覆蓋を施す事例は、最近の 年
間で特に増えつつある。そのような中、
桜島の噴火による降灰に悩んでいた鹿児
島市が、全国に先駆けて浄水場にアルミ
ニウム合金製覆蓋を採用した。降灰の侵
入は、浄水の濁度上昇につながるため、
安定給水実現の面から、確実な対策が求
められていた。これに対し、同市と設計
者、施工者、メーカー、工法協会は密に
意見交換し、長期にわたって費用や手間
等の負担の少ない対策を構築している。

す。
アルミニウム合金製覆
蓋を採用するに当たって
は、火山灰が持つ化学的
性質に対し、アルミニウ
ム合金部材が耐えうるの
かといったことを慎重に
確認しました。その結果、
表面にできる酸化被膜等
により長期的耐久性を有
することがわかりました。
――発注者とは主にど
ういったことを協議され
ましたか。
予算が限られているこ
とから、どうやったらコ
ストを最小限に抑えるこ
とができるかを話し合い
ました。
覆蓋は、一部沈澱池に
も設置していますが、基
本的には急速ろ過池のみ

合金製覆蓋は、覆蓋全体
の厚みを抑えるという点
においても有利なものと
なっています。
それから、火山灰の性
状につきましても、浄水
場の管理に携わる方から
「乾燥して固まると、し
つこい」等のアドバイス
をいただき、灰が集まっ
て蓋の開閉に影響を及ぼ
さないような構造にする
ため協議いたしました。
――供用中の浄水場で
の施工となりましたが、
どういった点を考慮され

ましたか。
既設の躯体にアンカー
を打つ際には、できるだ
け影響を少なくする箇所
を選んだり、打つ際の粉
塵を池の中に入れないよ
うにしたり、覆蓋を設置
することにより支障とな
る薬品配管類を着工前に
移設を行ったり、躯体の
段差にフィットするよう
基礎形状を調整したりと
いった工夫をしています。
――今後、他の浄水場
での導入のご参考となる
ような点につきま して

は、いかがですか。
今回の現場では、降灰
混じりの水を留まらせず
に最後まできちんと流す
ため、さまざまな工夫に
関する検討を行い まし
た。
今回の知見は、火山灰
対策のみならず、黄砂や
落ち葉、虫等の小動物、
それからテロ対策といっ
たことを目的とした覆蓋
の設計に生かすことがで
きると思います。
――本日はありがとう
ございました。

主査は「経済性を考慮し、
月 日にアルミニウム合金製屋根工法協会主催による現場見学会を河頭浄
降灰対策に最も有効と考 水場で開催。上は森重典彰場長の説明、下は見学者による覆蓋開閉の体験
えるろ過池の覆蓋を優先
して整備した。今回の整
備により、これまでなら
運転停止に至っていたよ
うな降灰に今後見舞われ
ても、安定給水を継続で
きると考えている」と話
す。

に設置しています。
それから、可動式の蓋
は、固定蓋と比べて費用
が高くなるため、維持管
理上でどうしても必要な
箇所や見学者対応として
見学者が容易に目視でき
る箇所のみを可動 蓋と
し、他は固定蓋としてコ
ストを抑えました。その
結果、ろ過池の水上側（建
物側）に可動蓋、水下側
に固定蓋を設置し、階段
状に重なる構造としまし
た。可動蓋の走行方向と
同じ向きに水勾配をつけ
ており、雨水はろ過池の
長手方向に流れます。
蓋が階段状になってい
ますので、必要な強度を
確保しつつ部材の厚さを
薄くできるアルミニウム

降灰侵入を防ぐ覆蓋構造

アルミニウム合金製屋根工法協会賛助会員

部材は全て工場でユニ
ット化していますので、
現場で何か作らなくては
ならないということがあ
りません。
今回の覆蓋の寸法は、
一番大きいものでも ・
× ・
㍍であり、
普通トラックで搬入でき
る大きさでした。現場条
件に応じまして、特車を
用いて長さが ㍍以上の
部材を搬入することも可
能です。
アルミニウム合金製覆
蓋は、重量も比較的軽量
です。今回の現場では、
㌧クレーンで部材の吊
り下ろしを行っています。
供用開始済みの施設で
の施工ということで、場
内配管の位置等の条件も
ありましたが、アルミニ
ウム合金製部材は現場に
合わせたオーダーメイド
の加工が容易という特徴
がありますので、特に支
障なく対応できました。
――本日はありがとう
ございました。

2

覆蓋で安定給水を実現

降灰混じりの雨水が乾
燥すると固く凝固してし
まうため、蓋の上に雨水
を溜めずにすんなりと流
す必要があります。その
ため、設置後の蓋がたわ
んで水が溜まってはいけ
ません。蓋がたわむこと
で車輪に対し外側に向い
た荷重がかかり、劣化が
早まってしまうといった
デメリットもあります。
これに対しアルミニウ
ム合金製覆蓋は、剛性が
高くたわみに強い上、表
面の摩擦係数が低く水が
流れやすい、合金プレー
トを加工してカバーを付
けるなどのさまざまな工
夫を凝らすことができる
などの特徴を有していま

けています。車輪カバー
の上部は、水返し構造に
なっています。
可動蓋の最も水上側に
ある妻側では、立ち上が
り（Ｌ型アングル）とゴ
ムにより池への降雨・降
灰の侵入を防いでいます。
固定蓋同士の目地部に
は目地ゴムを設置し、降
灰侵入を防いでいます。
固定蓋の受枠は受枠立
ち上がり部が堰の機能も
果たしており、側面から
の降灰の侵入を防いでい
ます。受枠と可動蓋レー
ルの間には十分なクリア
ランスをとっております
ので、ブラシ等による清
掃を容易にしています。
固定蓋と受枠の隙間は
Ｌ型アングルとゴムによ
り降雨・降灰の侵入を防
いでいます。固定蓋を開
ける必要がある場合は、
アングルを外すこととな
ります。
――施工に関してはど
ういった状況でしたでし
ょうか。
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え、降灰防除のためのさ
まざまな工夫が施されて
おります。
アルミニウム合金製屋
根工法は、現地条件に柔
軟に対応可能な工 法で
す。当協会ではこれから
も技術開発を重ね、発注
者さまのニーズに柔軟に
対応してまいります。

5

1

長期耐久性を確認し導入

それから蓋に降った雨等
をどの方向に流すのかと
いった現場条件に合う材
料を検討していくことが、
最も労力がかかります。
今回の現場では、ろ過
池間の通路の幅が ㍍足
らずと狭いため、そちら
に灰混じりの雨水を落と
さず、蓋上に雨水を流し
て系列外に排出すること
としたことが特徴です。

間ができます。この隙間
には、交差部ゴムで埋め
ており、池への降灰の侵
入を防いでいます。
降雨・降灰の侵入防止
構造は、他にもさまざま
な箇所で採用して いま
す。水勾配側から見た可
動蓋の支持枠の垂直立ち
上がり部分が堰の機能も
果たしており、降雨・降
灰を左右の通路に落とさ
ず、下の固定蓋側に送る
構造になっています。可
動蓋の水下側の角には端
部水ガイドを設け、降雨
・降灰が可動蓋の角から
レールと固定蓋の間の隙
間に落ちないようにして
います。
車輪の側面には降灰侵
入防止と脱輪防止の機能
を兼ねた車輪カバーを付

法
基（タン ク基
数）、覆蓋工法
池
（池数）の実績がござい
ます。この間、当協会で
は技術開発を重ねてまい
りました。
そしてこのたび、日本
で初めて降灰防除対策と
しての覆蓋を河頭浄水場
でご採用いただき まし
た。当該覆蓋には、河頭
浄水場特有の条件を踏ま

5

25

堀之内 靖幸氏

配方向が同方向になりま
した。そのため、レール
は水平なのですけ れど
も、その上の固定蓋と可
動蓋は斜めにして勾配を
付けて設置していること
が大きな特徴になります。
勾配が付いている固定
蓋の上を可動蓋が水平に
動く構造であるこ とか
ら、可動蓋を最大限開け
て水下側に持っていった
際には、可動蓋と固定蓋
との間にはどうしても隙

住軽日軽エンジニアリング
構造物営業部担当次長

――今回の覆蓋の概要
を説明いただけますでし
ょうか。
これまで浄水場では、
遮光や異物混入対策で主
に覆蓋をご採用いただい
てきました。
今回は、浄水場での降
灰対策ということで、ア
ルミニウム合金製覆蓋が
採用された初めての事例
となりました。
施設の立地上の都合上、
可動蓋の可動方向と水勾

平成 年に日本で初め
て水道用ＰＣタンクの屋
根に当協会の工法が採用
されて以来、当協会では、
これまでに全国で屋根工

髙田 昭氏

当工法の概要紹介

組み立ててクレーンやウ
インチで架設できること
から、仮設が少なく、短
工期で施工可能な工法で
す。
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水道整備課施設整備係の げクレーンも特に苦労せ
良井生男専門員は話す。 ず現場に入ることができ
蓋の開閉は、一人でも たという。
動かせるほどの軽 さだ
同浄水場へのアルミニ
鹿 児 島 市 水 道 局 が、偏心させて車輪を傷 ウム合金製覆蓋の導入後
水道部水道整備課 めないよう、通常二人で に灰が積もったが、「通
行っているという。
常の降雨で積もった灰が
の部分が可動蓋となっ 監視することができ、
「運
枚当たりの可動蓋の 流れることを確認 でき
には多額の費用がかかる
㌔ た」と良井専門員は話す。
ことから、導入が見送ら ており、これを開けて建 転管理上も支障はない」 重さは最大で約
物内からも池内の様子を と鹿児島市水道局水道部 ㌘。輸送トラックや吊上
同課計画係の岩切宣幸
れていた。
そうした中、国への要
望が認められ、降灰対策
としての覆蓋に国庫補助
がつくこととなった。こ
のことを受けて、同局で
は覆蓋導入の検討 を開
ニュージェック都市・地域整備
氏
グ ル ー プ 技 術 グ ル ー プ 統 括 五十嵐 徹
始。重量や長期耐久性、
コスト等を総合的に判断
し、アルミニウム合金製
覆蓋を採用することとな
った。
同浄水場で採用した覆
蓋は、施設運転管理のオ
ペレータが池の状況を把
握しやすいように一部を
可動式としたこと が特
徴。建物側に近い 分の
3

7

アルミニウム合金製屋根工法協会
技
術
委
員
長
アルミニウム合金製屋
根工法は、耐食性に優れ、
軽量で高強度といった材
質上の特徴に加え、工場
製作の屋根部材を現場で

1
2
9

4
0
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覆蓋配置図

1

――河頭浄水場の覆蓋
工事のうち「甲系」をご
担当されたとのことです
が、今回の設計では、ど
の辺りに苦労されました
か。
大きく分けますと、材
料・材質の選定およびそ
の設置方法、それから降
灰対策としての工夫の
点になります。
うち、覆蓋で良く使わ
れる材質としては、アル
ミニウム合金のほかにＦ
ＲＰと合成木材があり、
それぞれに重量や剛性と
いった特性があります。
こうした特性を良く考慮
して、覆蓋の寸法や形状、

1

鹿児島市水道局の河頭
浄水場は、昭和 年に建
設着工し同 年に給水開
始した、現在の施設能力
が 万
立方㍍／
日と同局で最大となる基
幹浄水場。
一方、市内の桜島は、
回
多い年で年間
近く爆発する活火山。同
市には主な浄水場が カ
所あるが、うち火口に近
い河頭浄水場（火口から
約 ㌔㍍）および滝之神
浄水場（同 ㌔㍍）では、
ろ過池等に火山灰が落ち
るため、降灰量が多い時
には濁度が上昇して運転
停止を余儀なくされてい
た。
多い年では年間の運転
停止回数が 回（滝之神
浄水場）、 回の運転停
止において長い時には約
時間連続することもあ
った（河頭浄水場）とい
う。
これまでは、配水池の
貯水で対応できて いた
が、これ以上運転停止時
間が長くなる場合には、
市民生活に支障をきたす
可能性が懸念されていた。
そこで同局では、まず
火口に一番近い滝之神浄
水場のろ過池等に覆蓋を
整備することを計画。実
際に導入したところ、そ
れ以降は降灰による運転
停止を行うことがなくな
った。
しかしながら、河頭浄
水場は池の面積が 大き
く、覆蓋を導入するため
2

良井専門員
3
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アルミ合金製覆蓋施工前の河頭浄水場全景。左下が甲系急速ろ過池

覆蓋寸法
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鹿児島市水道局（左下）～河頭浄水場（右上）周辺の主要施設位置図。上方向が東側
河頭浄水場甲系急速ろ過池での施工完了状況
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