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１．総     論 

1.1 総 説 

1.1.1 本指針の特色 

 水道の基本法である水道法は、「公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」ため、水道に

より「清浄にして豊富低廉な水の供給を図る」ことを目的とし、同法の中に水質基準や施設基準

を定めている。水道施設の計画・設計に当たっては、この施設基準に基づいて行わなければなら

ない。 

水道には、市民生活や都市活動を維持していく上で不可欠なライフラインとして、安全な水を

安定して持続的に供給することが、より高いレベルで求められている。これらを達成するために

は、本格的な更新時期を迎える老朽施設の更新、施設の耐震化・再構築、地震・水害等の自然災

害に加えテロ、新型インフルエンザなど様々なリスクへの対応、低炭素社会実現に向けた環境へ

の配慮といった、施設整備から維持管理に至る幅広い課題に取り組んでいく必要がある。 

 本指針は、 新の各厚生労働省令に適合するとともに、これらの課題に的確に対応し、多様化、

高度化する水道に対するニーズに応えていくための実務のガイドラインとして活用されることを

前提とした内容となっている。 

本指針では水道事業者が地域特性や独自性を持った施設の計画・設計が円滑に行えるよう配慮

している。 

 なお、「水道施設耐震工法指針・解説 2009」（日本水道協会）や「水道維持管理指針 2006」（日

本水道協会）などの各指針と内容が重複するところは、各々の指針に委ねるが、特に重要なもの

については、本指針においても明記することとした。 

1.1.2 施設整備の基本的な考え方 

 従前は水道普及・水需要の増加への対応という面的・量的な施設整備を進めてきたが、現在で

は安全性・安定性の確保やサービス水準の向上といった質的な施設整備に重点が移行している。

さらに今後は、更新需要が増大する一方、人口減少時代の到来に伴う水需要の減少など、将来の

様々なリスクを見据えた上での持続可能な水道事業の実現が重要となる。また、水道システム全

体を視野に入れたライフサイクルコストの低減を目指した施設整備も重要である。具体的には、

渇水や地震に強く、かつ、より安全でおいしい水の供給が継続的に可能となる、システム的に一

定規模の安全性を備えた質の高い水道施設づくりを効率的、経済的に進めることである。 

環境に配慮した水道システムの構築や新たな浄水処理設備の導入など、事業内容が多様化、複

雑化してきたことから、目標設定に当たっては、説明責任を果たすとともに、社会情勢や需要者

のニーズ等に配慮し、需要者の理解を得た上で施設整備を行うことが求められている。しかし、

求められる水準の具体的な目標やそれを達成する過程は、個々の水道事業等が置かれている自然

的・社会的条件によって大きく異なってくる。このため、各事業者には、地域特性や事業規模な
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どを踏まえた独自の施設整備目標を設定することが求められる。また、目標達成には時間を要す

ることから、長期的な展望に基づいた総合的な基本計画を策定することが必要になる。 

1. 基本計画の策定と見直し 

 水道施設整備の基本計画（この章においては、以下「基本計画」という。）の策定に当たっては、

国や自治体が策定する長期的な地域・社会整備の方針を踏まえるとともに、「広域的水道整備計画」

等の上位の計画との整合を図ることが重要である。具体的には、上位計画に配慮した人口予測や

経済成長率等を反映させた的確な水需要予測などにより施設規模を検討するなど、適正な将来計

画を策定する必要がある。 

 また、施設整備の途上で基本計画と社会的ニーズとの不整合や、人口の減少、社会経済情勢の

変化などにより、水需要予測と実績の乖離が大きくなっていく可能性がある。このため、PDCA サ

イクルを活用した事業運営ができる体制づくりを行うとともに、適宜、点検・評価等を行い、必

要に応じて基本計画を見直すことが望ましい。 

 水道施設の設計においては、関連する法令や基準に準拠することはもとより、水道施設が土木・

建築・機械・電気等の各分野にわたる設備で構成された総合システムであることを理解し、全体

として調和のとれた施設とすることが望ましい。基本計画から設計、工事に至る全体の手順を図

-1.1.1に示す。 

 

図-1.1.1 水道施設の整備手順 

2. 非常時への対応 

 平常時の給水はもとより、地震・渇水等の災害時及び事故時等の非常時（この章においては、

以下「非常時」という。）においても、極力、給水を確保することが求められている。それに応え

るためには、水道施設全体としてバランスのとれた量的な安全性を確保し、システムとして対応

力を向上させる必要がある。例えば、浄水場に予備力を持たせたり、送配水管ネットワークの強

化、幹線管路の二重化、設備機器の防災性の向上などである。 
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3. 費用の低減化 

 安定性・安全性のより高い施設の構築に加えて、水道事業の経営効率を高めるため、イニシャ

ルコストとランニングコストとを総合的に捉えた水道施設全体のライフサイクルコストについて

の検討が重要となる。 

 これらを実現するためには、水源から蛇口に至るまでの各水道施設を一連のシステムとして捉

え、個々の施設を有機的に連携させることで、水道施設が全体として安定的かつ効率的に機能す

るよう配慮する。また、個々の施設については、 新技術の導入も視野に入れた幅広い検討を行

い、安全性を確保し、効率性を向上させることが必要である。 

4. 維持管理の充実 

 施設はいずれ老朽化することから、将来の改良・更新が容易に行えるよう施設の配置や構造に

対して配慮しておく必要がある。また、施設整備等が多様化する中で、より維持管理しやすい水

道システムの構築が求められる。 

5. 需要者への説明及び意向反映 

 計画や事業に対する需要者の理解を得るため、必要に応じて、水道事業ガイドラインの業務指

標（PI）を活用して事業の目標を明確化する。 

6. 環境への配慮 

 近年、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊など地球規模での環境問題が深刻化しており、省

資源、省エネルギーなど地球環境保全への取組が強く求められている。水道事業者には、エネル

ギー利用効率の向上、未利用エネルギーの活用など、低炭素社会構築への貢献が求められている。

また、廃棄物の減量化、再生資源の積極的活用などの資源の有効活用も必要とされている。 

1.1.3 施設の改良と更新 

 我が国の近代水道の歴史は、19 世紀に始まり、これまで数多くの水道施設が建設されてきた。

今後、創設期の施設はもとより、拡張期、特に、高度成長期に建設された多くの施設が老朽化し

てくる。将来にわたって給水の安全性・安定性を維持していくためには、計画的に施設を改良・

更新していくことが重要である。施設の改良・更新は多大な投資を必要とするが、料金収入の増

加につながるものでないことなどを理由に、先送りすることは許されない。このため、アセット

マネジメントなどの手法を用いて長期的な財政を考慮した改良・更新に関する計画を策定し、着

実に実施する必要がある。 

 なお、アセットマネジメント手法の活用に当たっては、施設の現況を確実に調査、把握すると

ともに、安定給水の確保及び健全経営の維持の観点から事業量の平準化を図ることも重要である。

また、個々の施設の改良・更新においては、新設・拡張と同様に、水需要や原水水質の動向、需要

者のニーズや自然・社会環境の変化などその施設が使用される期間の状況を十分に考慮するとと

もに、改良・更新に該当する部分の施設だけでなく、水道システム全体を捉えて検討する必要が
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ある。 

 施設の改良・更新は、その時期を見誤らないよう長期的な視点に立ち、積極的かつ計画的に対

応することが重要であり、計画の策定や事業の実施に当たっては、次の点に留意する。 

1. 水道システム全体を捉えた改良・更新 

 改良・更新は、施設が老朽化した際の給水機能の確保、需要者ニーズや効率的な事業運営を実

現していくための機能向上を目的として実施する。改良・更新に当たっては、設備が本来具備す

べき機能と現時点で施設が保有している機能を診断・評価し、更新事業の前倒しなど優先順位や

実施時期、内容を検討する。 

 水道システムは、施設全般（水源・取水・貯水・導水・浄水・送水・配水）での安全性・安定性

を確保して初めて機能するものである。したがって、施設の改良・更新は、このことを踏まえ、

将来の水需要や給水サービスのレベルを勘案し、施設の統廃合も含めた施設規模の適正化や再構

築、また、様々なリスクに対する安全度など、水道システム全体を捉えて検討する必要がある。 

2. 施設の診断・評価 

 水道施設の改良・更新においては、実施時期や事業内容を適正に判断する必要がある。改良・

更新の時期や必要な対策は、立地条件や使用環境等の地域特性に応じて異なる。このため、事業

計画の策定に当たっては、機能診断等に基づいた健全度評価を実施し、計画に反映させていくこ

とが望ましい。 

3. 改良・更新工事の配慮事項 

 改良・更新に当たっては、工事の施工中にも安定給水に支障をきたさぬよう、事前に予備力の

整備や施設の多系統化等、改良・更新が可能な施設整備状況としておくなどの配慮が必要である。

例えば、浄水施設などの更新の場合、施工中の施設能力が低下しないよう代替施設を設置するな

ど、事前に予備力の確保が必要となってくる。また、管路更新の場合には、他の系統に切り替え

て、平常通りの給水を確保できる弾力的水運用が可能な送配水管ネットワークを整備しておくこ

とが望ましい。また、工期の延伸などにより給水サービスに影響を与えることのないよう、綿密

な施工計画を策定し、進捗管理に努めることが必要となる。 

 なお、既存施設を運用しながら更新を行う場合、影響範囲を考慮し、工事期間中における浄水・

送配水などの機能維持や供給水量・水質を確保しながら施工することが必要である。 

4. 維持管理の容易性と機能向上 

 水道システムには効率的な施設運営が求められており、需要者ニーズや職員の減少などへの対

応を図りながら、維持管理の容易性等にも配慮することが必要となっている。日常の維持管理上

の問題点を施設の改良・更新計画にフィードバックさせるとともに施設の統廃合などにより、維

持管理の安定性・容易性を向上させていくことも重要である。 
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1.1.4 リスク管理 

 水道は、生活用水としてはもとより様々な都市活動に使用されており、 も重要なライフライ

ンの一つである。万一、水道に何らかの異常が発生し給水が停止した場合、市民生活や都市活動

に与える影響は、従前にも増して大きくなっている。このため、地震等の災害や事故、テロ行為

など、安定給水へ支障をきたすおそれのある全てのリスクによる被害を合理的に実行可能な限り

小さくすることが重要であり、これらのリスクを考慮した施設整備の必要性がこれまで以上に高

まっている。 

 リスク管理は、非常時においても可能な限り給水義務を果たすために重要である。水源や水道

施設は一旦整備されると数十年にわたって使用されるものであることから、各事業体を取り巻く

自然的・社会的環境に応じ、リスクに十分配慮した施設整備を進める必要がある。 

1. 施設の耐震化 

 震災時にも可能な限り給水を行うため、水道システム全体としての耐震化が必要である。その

ため、個々の施設の耐震性評価を行うとともに、水道システム全体を視野に入れて効率的に耐震

化を進めることが重要である。さらに、耐震化の優先順位として基幹施設や重要施設、社会的役

割等を考慮し、耐震化計画を立案することが望ましい。 

2. セキュリティの確保 

 テロ行為、不審者などへの対策として、施設のセキュリティ強化を進めていくことも重要であ

る。例えば、ろ過池等の覆蓋化や無人施設における監視体制の強化など、その必要性を勘案して

セキュリティ確保のための設備や方法を選定する。 

3. 非常時の飲料水確保 

 大規模地震などにより水道施設が甚大な被害を受けた場合に備えた飲料水の確保策として、震

災対策用貯水施設の整備、緊急遮断弁の設置、事業体間の送配水管接続による相互融通機能の確

保などがある。同時に、こうした施設が非常時に確実に機能できる体制の整備が必要である。ま

た、近隣都道府県、市町村、関係団体などと協力した広域的観点による災害対策、相互応援体制

の充実が求められている。このため、地域特性を考慮した上で、これらの施設の整備と施設等を

運用する体制づくりを進めることが望ましい。 

4. 管理体制の強化 

 水道施設におけるリスクは、震災やテロ行為以外にも、水質事故、渇水、水害、新型インフル

エンザなど様々なリスクが考えられ、こうしたリスクに起因する非常事態に際しても、極力給水

を確保することが必要となる。そのため、水安全計画や事業継続計画（BCP：Business Continuity 

Plan）などを策定するとともに、防災行政担当部署や他の自治体・水道事業体などとの連携強化

や地域防災計画との整合性を図り、リスクに対応するための体制づくりを進めることが望ましい。 

 また、施設の完成図や管理図等は、保管場所が被災し、使用できなくなることを想定し、複数
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箇所で保管することが重要である。なお、被災時における応援協定を締結した遠方の都市や事業

体が双方で保管することが望ましい。 

5. 安定給水の確保 

 東日本大震災においては、停電や自家発電設備用燃料の不足により浄水場などの運転に支障が

生じた。また、次亜塩素酸ナトリウムの製造工場の被災や計画停電による操業短縮、放射能汚染

に伴う活性炭の需要増による品不足などの事態が生じた。このため今後のリスク管理では、安定

給水の確保に向けて水道業務全般にわたり支障が生じることのないように検討する必要がある。 

 

1.2 基本計画 

1.2.1 総 則 

基本計画は、各水道事業や各水道用水供給事業等（この章においては、以下「各水道事業

等」という。）が置かれた自然的・社会的・地域的な諸条件のもとで、水道施設の改良・更

新、拡張など、今後取り組む事業内容の根幹に関する長期的・総合的な計画であり、基本方

針、基本事項及び整備内容からなる。 

基本計画を策定するに当たっては、次の事項に配慮する。 

1. 水量的な安定性の確保 

2. 水質的な安全性の確保 

3. 適正な水圧の確保 

4. 災害・事故対策 

5. 施設の改良・更新 

6. 環境への配慮 

7. 衛生面への配慮 

〔解説〕 

基本計画は、水道施設の整備等の根幹となる長期的かつ総合的な計画であり、これらの諸条件

に合致する内容とする必要がある。 

 そのためには、「アセットマネジメントに関する手引き」に示される考え方や検討手法等を活用

して更新需要と財政収支見通しを把握する。その結果を地域水道ビジョン等に反映させ、同時に

中長期の目標を立て、基本計画、各事業の実施計画を策定し、計画的に施設整備を行うことが重

要となる。ちなみに基本計画は、地域水道ビジョンのうち施設整備等の具体的な内容を示すもの

となる（図-1.2.1参照）。 

 なお、基本計画のうち現状の分析と評価及び目標設定については、可能な限り定量的な表現で

示すことに留意し、業務指標（PI）や、アセットマネジメントの考え方を有効に活用する。 
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図-1.2.1 アセットマネジメントと基本計画等の各種計画との関係 

（厚生労働省：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引きを基に作成） 

1.について； 

 水道は、平常時の水需要に対応した給水はもとより、地震・渇水等の災害時及び事故等の非常

時（この章においては、以下「非常時」という。）においても、住民の生活に著しい支障をきたす

ことがないよう、水源の安定確保をはじめ給水までを考慮して、水道施設全体としてバランスの

とれた量的な安全性を確保する必要がある（図-1.2.2参照）。 

 具体的には、水源の多系統化、原水調整池の設置、浄水場予備力の保有、配水池の容量確保と

適正配置、管路のループ化や複数系統化、幹線管路の連絡、事業者間の相互融通等を考慮すると

ともに、平常時はもとより非常時の水運用シミュレーションを実施し、必要な配水池等の容量、

管路の口径及びポンプ容量等を決定する。 

 このほか、計画取水量、計画浄水量、計画給水量などの決定に当たっては、それぞれの水道施

設の条件により、平常時だけでなく非常時の水運用を踏まえた量的な安全性を見込み、併せて、

これに見合った水源を確保する必要がある。 

 給水の安定性確保は基本的な要件であるが、これに必要な対策は自然的条件、社会的条件等と

も密接な関連を有するため、安定給水対策の選択は一律に考えるものではなく、各水道事業等の

諸条件や財政状況等に適合したものとする必要がある。 



 8

 

図-1.2.2 安定供給確保のための基本手順 

1）水源及び貯水施設 

 水源及び貯水施設は、計画取水量を安定して確保できるようにする必要がある。このため、需

要量を満たすことに加え、気候変動による降水量の不安定化などのリスクや、水源施設の老朽化

へのリスクなどにも対応できるよう、中長期的な観点から各種のリスクに対する安全度の向上を

検討する必要がある。 

 (1) 水源開発  

 貯水池の新規開発水量は、地理的条件や経済的な理由等により、計画対象の渇水規模を 10 年に

１回程度として決定することが多い。計画対象の渇水規模を大きくとればそれだけ給水の安定性

が高まることになるが、この渇水規模の決定に当たっては、既往の渇水状況等を考慮して、調査、

検討する必要がある。 

 (2) 貯水施設の保全 

 貯水施設は経年的な堆砂により貯水容量が減少し、定められた容量を超えて堆砂した場合は、

貯水機能が低下して計画取水量を確保することが困難となる。このような場合には、貯水池の堆
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砂調査等により実態を把握した上で、浚渫あるいはダムの嵩上げ等により、貯留容量の回復に努

めることも有効である。 

 (3) 地下水の保全 

 水源のうち地下水は適正な揚水量の範囲内では有効な水源であるため、揚水機能の維持に努め

るとともに、水質にも留意して管理を行う。常時水源として使用しないものでも緊急時用として

使えるように管理しておくことが望ましい。 

 (4) 水源の複数化 

 水源の安定性を向上させるためには、水源の多系統化、複数化を図り、相互運用が可能となる

ように施設整備を行っていくことが望ましい。異なった種類の水源、又は同種類の水源でも異な

った水系の水源を保有することにより、渇水時、事故時のリスクが分散できるほか、施設の拡張

及び改良・更新時の対応に有効活用できる。 

2）取水・導水施設 

 計画取水量は、計画一日 大給水量に 10％程度の安全を見込んで決定することを標準とする。 

 (1) 原水連絡施設 

 複数の取水施設の設置が可能な場合は、近接する他の水道事業等を含め、これらの施設を相互

に連絡するための原水連絡施設を設けることが望ましい。この場合の連絡水量は、過去の渇水時

の経験、非常時や施設更新時等に想定される運用水量を推計し、決定する必要がある。 

 (2) 原水調整池 

 導水施設の一部として原水調整池を設け、水量及び水質の両面から原水の調整を行うことによ

り、平常時のみならず非常時においても給水の安定性を高めることができる。 

3）浄水施設 

 浄水場は基幹的施設として高い信頼性が求められるため、非常時や施設の改良・更新時等にお

いても、できるだけ給水に影響を与えないようにする必要がある。 

 (1) 水施設の系列化・分散化 

 非常時や改良・更新時に備え、浄水場内の施設を複数の系列に分割し、状況によっては浄水場

を分散化して複数の浄水場を建設することについても検討する。 

 (2) 計画浄水量と施設能力 

 計画浄水量は、計画一日 大給水量のほかに浄水場内の作業水量等を見込んで決定する。浄水

場内の作業水量等は個々の浄水場により異なるものであるから、同種の既存施設の実績等を参考

にして決定する。 
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 施設能力は、計画浄水量のほかに、原水の汚染事故時や施設の事故時などに加え、改良・更新

時にも対応が可能となる浄水場の予備力を確保して決定することが望ましい。浄水場内の施設を

複数の系列に分割した場合の浄水場の予備力は１系列相当分程度とし、当該浄水場の計画浄水量

の 25％程度を標準とする。ただし、浄水場の予備力は、一律に設けるものではなく、他の安定給

水対策と同様に各水道事業等の諸条件等を勘案し設けるものとする。 

4）送水・配水施設 

 計画送水量は計画一日 大給水量を、計画配水量は計画時間 大配水量を基準とし、事業規模

に応じて消火水量を考慮する。 

 (1) 送配水管路の整備 

 浄水を輸送する機能を担う送水・配水施設は給水の安定性を大きく左右する。そのため、非常

時や施設の改良・更新時等においても、給水の安定性を確保できるよう代替機能を備える必要が

ある。また、弾力的な水運用を可能とする送水・配水施設の相互連絡、配水系統規模の適正化と

配水管網の整備、調整池や配水池の貯留量の増強等を行うことも必要である。 

 (2) 配水区域のブロック化とコントロールシステム 

 平常時はもとより非常時においても円滑な配水調整を行い、適正な給水を確保するために、配

水区域のブロック化や配水管のループ化等を行う。 

 このほか、バルブ、圧力計、流量計等を適切な場所に設置するとともに、遠方監視制御設備等

を整備するなど配水コントロールシステムの充実を図ることが望ましい。 

 (3) 配水池 

 配水池は貯留・調整機能を有しており、設置に当たっては、非常時や施設更新時等に対する水

運用計画を策定し、各水道事業等の特性に応じた容量、位置、設備等を決定する。なお、災害や

事故に伴う断水時には応急給水の基地となることにも配慮し、給水区域内に適切に設置する。 

 配水池の有効容量は計画一日 大給水量の 12 時間分を標準とし、給水の安定性を高めるために

は、できるだけ大きくするとともに、流入系統の複数化、また、災害時の飲料水を貯留するため

の緊急遮断弁を設置することが望ましい。 

 配水量に比べ配水池容量が大きい場合や浄水場から遠隔地にある場合は、配水池における残留

塩素の監視・制御等の適切な水質管理が特に必要である。 

 (4) 調整池 

 水道用水供給事業における調整池の容量は、供給量の時間変動、非常時の水運用方法、受水者

側の配水池整備状況等を考慮して決定する。 

5）その他 
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 機械・電気・計装設備については、停電や故障等の事故に備えた受電系統の二系統化、自家発

電設備の設置、各種テレメータ・テレコントロール回線の複数系統化、主要機器については二重

化や予備機を設置するなど、信頼性を高めておくことが望ましい。 

2.について； 

 水道は生活用水や都市活動用水など、都市の水供給をほぼ一手に担う都市基盤施設であり、安

全で良質な水を供給することが求められる。 

 一方、水道を取り巻く水質問題は複雑化してきており、水源水質の汚濁、湖沼や貯水池の富栄

養化に伴う異臭味、化学物質その他の水質事故、受水槽等の管理不徹底による水質悪化等の多様

な問題が生じている。水道水質の安全性を確保するためには、水源、地下水水質、受水槽等の管

理について、衛生・環境行政などの関係機関と連携する必要がある。 

 水源から給水栓までの個々の対策は水道システム一体として「水安全計画」等により包括的な

管理を行い、継続的な検証と見直しを行うことで管理レベルの持続的向上を図ることが重要であ

る。また、一体的な水道システムの管理体制の強化のため、水質検査体制を充実し、検査精度を

向上させることも重要であり、そのためには「水道 GLP」（水道水質検査優良試験所規範）の認証

制度を活用することも有効である。 

1）水源対策 

 (1) 環境行政機関への働きかけと連携 

 水源水質保全施策は環境行政機関や河川管理者等で行われることが多く、これらの機関等に一

層の働きかけを行うとともに、緊密な協力と連携の基に積極的に関与していくことが必要である。 

 (2) 水源水質保全対策 

 具体的な施策として、水源域では生活排水対策、工場・事業所排水対策、農業畜産排水対策、

廃棄物の浸出水の適正処理、浄化用水の導入、流域環境の保全や開発の抑制、河川浄化事業等が

ある。特に、湖沼、貯水池では湖水循環、選択取水、底泥の浚渫、水生植物による水質改善、貯水

の放流管理等がある。また、水源水質を保全するため水道事業者等が水源林を所有したり水源地

域の造林事業に参画する事例もある。 

 (3) 取水地点の水質保全対策 

 取水地点の選定に当たっては、将来の環境変化も考慮して水質上 も適切な位置とする。また、

油類流入等の突発的な事故に対応するためのオイルフェンス等汚濁物質の流入防止施設、魚類等

を用いた原水監視設備、水質監視のための自動分析機器によるモニタリング設備等を設置するこ

とが望ましい。 

2）浄水対策 

 水道水源は、通常の浄水処理で十分に対応可能な良質のものを選定することが基本であるが、
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原水水質の動向によっては水道独自の対策として、高度浄水施設等を導入する必要がある。 

 (1) 高度浄水処理の導入 

 高度浄水施設の導入は、現に通常の浄水処理で対応困難な事態が発生している場合のほか、同

一水源系統の他の水道事業等で同様な事態が発生している場合、汚濁発生源の立地状況、原水の

水質汚濁の状況、湖沼・貯水池の富栄養化の進行状況等から同様な事態が予見される場合には、

高度浄水施設を新設、増強する必要がある。また、既存施設への可能性が見込まれる場合には設

備の追加に備えて用地の確保や施設間の水位差に余裕をとっておくことが望ましい。 

 (2) 耐塩素性病原生物・有機塩素化合物・カビ臭対策 

 原水中に耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウム又はジアルジアが混入するおそれがあ

る場合は、これらを除去できるろ過設備や不活化できる紫外線処理設備を設置するなど、水道水

が汚染されることがないよう徹底した対策を講じなければならない。 

 また、トリハロメタン等の有機塩素化合物やカビ臭を低減するには、高度浄水施設の導入のほ

か、前塩素注入量の削減や注入点の変更、酸化剤の変更等についても検討する必要がある。 

 (3) 水質事故対策 

 油類や化学薬品等の流入による水質事故への備えには油除去設備や粉末活性炭注入設備等を、

浄水処理に影響を及ぼすような原水 pH の変動には酸・アルカリ剤の注入設備を、設置・増設して

おくことが望ましい。また、空中を飛来・降下する有害物質など水質に影響を及ぼす物質の混入

を防止するため、ろ過池等の覆蓋なども検討する必要がある。 

3）送水・配水・給水対策 

 (1) 残留塩素の保持 

 水道水が給水栓において所定の残留塩素を保持することは、衛生上の観点から不可欠である。

しかし、特に、給水区域が広範囲に及ぶような場合、浄水場及び配水池からの距離の長短等によ

り残留塩素濃度に大幅なばらつきが生じることになる。このような場合は浄水場のほか、送水・

配水系においても残留塩素の監視を行い、必要に応じて送水・配水の過程で消毒剤の追加注入を

行うなどの諸対策を講じ、残留塩素の保持を図る。 

 (2) 給・配水管の更新等 

 配水管や給水管については、赤水や濁り水等の管内水質の悪化を解消するため、経年管や鉛製

給水管の改良・更新や計画的な洗浄などの対策が必要である。有効容量 10ｍ3以下の小規模貯水槽

水道に関しては、衛生行政と連携した積極的な関与が求められている他、直結給水への切替えは

水質改善の有効な手段となる。 

3.について； 

 省エネルギー、漏水防止を図るとともに、快適な給水サービスを提供できるよう適正に水圧を
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管理する。 

 目標とする配水管の 小動水圧及び 大静水圧並びに給水方式は、各々の水道施設の整備状況、

都市化の進行状況、局所的地形条件等に応じて各水道事業等が独自に定め、 小動水圧は 150kPa

以上、 大静水圧は 740kPa 以下を基本としなければならない。 

4.について； 

 水道事業者等には、地震、集中豪雨等の自然災害、水質事故の他、テロ等の非常事態において

も、水の供給を確保するための災害・事故対策が必要である。 

1）予防対策と応急対策 

 災害・事故対策については、施設耐震化や代替機能の確保等により、予め被害低減策を講じて

おく。また、その区域の地域防災計画等を勘案し、たとえ被災しても早期復旧が可能で、かつ市

民の視点に立った応急給水及び応急復旧体制を確立する等の災害・事故対策を充実させることが

重要である。 

2）省令を踏まえた耐震化 

 水道施設の耐震性能については、平成 20 年３月に「技術的基準を定める省令」が一部改正され、

この中で、水道施設の重要度と地震動レベルに応じた備えるべき耐震性能が明確化されている（表

-1.2.1参照）。 

表-1.2.1 水道施設の備えるべき耐震性能と水道施設の重要度分類 

水道施設の備えるべき耐震性能 

 対レベル１地震動 対レベル２地震動 

重要な 

水道施設 

健全な機能を損なわないこと 生じる損傷が軽微であって、機能に重大

な影響を及ぼさないこと 

それ以外

の施設 

生ずる損傷が軽微であって、機能に重大な

影響を及ぼさないこと 

 

レベル１地震動：施設の供用期間中に発生する可能性（確率）が高い地震動 
レベル２地震動：過去から将来にわたって当該地点で考えられる 大規模の強さを有する地震動 

水道施設の重要度分類 

重要な水道施設 

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 

・配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生じる恐れが高いもの 

・配水施設のうち、配水本管を有さない水道における 大の容量の配水池等 

それ以外の施設 ・上記以外の施設 

 

5.について； 

1）計画的な改良・更新 

将来にわたって安定給水を確保していくためには、水道施設を計画的に改良・更新していくこ

とは極めて重要である。 
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 アセットマネジメント手法などを活用して中長期的な更新需要及び財政収支見通しを立て、事

業量や事業費の適正化・平準化等を図ることが重要である。 

2）代替機能の確保と維持管理体制の検討 

 施設の改良・更新時には、一定期間、施設の休止を伴うため、その代替機能を事前に確保して

おくなど、水供給システム全体の機能に対する影響を 小限にする必要がある。 

施設の更新に当たっては、各施設の重要度やそれに応じた維持管理水準を考慮する他、ライフサ

イクルコストや経営状況を総合的に検討することが望ましい。 

6.について； 

1）省エネルギーの必要性 

 地球温暖化などの環境問題は、国内外において、優先的に取り組むべき課題となっている。と

りわけ、水道事業等はエネルギー消費産業の側面もあるため、健全な水循環系の構築に加えて、

CO2削減等の環境保全対策への積極的な貢献が求められており、より一層の省エネルギーや新エネ

ルギー等の導入及び省資源化に努めていくことが重要となってきている。 

2）具体的な取組方法 

 具体的な取組例としては、省エネルギーについては、自然流下方式による導・送・配水、高効

率化やトップランナー機器への更新、ポンプのインバータ制御等がある。新エネルギー等につい

ては、太陽光発電や余剰水圧を利用した小水力発電、風力発電等の導入がある。また、省資源化

では浄水処理の効率化による薬品注入率の低減、脱水ケーキの有効利用、漏水防止による有効率

の向上、建設廃材のリサイクル・排出削減等があり、これらについても各水道事業等の状況に応

じて積極的に検討する必要がある。 

7.について； 

1）配水池の上部利用 

 配水池の上部を公園や運動場として一般に開放したり、他目的に使われている用地の地下に配

水池を建設する場合は、衛生面に十分配慮するとともに、水道施設の維持管理に支障のないよう

にする。 

2）水道用資機材 

 水道用機器、資材及び塗料等は、水道水と接触して、有害物質を浸出したり、異臭味その他水

質に悪影響を及ぼさない衛生的に安全なものを選定する。また、管を腐食し錆を生じさせ、赤水

を給水することのないよう、材料を慎重に選定する等の配慮が必要である。 
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1.2.2 基本計画策定の手順 

基本計画を策定する際の標準的な手順は、次による。 

 

〔解説〕 

各水道事業等は歴史も異なり、施設の規模、管理体制、財政状況も異なる。また、地形、地質、

水源の状況及び災害の起きる可能性といった自然的条件並びに土地利用、地域発展の状況及び需

要者の意識といった社会的条件も異なっている。したがって、水道施設の整備に当たっては、個々

の事業者が地域の特性に合った方策を自ら検討し、基本計画を策定していく必要がある。 

1.基本方針の決定 

 基本方針は、健全な事業経営を持続的に行うため、中長期の更新需要及び財政収支見通しを基

に、施設整備の全体目標を示したものである。すなわち、各水道事業等は、自然的・社会的状況、

需要水量の増減、水源の水量・水質的動向、需要者の意識、既存施設の問題点等に関して各種調

査を行い、各水道事業等の特性に応じた施設整備に関する計画目標を設定する。 

 なお、計画目標は、業務指標（PI）等を用いて定量的に定めることが望ましい。 

2.基礎調査 

 基礎調査は、基本方針、基本事項、整備内容を検討するための調査である。基本計画策定の各

段階において、決定されたことを実現するために更なる調査が必要と判断される場合には、その

都度調査を行い、内容の充実を図る。 

3.基本事項の決定 

 基本事項は、施設の更新、耐震化・再構築、拡張等いかなる施設整備を行う場合にも常に基礎

となるものであり、各種調査に基づき計画目標を踏まえ計画年次、計画給水区域、計画給水人口、

計画給水量等を定める。 

 なお、ここで定める計画年次は、これらすべての施設整備を含めた中長期的な計画期間とする。 

4.整備内容の決定 

 整備内容の決定は、評価を含む各種基礎調査に基づき、基本事項に対応する施設整備内容（対

基
本
調
査
等 

基本方針の決定（計画目標の設定） 

基本事項の決定 

整備内容の決定 

基本計画 
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象施設、規模）、工程、概算事業費を決定し、必要があれば幾つかの事業に分けて整理する。 

5.需要者ニーズの反映と見直し 

 基本計画の策定に当たっては、事前に需要者ニーズを把握し、需要者への説明・公表を行い、

需要者からの意見の反映に努めることが重要である。さらに、計画を取り巻く環境に変化が生じ

た場合には、適宜、計画内容を見直す必要がある。 

 

1.2.3 基本方針の決定 基本計画策定の手順 

基本方針の決定に当たっては、次の各項について明らかにする。 

1. 給水区域に関すること 

2. 上位計画との整合性に関すること 

3. 給水サービス水準に関すること 

4. 災害・事故対策に関すること 

5. 維持管理に関すること 

6. 環境への配慮に関すること 

7. 経営に関すること 

〔解説〕 

1.について； 

 給水区域は地域独占事業である各水道事業にとって も基本的な事項であり、事業の拡張、縮

小、統廃合等事業経営と密接なかかわりがある。水道事業者等は、常に水道の普及に努めるとと

もに、現在の給水区域内外における水需要や都市発展の状況、経営状況を把握した長期的な目標

を設定する。 

2.について； 

 水道事業者等は、地域や都市のマスタープラン等、当該上位計画に十分留意して方針を決定す

る必要がある。 

3.について； 

 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することが水

道の使命である。このため、平常時の安全・安定給水を図ることはもとより、非常時にも必要な

水の供給が十分確保できるような施設整備計画であることが望ましい。加えて、需要者のニーズ

を広く把握し、需要者の望むより質の高い給水サービスを提供できるように努める必要がある。 

4.について； 

 水道の高普及化や都市機能の高度化等に伴い、水道の断・減水が市民生活や都市活動に与える

影響は重大なものとなっている。このため、非常時において水道利用者への影響が極力少なくな
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るように、水道事業者等は目標を設定する。 

5.について； 

 水道施設整備の基本方針策定に際しては、維持管理に対する配慮が必要であり、施設の計画に

当たっては、次の事項に留意して目標を設定する。 

① 将来の維持管理に要する業務量や技術レベルの把握と現状における維持管理能力の適正な

評価 

② ①に基づく将来の維持管理技術の水準を勘案した維持管理体制の構築 

③ ライフサイクルコストを考慮した計画的な更新及び維持管理 

④ 水質管理のしやすさを考慮した施設整備 

6.について； 

 環境への配慮については、効率的なエネルギーの使用及び CO2 や環境汚染物質の排出抑制に努

めることを基本として目標を設定する。 

7.について； 

 基本方針の策定に当たっては、1.～6.に係わる事項が経営に与える影響にも配慮する。すなわ

ち、給水区域の拡張や事業統合、安全な水の安定供給、非常時への対応強化、維持管理の充実等

を図るためには多額の資金を要することから、計画的に投資を行っていく必要がある。そのため

には、アセットマネジメント手法を活用し、財政収支見通しを踏まえた効率的な整備計画をたて

ることが有効である。また、運営基盤の強化のため、公民連携（PPP）等も検討する。 

 

1.2.4 基礎調査 

基本計画の策定に当たっての基礎調査は、現状の把握を行った上で、必要に応じて次の各

項により行う。 

なお、実施に当たっては、各編で記述した調査事項を参考として行う。 

1. 給水区域の決定に必要な基礎資料の収集と調査 

2. 給水量の決定に必要な基礎資料の収集と、関連する計画等の調査 

3. 総合的な上位計画及び関連する水道事業計画、又は水道用水供給事業の計画につ

いての調査 

4. 水道施設の位置及び構造の決定に必要となる自然的及び社会的条件の調査 

5. 類似・同規模等既設の水道施設及びそれらの管理実績等についての資料の収集と

調査 

6. 各種水源について利水の可能性と水量・水質の調査 

7. 改良・更新を行うべき施設の範囲、時期を決定するための現有施設の評価 

8. 公害の防止及び自然環境の保全を図るための環境影響の評価 

〔解説〕 
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1.について； 

 計画給水区域の決定に際しては、行政区域内の自然的・社会的条件及びこれらに関連する将来

計画を把握し、特に土地利用、産業の異なる地域ごとに水需要の現状と将来の見通しについて調

査する。 

 この場合、水道の持つ社会的役割の重要性を考慮し、努めて給水区域を広く設定する必要があ

るが、同時に維持管理の難易度、経済性等についても調査しておく。 

2.について； 

 計画年次における給水量は、基本計画の根幹をなすものであり、合理的に決定するため、次の

事項について調査するが、調査する各種関係データには、客観性が強く求められることに留意す

る。 

1）給水量の実績 

 使用水量の用途別又は口径別内訳の実績について、計画期間を踏まえるとともに、今後の傾向

を予測するために適切な期間かどうかに配慮して、少なくとも過去 10 年間程度の資料を収集す

る。特殊な用途の需要がある場合には、それらについても調査する。例えば、観光地域のレクリ

エーション人口及び使用水量、船舶給水量等について資料を収集し調査する。 

2）用途別使用水量の変動要因 

 用途別使用水量の変動要因分析のための資料収集を行う。 

3）地下水の利用状況 

 水道水以外に地下水を直接利用している地域においては、実態調査等を行ってその利用状況を

把握しておく。特に、多量使用する建築物、地下水の揚水規制の動向についても調査し、水道水

への切替えの予測を行う。 

4）類似都市の使用水量 

 都市の性格、発展状況等について類似している都市における用途別使用水量又は一人一日使用

水量の推移を調査する。 

5）水需要に関連する計画 

 都市の整備に関する計画、住宅の建設に関する計画、工業の立地に関する計画、下水道の整備

に関する計画、都市計画区域マスタープラン等を調査する。 

3.について； 

 総合的な計画が策定されているときは、当該計画に留意する必要があり、その計画内容、例え

ば、水需給に関する長期的見通し、水道の整備に関する基本的方針等について十分把握しておく。 
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4.について； 

 水道施設は、建設及び管理が安全かつ容易であるとともに、水害や震災による影響が少ない場

所に設置することが望ましい。このため、予定地の自然的、社会的条件について、次の事項につ

いて調査する。 

1）自然的条件に関する調査 

 自然的条件に関する調査は表-1.2.2のとおりである。 

2）立地条件等に関する調査 

 立地条件等に関する調査は表-1.2.3のとおりである。 

3）土地利用計画等に関する調査 

 土地利用計画等に関する調査は表-1.2.4のとおりである。 

表-1.2.2 自然的条件に関する調査 

区分 目的 調査項目 

地形・地質に関

する調査 

水道施設の位置決定 道路、丘陵、湖沼、河川等の位置、地盤の高低差、主要水準点

等 

施設の配置・構造・工事難

易度等の判断及び地震対

策 

地盤、土質、地下水位、断層の有無等注１） 

災害記録調査 施設予定地の過去の災害

の有無 

地震、津波、風水害等による災害の規模・被害状況等注２） 

注１） 既存の地質図、ボーリング等の土質調査資料、地下水位及び地盤の沈下状況に関する資料等をできるだけ

広範囲に収集、整理して行う。 

注２） 地震防災・危険度マップや津波・洪水・土砂災害などのハザードマップ等を確認する。 

 

表-1.2.3 立地条件等に関する調査 

区分 目的 調査項目 

施設予定地及び

周辺環境調査 

工事施工の難易 道路の整備状況、路面交通の実態、地域の開発状況、家屋の形態、土

地の所有区分、周辺住民の意識や動向など 

既存施設等に係

わる調査 

地域文化の保護 歴史的及び文化的な価値から保存要望のある建造物など注１） 

希少動植物の生

息調査 

施設予定地の過去

の災害の有無 

自然環境保護環境省刊行の「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生

生物─レッドデータブック─」などによる希少動植物の生息調査 

注１） 文化的な財産には、地域住民が長年の間に親しみを込めてきた街のシンボル的存在もあり、法律に基づき

保護された文化財以外にも多角的な視点で調査・検討し、施設整備の際に配慮する。 



 20

表-1.2.4 土地利用計画等に関する調査 

区分 目的 調査項目 

域指定等に関す

る調査注１） 

土地利用規制対策 ①都市地域（都市計画法：都市計画区域） 

②農業地域（農業振興地域の整備に関する法律：農業振興地域） 

③森林地域（森林法：地域森林計画対象民有林、保安林） 

④自然公園地域（自然公園法：特別地域、普通地域） 

⑤自然保全地域（自然環境保全法:原生自然環境保全地域、自然環境

保全地域） 

文化財等に関す

る調査注２） 

文化財等の保護 国宝、重要文化財、史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財（古墳、住

居跡等）、世界遺産 

開発計画等に関

する調査注３） 

他の事業計画等と

の競合防止 

市街地開発事業（土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団

地造成事業、市街地再開発事業等）、街路及び道路計画、土地改良事

業計画等の対象地域 

注１） 施設建設予定地及び周辺地域が受けている地域指定及びその地域の規制事項について調査する。調査項目

①〜⑤の（ ）内に示した個別の法律による区域、地域の指定とそれぞれの規制事項がある。 

注２） 文化財保護法に基づき国が指定した以外の都道府県指定の文化財も存在する。また、埋蔵文化財には関係

地域に関する史書、郷土史等によって未確認の埋蔵文化財を調査する必要もある。 

注３） 施設建設予定地及び周辺地域における他の事業計画の有無を調査する。 

 

5.について； 

 できるだけ多くの既設の類似水道について、水源の種別と水質、浄水方法、施設の配列、管理

水準及び管理実績等について調査する。これらの調査は、原水水質に適合した浄水方法、合理的

な施設配列等の決定のための参考とするものである。 

拡張の場合は、新旧の施設が有機的に一体となって機能を発揮することができるよう現有施設

の処理能力の再評価を含めて詳細な調査を行う。 

 

 

6.について； 

 水道水源を分類すれば、次のとおりである。 

 地表水、特に河川表流水は降水の影響を強く受けるという特性を有する。地下水の中でも、被

圧の深層地下水は、降水が長期間にわたって地下水盆に貯留されたものであって、降水量の季節

的変動が吸収され、一定の揚水量の範囲内においては安定した水源となる。 

水源

河川水 

地下水 

河川水（自流水）

湖沼水（自流水）

ダム水（放流水を含む）

伏流水

浅層地下水 

（第一不透水層より表層部の地下水） 

海水、かん水、天水等 

他の水道から供給を受ける水 

深層地下水 

（第一不透水層より深層部の地下水） 
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1）水量 

 (1) 地表水の場合 

 ①水文調査 

 国及び都道府県における少なくとも 近 10 年程度の水文に関する調査資料を収集し、年間を通

じた流量、水位等を調査する。特に、渇水時の流量、水位の把握が不可欠であるため、水源地域

の特性等を考慮し、また、長期的な降水量の変化を踏まえて、既往の 大渇水等についても調査

することが望ましい。 

 (2) 地下水、伏流水の場合 

 既設井戸等により、地層や地下水・伏流水に関する既往の資料を収集し、必要に応じて、電気

探査や弾性波探査を行って、帯水層、水脈及び地質構造等を調査し、次に試験井を設けるか、あ

るいは、既設井戸を利用して揚水試験を行う。 

2）水質 

 水源の水質調査の目的は、第一に、原水の水質が現在及び将来とも適当であるかどうかを調べ

るためであり、第二に、いかなる浄水方法を選択すべきかを判断するためである。 

7.について； 

 現有施設の評価は、計画目標を達成するために、水源施設から給水装置に至るすべての施設に

ついて、水質の安全性、水量の安定性、適正水圧の確保、運転操作、保全管理等の面から調査検

討を行い、計画期間内において改善すべき内容等を明らかにし、整備内容の決定に資するもので

ある。 

各施設について調査検討を行うべき具体的な事項としては、表-1.2.5のようなものがある。 

表-1.2.5 立地条件等に関する調査 

施設区分 
調査検討項目 

共通事項 個別事項 

水源及び 

貯水施設 

・老朽化に伴う 

機能低下 

・耐震性 

富栄養化による水質障害、ダムにおける堆砂の進行に伴う有効容量

の減少、地下水水質汚染、水源施設の経年劣化、気候変動による供

給能力の低下等 

取水・導水施設 
河床の変化や管内のカワヒバリガイ等生物付着による取水能力の

低下等 

浄水施設 原水水質の悪化による異臭味水の発生等 

送・配・給水施設 
管内の発錆等による水質障害や通水能力の低下、漏水量の増加、不

同沈下等による伸縮可撓管の状況等 

計装設備 
技術水準の向上に伴う陳腐化、濁度管理強化等に伴う監視制御の高

度化等 

 

8.について； 

 取水施設、貯水施設等の建設、浄水施設からの排水、ポンプ運転時の騒音・振動等は、周辺環
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境に影響を及ぼすおそれがあるので、必要に応じ、公害の防止及び環境の保全のため、環境影響

に関する評価を行う。 

 

1.2.5 基本事項の決定 

基本計画の策定に当たっては、次の各項により計画の基本事項を明らかにする。 

1. 計画年次 

基本計画において対象となる期間であり、計画策定時より 10～20 年程度を標準

とする。 

2. 計画給水区域 

計画年次までに配水管を布設し、給水しようとする区域であり、広域的な配慮の

基に決定する。 

3. 計画給水人口 

行政区域内人口の予測値を基に設定する。 

4. 計画給水量 

原則として用途別使用水量を基に決定する。水道用水供給事業においては、受水

側水道事業全体を一体とした推定によるか、又は受水側水道事業の計画水量の総和

による。 

〔解説〕 

3.について； 

 計画給水人口は、計画給水区域内人口に計画給水普及率を乗じて決定する。計画給水区域内人

口は、行政区域内人口の予測値から計画給水区域外人口の予測値を差し引いて設定する。 

計画給水人口＝計画給水区域内人口×計画給水普及率 

計画給水区域内人口＝行政区域内人口の予測値−計画給水区域外人口の予測値 

 行政区域内人口の予測値については、通常、地方公共団体が策定する基本構想等や広域的水道

整備計画と整合していることが望ましい。 

 計画給水区域外人口及び計画給水普及率は、過去の実績や今後の水道の施設計画などを総合的

に検討の上、決定する。 

4.について； 

 計画給水量は、1.2.4 基礎調査の第２項（給水量の決定に必要な基礎資料）及び本節第３項（計

画給水人口）等に基づき算定する。 

 計画給水量は、計画一日平均給水量または計画一人一日給水量を算定した上で求められるもの

であり、基本計画の大枠を決定し、将来の事業経営にも大きく影響を及ぼす事項でもある。この
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ため、各々の水道事業者は、社会・経済の将来動向、都市の特性や発展動向等の地域特性を反映

させるとともに、需要者のニーズを十分に把握した上で算定する必要がある。 

 すなわち、計画給水量の算定には、計画一日平均給水量または計画一人一日平均給水量といっ

た需要水量の推計（需要予測）が必要である。推計に当たっては、給水人口の動向、節水や水の

循環利用等の水需要に影響を与える要因や地下水利用の動向など、水需要構造の変化をより適切

かつ合理的に反映できるよう配慮する。 

 また、推計は、一般的には事業体の給水区域全体を対象として行うが、地区別の推計により、

配水施設の適正配置及び配水幹線網の整備計画等を立案することが必要になることも多い。この

ため、給水区域を用途地域等の土地利用計画を考慮した地域や配水ブロックを設定した地区別に

推計することも考慮する必要がある。 

1）給水量の推計 

 給水量の推計は、使用水量（有収水量）を推計するものである。原則として用途別に推計する

が、用途別使用水量が得られない場合は、口径別に推計する。 

 用途別の使用水量は、生活用水、業務・営業用水、工場用水、その他用水といった用途別に将

来水量を推計する。 

 (1) 用途別もしくは口径別一日平均使用水量を基にした算定 

 計画給水量の一般的な算定の手順を図-1.2.5に示す。 

 有効率＝有効水量／給水量 

 計画有収率＝計画有効率−無収率（ただし、無収率＝無収水量／給水量） 

 計画一日平均給水量＝計画一日平均使用水量／計画有収率 

 計画一日 大給水量＝計画一日平均給水量／計画負荷率 
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図-1.2.5 計画給水量算定の一般的な手順 

①計画有効率 

 有効率は、水道施設及び給水装置を通して給水される水量が有効に使用されているかどうかを

示す指標である。計画有効率は、今後の給・配水整備計画などを反映させて設定するが、漏水防

止対策の将来計画など諸条件に配慮して可能な限り高い目標値とすることが望ましい。また、有

効率は、配水コントロールや配水系統の分割化の状況、直結給水範囲、施設の老朽化の程度など

にも影響を受けるので、これらを考慮の上、設定する。 

②計画負荷率 

 負荷率は、給水量の変動の大きさを示すものであり、都市の規模によって変化するほか、都市

の性格、気象条件等によっても左右される。一日 大給水量は、曜日・天候による水使用状況に

よって大きく影響を受け、時系列的傾向を有するものとは言えない。このため、負荷率の設定に

当たっては、過去の実績値や、気象、渇水等による変動条件にも十分留意して、各々の都市の実

情に応じて検討する。 

 なお、給水人口規模と負荷率の実績を図-1.2.6に示す。 
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図-1.2.6 給水人口規模と負荷率 

 (2) 一人一日平均使用水量を基にした算定 

 使用水量の内訳やその他の基礎資料が整備されていない場合には、一人一日平均使用水量を基

に算定することもできる。 

計画一日平均給水量＝計画一人一日平均使用水量×計画給水人口 

2）需要水量の推計 

 将来の需要水量を予測する主な推計手法として、①時系列傾向分析による推計、②重回帰分析

による推計、③要因別分析による推計、④使用目的別分析による推計、⑤その他の推計（多変量

解析法、システム・ダイナミックス法等）がある。 

 なお、推計手法の採用に当たっては幾つかの手法を比較検討し、より適したものを選定するこ

とが重要である。 

 

1.2.6 整備内容の決定 

整備内容の決定に際しては、施設全体としての整合性等を勘案して、事業の内容、工程、

概算事業費等を明らかにする。 

〔解説〕 

 整備内容の決定に当たっては、各施設間の容量、能力等のバランスがとれていて、施設全体か

らみて能力的に無駄がないこと、拡張計画の場合は、目標年次までの需要の推移に応じて過不足

なく供給できることなどに配慮する。 

 個々の整備計画の実施時期については、整備期間中の水需要の動向を勘案した上で、各施設整
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備の優先性、緊急性及び施設の改良・更新に伴う一時的な施設能力の低下などを踏まえた実稼働

能力を考慮し決定する。 

 また、各施設整備の事業費や実施時期に基づき財政計画を策定するなど、財政面についても計

画に無理がないかどうかを検討すると同時に、事業の評価を実施する。 

1.整備内容 

 整備内容は、施設拡張を中心とした拡張計画と各施設の改良・更新を中心とした更新計画及び

事業運営などソフト面の計画（その他計画）とに大別される。事業内容は次のように広範なもの

になるが、各々が相互に連携して機能することにより水道施設の安定性・安全性を向上させてい

くことになる。 

1）拡張計画 

 拡張計画には、給水区域の拡張に伴う送・配水管や配水池等の新設、浄水場の新設・増強、新

規水源の開発、受水施設の整備等がある。 

2）更新計画 

 更新計画には、浄水施設整備や導・送・配水施設整備、あるいは取水から配水施設に至る水運

用システムの統合管理、水質情報の即時収集、施設の無人化に伴う遠方操作等のためのテレメー

タ・テレコントロールシステムの整備など多岐にわたる。 

3）その他の計画 

 需要者ニーズを的確に把握し、給水サービス水準の向上、事業運営基盤の強化・確立といった

視点からも十分に検討する。そのためには、施設整備・維持管理の効率化に加え、経営・事務・人

事管理、営業等の業務と一体となった検討も必要となる。例えば、IT 導入による事務・技術管理

の効率化、水道メーターの自動検針、マッピングシステムの導入等である。 

 

1.2.7 需要者への説明・公表 

需要者への説明・公表に当たっては、整備事業の必要性、効果、採算性等を明らかにす

る。 
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〔参考-1.3〕 基本計画の策定例 

 水道事業等の基本計画策定の例として、Ａ市水道事業をモデルとして記述する。 

1. Ａ市の概要 

1）社会的条件 

 当市は、○○平野の中心都市であり、現在、人口○○○千人となっており、市街地周辺部の農

業のほか、水産業及び○○工業が盛んである。当市が○○○○年市政をしいた当時は、人口○○

○千人であったが、○○○○年度から○○○○年度の間、年間○千人という急速な人口増加を示

し、市街地も急速に拡大した。しかしながら、近年は、人口は横ばいとなっている。 

2）自然、地理的条件 

 当市は、○○平野の○○川河口に位置している。○○川上流域は日本有数の豪雪地帯であり、

○○地点における降水量は○○○○mm／年となっており、○○川の流量は比較的安定している。

○○川には、○○○○年にＡダムが建設されており、現在○○○,○○○ｍ3/日の利水が可能とな

っている。 

2. 水道事業の概要 

1）沿革 

 当市の水道事業は、○○○○年に創設された。水源は○○川の表流水である。目標年次は○○

○○年度とし、計画給水区域は当時の市街化区域であり、計画給水人口○○千人、計画給水量○

○千ｍ3/日であった。 

 その後、市街地の拡大や人口増等に伴う水道需要量増大に対応するため、○○○○年度及び○

○○○年度に計画を変更している。 

2）給水の現況 

 ○○○○年度末現在における給水区域、給水人口、給水量等は、参考図-1.3.1及び参考表-1.3.1

に示すとおりである。 

 

 

参考表-1.3.1 給水の現況（○○○○年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図-1.3.1 Ａ市水道施設概要図 
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3）施設概要 

 (1) 水源 

  河川水及びダム水 

  既得水利権量○○○,○○○ｍ3/日 

 (2) 取水・導水施設 

  ○○○……… 

 (3) 浄水施設 

 浄 水 場 

Ａ浄水場  ○○,○○○ ㎥／日 

Ｂ 〃  ○○,○○○  〃 

計  ○○○,○○○  〃 

 (4) 送・配水施設 

 ａ 配水池容量 

 配 水 池 容 量 

Ｂ 浄 水 場  ○,○○○㎥ 

ａ 配 水 場  ○○,○○○〃 

 ……
 

 

計 ○○,○○○〃 

 ｂ 送・配水管延長 

   送水管……管径○○○mm～○○○mm、 

        延長○○○○ｍ 

   配水本管…管径○○○mm～○○○mm、 

        延長○○○○ｍ 

   配水支管…管径○○○mm～○○○mm、 

        延長○○○○ｍ 

3. 現状の課題 

 当市は、伝統産業の水産業・水産加工業に加え、近年はハイテク産業が発展してきており、市

民の生活形態も従前の農漁村型から都市型へ移行している。近年の需要は人口の伸び悩み、節水

の定着などにより、わずかに減少傾向にある。 

 当市の水道施設は、旧市街地において配水管の老朽化が進んでおり、漏水が多くまた赤水が頻

発している。したがって、配水管の布設替えを推進する必要がある。 

 ○○川の支流である都市河川△△川は、流域の下水道整備の遅れから水質が悪化している。こ

のため、△△川の○○川への流入地点の直下流で取水しているＢ浄水場では、原水水質が悪化し

給水区域において夏期に異臭味水についての苦情が発生しており、早急に対応する必要がある。 

 ○○年、当市を襲った○○沖地震は、当市北部の水道施設に甚大な被害をもたらした。一部の

地区では、半年間に及ぶ断水を強いられ市民生活が麻痺した。業務指標（PI）を見ても管路の耐

震化率は○○％と低い状況である。また、○○川流域は、多数の化学工場等があり、近年水質事

故が頻発している。特に昨年は、○○化学工場からシアンが流出し、約○時間の取水停止を余儀
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なくされ、高台を中心に断・減水が発生するなど給水に支障をきたした。したがって、このよう

な経験を踏まえ、緊急時を考慮した水道施設の整備を進める必要がある。 

 なお、今後５年間で水道職員の半数近くが定年退職を迎えることから、将来の技術力保持も重

要課題となっている。 

4. 基本方針 

1）給水対象区域 

 現行の計画給水区城について、ｅ地区を給水区域に取り込むよう給水区域を拡張する（参考図

-1.3.2参照）。 

 

参考図-1.3.2 Ａ市水道施設整備計画図 

2）上位計画との関連 

 Ａ市基本構想で目標としてあげている「安心して暮らせる街づくり」に配慮して水道整備を進

める。広域的水道整備計画に従い、○○用水供給事業から○○,○○○ｍ3/日の受水を継続する。 

 

3）給水サービス水準 

 ａ 事故、漏水、赤水の原因となる老朽管を更新する。 

 ｂ 異臭味水の解消を図るため、高度浄水施設を導入する。 

 ｃ 中層建築物にまで直結給水範囲を拡大する。また、貯水槽水道の衛生管理に積極的に関与

する。 

4）異常時対応 

 ａ 水質事故等異常時における給水を確保するため、浄水場間のバックアップが可能となるよ

う送水管の相互連絡を進めるとともに、配水池容量を 12 時間分まで増強する。 
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 ｂ 地震時における給水を確保するため、導・送水管路及び配水管について耐震化を図る。ま

た、応急給水拠点を整備する。 

5）維持管理 

 ａ 水圧、水量管理を容易にするため、配水場を新設し配水系統の再編成を行う。 

 ｂ 管理設備を整備し、浄水場管理及び水運用管理の効率化を図る。 

6）環境配慮 

 小水力・太陽光発電などの新エネルギーの活用を図る。 

7）経営管理 

 ａ アセットマネジメントの視点から、水道施設の健全な状態を維持しつつ、健全経営を図る。 

 ｂ 運営基盤の強化のため、浄水場の維持管理等の公民連携（第三者委託）について検討する。 

5. 基本事項 

1）計画給水区域 

 行政区域全体を計画給水区域とする。 

2）計画年次 

 計画年次を○○○○年度から○○○○年度までの 15 年間とする。 

3）計画給水人口 

 Ａ市の総合計画における将来の人口予測値を参考に、独自に推計した結果、計画給水人口を○

○○,○○○人とする。 

4）計画給水量 

 用途別推計法による推計に基づき、計画一日 大給水量を○○○,○○○ｍ3/日とする。 

6. 整備内容の決定 

 現有施設の評価を踏まえ、施設全体としてのバランス、財政計画との整合性、各整備内容の優

先順位等を勘案し、整備内容及び工程を以下のとおり決定する（参考図-1.3.3 参照）。 

1）拡張に関する計画……事業費○○○億円 

 (1) 給水区域の拡張 

 ａ 配水管の新設……管径○○○mm～○○○mm、 

           延長○○○○ｍ 

 ｂ 送水管の新設……管径○○○mm、延長○○○○ｍ 

 使用する管種は、管径 75mm 以上は耐震継手ダクタイル鋳鉄管・溶接鋼管、管径 50mm は融着継

手ポリエチレン管・RR ロング継手硬質ポリ塩化ビニル管とする。 

 ｃ 配水場の新設 

   ｅ地区……配水池容量○,○○○ｍ3 

 (2) 浄水場の廃止 

 Ａ浄水場の受持ち区域は受水でまかなうこととするため、Ａ浄水場を廃止する。 

2）浄水施設整備に関する計画……事業費○○○億円 

 (1) 高度浄水処理の導入 

 異臭味水を解消するため、Ｂ浄水場に高度浄水処理を導入する。 

 (2) 浄水場管理設備の改良 

 Ｂ浄水場の計装システムを更新する。また、受電系統を二重化する。 
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3）配水施設整備に関する計画……事業費○○○億円 

 (1) 老朽管の更新 

 ａ 石綿セメント管を耐震継手ダクタイル鋳鉄管に布設替え 

 ……管径○○mm～○○○mm、延長○○○○ｍ 

 ｂ 普通鋳鉄管を耐震継手ダクタイル鋳鉄管に布設替え 

……管径○○mm～○○○mm、延長○○○○ｍ 

 (2) 直結給水範囲の拡大 

 ｃ地区とｄ地区に増圧ポンプ所を設置するとともに配水管を整備する 

……管径○○mm～○○○mm、延長○○○○ｍ 

 (3) 配水池容量の増強……○○,○○○ｍ3増強 

   ｅ、ｆ、ｇ配水場新設  ○,○○○ｍ3 

 (4) 送水管の相互連絡 

 ａ a～ｂ配水場間……管径○○○mm、延長○○○○ｍ 

 ｂ b～ｃ配水場間……管径○○○mm、延長○○○○ｍ 

 ｃ 配水場の改造……ａ配水場、ｂ配水場、ｃ配水場 

           （改造に伴い自家発電設備を整備する。） 

 

参考図-1.3.3 工程例 

 (5) 配水系統の再編成 

 ａ A 浄水場から送水しているａ地区、ｂ地区、ｆ地区は受水によりまかなうこととする。 

 ｂ B 浄水場の直接給水しているｇ地区に配水場を新設する……配水池容量○○,○○○ｍ3 

 ｃ 高台となっているｆ地区に配水場を設け、独立した配水区域とする 

…配水池容量○○,○○○ｍ3 

 ｄ 配水管の整備   ……管径○○mm～○○○mm、延長○○○○ｍ 

 4）テレメ一タ・テレコントロールシステムの整備に関する計画……事業費○○○億円 
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 5）施設耐震化に関する計画……事業費○○○億円 

 (1) 導水管の耐震化 

   Ｂ浄水場導水管をパイプインパイプで耐震化する……管径○○○○mm、延長○○○ｍ 

 (2) 配水管の耐震化 

   重要路線の配水管を耐震継手の管に布設替え……管径○○○～○○○mm、延長○○○○ｍ 

 (3) 応急給水拠点の設置 

   公園等に耐震性貯水槽を設置し、応急給水拠点を整備する。……容量○○○ｍ3、○○箇所 

 (4) 隣接事業体との相互応援の検討 

   隣接事業体との連絡管の整備、災害時訓練の実施等について検討・協議する。 

 6） 環境配慮の検討 

   小水力・太陽光発電などの新エネルギーの活用について、浄水場の覆蓋化も含めて検討す

る。 

 

 

〔参考-1.5〕 用途別推計 

用途別推計は、使用水量を用途別に分類し、用途ごとに推計するものである。なお、分類に当

たっては、参考表-1.5.1 に示す用途別標準分類表を参考にする。この方法による標準的推計手法

は参考図-1.5.1 のとおりである。 

参考表-1.5.1 用途別標準分類表 

 

世帯構成人員及び生活用水の一人一日使用水量の推移を参考表-1.5.2 に、世帯構成人員別一人

一日使用水量を参考表-1.5.3 に示す。 

使用目的別の基礎的な使用水量（基礎水量）の調査例を参考表-1.5.4 に示す。業態別原単位の

調査例を参考表-1.5.8に示す。 
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参考図-1.5.1 用途別推計及び口径別推計の標準的推計手順 
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参考表-1.5.2 世帯構成人員と一人一日使用水量の水位 

 

参考表-1.5.3 世帯構成人員別一人一日使用水量（Ｌ/人・日） 

 

参考表-1.5.4 使用目的別基礎水量 

 

参考表-1.5.8 業態別原単位 
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1.3 設計の基本事項 

1.3.1 総 則 

 水道は、取水、貯水、導水、浄水、送水、配水の各施設及び給水装置から構成される土木、建

築、機械、電気、計装等の分野にわたるシステムであり、これらが一体となって機能を発揮する。

したがって、設計に当たっては、全体として調和がとれたものとなるよう、また、当該施設に求

められる性能を実現できるように次の各項に留意して設計を行う。 

１. 法令や基準に準拠していること。 

２. 構造上安全で水理的な諸条件を満たし、必要な給水能力を備えていること。 

３. 水質上安全であること。 

４. 安定的かつ効率的であること。 

５. 地震などの災害時及び事故などの非常時（この章においては、以下「非常時」という）で

も極力断水することなく、施設の復旧が速やかに行えること。また、施設被害に伴う重大な

二次被害を生じさせないこと。 

６. 予備力の確保、施設の分散化、水源の多系統化等に配慮し、給水の確実性を高めること。 

７. 施設におけるライフサイクル全体の経済性に配慮しつつ、施工及び維持管理が有利である

こと。 

８. 将来の改良・更新、拡張等に配慮していること。 

９. 各施設は環境の保全に配慮されたものであること。特に設計に当たっては、省エネルギー

化や、新エネルギーの活用、資源の有効活用等に配慮すること。 

 

1.3.2 水道施設全体の位置及び配列 

水道施設の全体の位置及び配列は、次の各項について検討し、その結果を基に決定する。 

1. 地形との整合をはかり、地形を極力利用すること。 

2. 人口動向など将来の都市形態に適合するものとし、施設の改良・更新、拡張に支

障を生じないようにする。 

3. 非常時でも、できるだけ断減水が生じないようにすること。 

4. 将来にわたり良質な原水を安定的に得られること。 

5. 施設の建設及び維持管理が安全かつ容易に行なえるとともに、合理的・経済的と

なるよう配慮されていること。 

〔解説〕 

 水道施設の一般的な構成は、図-1.3.1に示すとおりである。また、各施設間の導・送・配水方

式の代表例を図-1.3.2に示す。これらの施設の位置及び配列の決定に当たっては、各施設がその

本来の機能を十分発揮できるだけでなく、施設全体がシステムとして安定性を高めることとなる

よう次により比較検討する。 
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図-1.3.1 水道施設の一般的な構成 

 

図-1.3.2 導・送・配水方式 

1.について； 

 取水場、浄水場及び配水場等の位置やそれら施設間の導・送・配水方式は、各施設間の高低差

等の地勢を効率的に利用する配慮が必要である。 

2.について； 

施設の改良・更新、拡張の際には系統を分割し、各々の系統に影響を及ぼすことなく操作でき

る施設の構造、配列とすることが重要である。特に、浄水場内の施設は、一般的な処理に加えて

将来、高度浄水施設などを導入する可能性の有無や浄水場の予備力確保のための施設整備につい
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ても検討し、必要に応じて将来付加すべき設備や施設をあらかじめ考慮しておくことが望ましい。 

 また、施設用地を取得する場合には、将来、施設の改良・更新、拡張を行う際に不都合が生じ

ないよう用地の選定を行い、広く確保しておくことも必要である。 

3.について； 

 平常時は勿論のこと、非常時においても可能な限り断減水が生じないよう配慮する必要がある。

そのため、地盤特性や地形の高低差に留意することはもとより、耐震性を強化するほか、送配水

管のネットワーク化・配水区域のブロック化、予備力の確保、施設の分散化、水源の多系統化等

を行い、予防と早期復旧の両面から給水の確実性を高めることについても検討することが望まし

い。 

4.について； 

 水源の種別及び取水地点を選定するに当たっては、浄水処理を行うことにより水質基準に適合

する水道水を将来にわたり確実に供給できる良質な原水を得られるよう、水源の保全に配慮する。

また、渇水等への対応として、水源の分散化や原水相互融通等により、原水を安定的に得られる

ようにする。 

5.について； 

1）建設・維持管理両面での比較 

 取水場、浄水場、配水場及びこれらを結ぶ路線の位置選定に当たっては、いくつかの比較案を

作り、用地取得の難易、埋設道路の交通量及び線形、地下埋設物の輻輳度、基礎地盤の良否及び

地下水位の高低、土工量の大小、資材運搬路確保の難易度、工事の安全性等について比較検討す

る。また、施設完成後の保守、点検の難易度並びに、施設更新時の代替機能（複数系統化）や施工

性等を配慮した施設配置等についても比較検討して維持管理及び更新が確実で、容易に行えるも

のを選定する。したがって、建設及び維持管理の両面から、ライフサイクルコストなどに留意し、

費用対効果分析などを行うことにより、合理性・経済性に配慮しつつ、施設の全般的配置、構造、

水位関係及び導・送・配水方式等の も有利なものを選定する。 

2）建設費用と機能保持 

 水道施設は、給水の安全性及び長期にわたる機能保持を第一に考えるべきであることから、過

度に建設費を節減して計画すると、維持管理上思わぬ損失をきたすことがあるので注意しなけれ

ばならない。 
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1.3.3 水道施設の安全性の確保 

設計に当たっては、水道施設の安全性を確保するために次の各項について十分に留意する。 

1. 災害又は事故等に対し、施設の安全性を確保すること。 

2. 水道施設に起因する騒音、振動、排水、排ガス等によって、環境へ悪影響を及ぼさな

いこと。 

〔解説〕 

1.について； 

 災害や事故等に対して、水道施設の安全性を確保するため、設計に当たっては、次の事項に配

慮する。 

1）水道施設の位置と構造 

 地震や風水害等の自然災害に対する施設の安全性を確保するため、取水施設、貯水施設、浄水

施設、配水施設及び重要な幹線管路等の位置の選定に当たっては、地形や地質のほか過去の災害

記録等を調査する。その上で、できるだけ安全性の高い位置を選ぶとともに、各施設の設計にお

いては、これらの災害に備えた十分安全な構造とする。 

2）事故時等の被害抑制 

 水質事故や施設の一部が破損又は停止した際に、被害の拡大を抑制し、二次災害を防止すると

ともに早期復旧が可能となるよう、必要に応じて遮断、排水、水圧の調整等を行える設備を設け

る。また、地震災害や停電事故に備えて、調整池や配水池への緊急遮断弁の設置、弁類の遠隔操

作化、施設の監視・制御及び相互連絡のための通信設備の無線化などの諸対策を講じておくこと

が望ましい。 

 このように、災害発生時の水道システムとしての影響を 小化するような減災の視点での検討

も重要である。 

3）薬品類の安全対策 

 非常時において、水道施設の被害が原因となる塩素ガス等の薬品類の漏洩、浸水等は周辺住民

の健康や家屋等財産に損害を与えることがある。塩素等の薬品貯蔵施設、除害設備及び付属管・

バルブ類等の設計には、特に耐震性に配慮することが必要である。万一の場合にも塩素ガス等が

漏洩することのないよう、また、漏洩時においてもアルカリ性薬品と酸性薬品が混合することの

ないように配慮しなければならない。なお、より安全性の高い次亜塩素酸ナトリウム等の薬品類

への切り替えを検討することも必要である。 

2.について； 

 水道施設の建設及び運転に起因する騒音、振動、排水、排気ガス等が、環境へ悪影響を及ぼす

ことのないように配慮する。特に、施設の建設時における周辺への影響や、浄水場からの排水、
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ポンプ場周辺の騒音や振動が問題となることがある。 

 

1.3.4 設計の手順及び準拠すべき基準 

水道施設の設計は、基本計画に基づき十分調査を行ったうえで、関連する法令、基準に基づ

き行う。 

〔解説〕 

1. 設計の手順 

 水道施設の設計は、一般に、①設計条件の整理と確認、②基本設計、③実施設計という段階を

たどる。 

1）設計条件の整理と確認 

 設計条件は、構造条件（構造物の形式）、土質条件（地質状況）、材料条件（材料特性）、荷重条

件（荷重の内容）、用地条件（用地確保の見込みや土地利用規制）等からなり、基本計画及び必要

に応じて行う測量調査、土質調査、環境調査等に基づき示される構造物の所与の条件として明ら

かにしておくものである。 

2）基本設計 

 基本設計とは、設計条件に基づき、目的とする構造物の構造や工法等について概略的な検討や

比較選定など、実施設計に先立ち実施するものである。 

3）実施設計 

 実施設計とは、基本設計に基づき、目的とする構造物の形状・寸法等を構造計算等により決定

し、断面設計や細部設計を行い、工事に必要な数量計算や設計図書の作成を行うものである。 

標準的な整備手順は図-1.1.1に示したとおりである。標準的な浄水場（主に土木施設）の設計

手順の一例を図-1.3.3に、管路の設計手順の一例を図-1.3.4に示す。 
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図-1.3.3 浄水場の設計作業手順の一例 
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図-1.3.4 管路（幹線）設計手順の一例 

 

1.3.5 設計図書の作成 

設計図書の作成は、次の各項による。 

1. 設計図書は、一般に、契約書とともに契約図書を構成し、図面、工事仕様書（標準仕様

書および特記仕様書）、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等からなり、工事発

注の際の重要な図書であるので、必要事項を正確かつ明瞭に示す。 
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〔解説〕 

1.について； 

設計図書は、土木施設、建築物、機械設備、電気設備等の位置、形状、寸法、仕様等を明瞭に示

すものでなければならない。設計図書は、土木、建築、機械、電気の順に編集するのが通常であ

り、また、全体を表す図面を先に、詳細を後に編集するのが標準である。 

 表-1.3.3には浄水場の設計図面の構成例を示す。 

表-1.3.3 設計図面の構成例（浄水場実施設計の場合） 

１．土木関係 

（１）位置図 

（２）一般平面図 

（３）水位関係図 

（４）土工図、仮設図 

（５）基礎工図……基礎伏図、基礎改良図 

（６）構造図……平面図、縦横断図等 

（７）詳細図…… 取合図、箱抜図、伸縮継手詳細図、手摺設置詳細図等 

（８）配筋図 

（９）場内配管図……平面図、縦横断図等 

（10）場内整備図…… 場内通路、門扉、フェンス詳細図、場内排水詳細図、植栽配置図等 

２．建築関係 

（１）建築意匠図…… 案内図、配置図、求積図、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩形図、詳細図、展

開図、天井伏図、建具図、特記仕様書、工事範囲一覧表、法規チェックリスト等 

（２）建築構造図…… 伏図、軸組図、断面リスト、ラーメン図、配筋詳細図、箱抜参考図、配筋規準図等

（３）建築機械設備図…… （空気調和、換気、給排水、衛生、消火、その他）系統図、各階配管平面図、

断面図、詳細図、特記仕様書等 

（４）建築電気設備図…… （ 照明設備、設備動力、火災報知設備、弱電設備、通信、時計、放送、避雷

設備、その他） 系統図、各階配線平面図、特記仕様書等 

（５）主要建物の透視図 

３．機械関係 

（１）フローシート 

（２）全体配置平面図 

（３）配置平面図 

（４）配置断面図 

（５）全体配管系統図 

（６）詳細図 

（７）水位関係図 

４．電気関係 

（１）構内一般平面図 

（２）主回路単線接続図 

（３）計装フローシート図 

（４）監視制御システム系統構成図 

（５）機器外形図 

（６）機器配置図 

（７）配線、配管系統図および布設図 

（８）接地系統図 

（９）配線、配管図（ラック、ダクト、ピット他） 
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1.4 施設構造の基本事項 

1.4.1 総 則 

 水道施設の一般構造は、全体のシステムの使用年数や個々の施設の耐用年数を念頭に置いた設

計に基づき、次の各項を考慮して定める。 

1. 想定すべき荷重等 

 施設は、自重、積載荷重、水圧、土圧、風圧、地震力、積雪荷重、氷圧、温度応力、浮力及び揚

圧力等の予想される荷重に対して構造上安全で、かつ経済的、耐久性を有することが必要である。 

2. 関係施設・設備間の調整 

 施設には、土木、建築、機械・電気等の設備が一体となって構成されているものが多い。した

がって、設計に当たっては各関係施設・設備間の調整を十分に行い、それぞれの機能や維持管理

に支障のない構造とするとともに、将来の施設の改良・更新にも対応できるようにスペースや強

度などにも配慮する。 

3. 水質汚染・衛生面への配慮 

 施設は漏水がなく、かつ外部からの汚染のおそれのない構造とし、材料の選択、施工などにつ

いても注意して衛生的で水密性の高いものとする。また、施設に使用する資機材等自体も、水質

への汚染のおそれがないものとする。 

4. 薬品による腐食、水流等による摩耗対策 

 施設には塩素や凝集剤等の薬品によって腐食を受けるおそれのあるもの、又は水流や機械設備

等により摩耗するおそれのあるものがあるので、材料の選択、設計及び施工などに十分配慮して、

必要に応じ耐食性、耐摩耗性を有するものとする。 

5. 海岸周辺施設の塩害対策 

 海岸周辺にある施設については、コンクリートの劣化や機器及び材料の腐食を早めるなどの塩

害が生じやすい。これらを防止又は軽減するため、環境条件に対応した設計、材料、防食方法の

選択など、適切な塩害対策を施し施設の耐久性を確保する。 

6. 自然災害対策 

 自然災害対策は、洪水・津波など過去の災害事例等を参考に減災の視点からも検討を行う。 
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1.4.2 設計荷重及び外力  

施設の設計は、施工中及び完成後に作用する荷重注 1）及び外力を適切に組合せて行う。

設計に用いる自重などの死荷重や水圧などの主な荷重及び外力については次の各項によ

る。 

1. 設計に用いる材料の単位体積質量は、特別なものを除いては、表-1.4.1 の値を

標準とする。 

2. 積載荷重は、当該施設の実情に応じて算定する。 

3. 水圧は、構造物の種類に応じて、作用する静水圧や動水圧を算定する。 

4. 土圧は、一般に認められている適切な土圧公式を使用して算定する。 

5. 風圧は、速度圧に風力係数を乗じて算定する。 

6. 地震力は、施設の重要度及び地震動レベルにより耐震水準性能を定め、耐震設計

法に基づき算定する。 

7. 積雪荷重は、雪の単位体積質量に、その地方における垂直 深積雪量を乗じて算

定する。 

8. 氷の厚さに比して結氷面の小さな構造物の設計には、氷圧を考慮する。 

9. 構造物の設計には、一般に温度変化の影響を考慮する。 

10. 地下水位の高い場所に設置される池状構造物は空にした場合の浮力を考慮する。 

11. 揚圧力は、構造物の前後に水位差が生ずる場合に考慮する。 

〔解説〕 

1.について； 

 材料の単位体積質量は一般に表-1.4.1の値を標準とする。 

表-1.4.1 材料の単位体積質量 
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2.について； 

 積載荷重は、構造物の用途に応じてその積載物を想定して算出する。特に設備機器等の重量物

については基礎重量、運転荷重等を含め、実情に合わせて適正な値により算出しなければならな

い。 

管理室、電気室などで、将来の機器の種類や位置の変更・更新などの可能性があるものについ

ては、対処できるような配慮が望ましい。 

3.について； 

 水圧は、取水塔、配水池、管路など、施設の種類に応じて、水位の変動、流速及び構造物の形

状・寸法等を考慮して、適切に算出する。 

4.について； 

 土圧を受ける構造物のうち、擁壁や地下壁に作用する側方土圧の計算には、ランキン、クーロ

ン又はテルツァギ等の土圧公式が一般的で、これらは、さらに構造物の挙動の相違によって主働

土圧、静止土圧、受働土圧に分類される。また、地下の管路や暗渠等の埋設物に作用する側方土

圧と鉛直土圧には、通常マーストン、ヤンセン又はスパングラー公式等が使用されている。 

5.について； 

 水道施設のうち、高架タンク、配水塔、無線鉄塔など風の影響を受けやすい施設については風

圧を考慮しなければならない。 

10.について； 

 施設のうち、池状構造物や管渠などで地下水位の高い場所に建設する場合は、空になった時の

浮力に対する安全を確認し、必要に応じて構造物自体を重くする、構造物を基礎に定着させて浮

上抵抗を増加させる、あるいはあらかじめ地下水位を下げる等の対策を行う。施工中においても

雨水の流入などによる思わぬ水位の上昇があるので注意する必要がある。 

11.について； 

 ダム堤体、取水堰、沈砂池等のように構造物の前後に水位差がある場合には、構造物の底面に

位置により大きさの異なる上向きの力（揚圧力）が作用する。構造物の安定計算においては必要

に応じてこれを考慮した上で、安全を確認する。 

 

1.4.3 地盤及び基礎 

地盤及び基礎の調査、設計に当たっては、次の各項による。 

1. 地盤調査は、JIS 及び地盤工学会が定めている方法によって行う。 

2. 地盤の許容支持力度は、地盤の性状並びに基礎の大きさ、形状及び根入れ深さな

どによって決定する。 
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また、液状化の可能性、及びその対策についても検討する。 

3. 基礎は、構造物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ地盤の沈下又

は変形に対して構造耐力上安全なものとする。 

4. 同一構造物の基礎には異種基礎の併用は原則として避ける。 

5. 杭基礎を設計する場合、荷重、地盤及び施工条件を考慮して も適切なものを選

定する。 

6. 寒冷地で地中構造物を設計する場合は、地下凍結及び凍上を考慮する。 

 

1.4.4 コンクリート構造物 

コンクリート構造物は、次の各項に適合するものとする。 

1. コンクリート及び鉄筋コンクリートは、その使用材料、施工条件、環境等に配慮

し、鉄筋の腐食、コンクリートのひび割れなどによる早期劣化を抑制する適切な

対策を講じる。 

2. 水密を要するコンクリート及び鉄筋コンクリート構造物は、有害なひび割れの発

生を防ぐため、配筋、コンクリートの配合、打継目及び伸縮目地の構造並びに配

置を適切に定める。打継目や伸縮目地は、耐震設計で構造上の弱点となる場合も

あるので、十分検討を行う。 

3. コンクリート表面で摩耗、劣化、腐食等の激しい作用を受ける部分は適切な材料

でコンクリート表面を保護する。 

4. 池状コンクリート構造物の内面に防食・防水塗装を行う場合は、塗装材料はコン

クリートに対して保護機能があり、水質汚染を生じないものを使用する。 

5. 寒冷地においては、コンクリート表面の凍結融解の繰り返しに対して、適切な対

策を講じる。 

 

1.4.5 鋼構造物 

鋼構造物は、一般に、次の各項による。 

1. 使用する鋼材は、構造物の諸条件に も適合していること。 

2. 鋼構造部の部材は、簡単な構成で、構造もできるだけ単純なものであること。 

3. 鋼構造部の防食措置は、維持管理が容易であること。 

 

1.5 水道用資機材及び薬品 

1.5.1 選定の方針 

水道施設に使用する水道用資機材及び薬品は、次の各項も十分考慮の上、選定する。 

1. 長期の使用に耐えるものであること。 

2. 水道水と接触して、水質に悪影響を及ぼさないものであること。 

3. 維持管理が確実かつ容易に行えるものであること。 

4. 環境への影響が少ないものであること。 
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２．取 水 施 設 

2.1 総 説 

2.1.1 基本事項 

 水道水源は、主として地表水（河川水、湖沼水及び貯水池水）と地下水とに分けられる。いず

れの場合でも取水施設は、できるだけ良質な原水を安定して取水でき、また維持管理が容易に行

えるとともに、災害や環境対策にも配慮されたものとする。 

1. 確実な取水 

 取水施設は、水源の種類にかかわらず年間を通して計画取水量を確実に取水できるものとする。

水源が地表水の場合には、洪水時や渇水時にも安定的に取水できることが必要である。特に、河

川の場合には、洪水時の流木、雑草などの流下物が取水口を塞ぎ、取水不能にすることがある。

また、洪水時の転石、土砂の堆積が取水に支障をきたすことや、河床の洗掘による河川水位の低

下が渇水時の取水に影響を及ぼすこともある。水源が地下水の場合には、地下水を過剰揚水する

と地下水位が異常低下して、取水量が減少することがあり、不圧地下水の場合には、渇水時に水

位が低下し所定の取水が困難となることもある。 

 取水施設の設置に当たっては、これらの点に留意し、計画取水量が確実に取水できる地点及び

適切な取水方法を選定する。 

2. 良質な原水の確保 

 取水施設は、原水として水質が良好であって、将来に渡って汚濁されることのない地点に設置

する必要がある。特に、河川の場合は、下水その他汚水の流入地点の付近を避けるとともに、海

水の遡上しない地点に設置する。また、沿海部における井戸の場合は、海水の影響を受けない地

点に設置する。 

水質事故の迅速な発見のために、関係者間の連絡・通報体制を整備しておくことも必要である。 

3. 災害及び環境対策 

 取水施設は、災害や事故など、非常時における取水への影響をできるだけ小さくなるような地

点に設置するとともに、水源の分散化や取水施設を含めた水道施設の多系統化を図る。 

取水施設の設置に当たっては、周辺環境への影響を十分調査し自然環境の保全に努めるとともに、

省エネルギー化等、環境対策に配慮した施設とする。 

 特に、河川の場合には、取水地点をできるだけ上流側に設置することにより、エネルギーの削

減効果が期待できることから、取水地点の選定に当たっては、上流取水に十分配慮し検討する。 
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4. 維持管理の容易性 

 取水施設は、洪水時等の悪条件下においても、維持管理が安全かつ容易に行えることが必要で

ある。また、非常時のみでなく施設点検時においても取水停止のできる設備を備えておく。また、

将来の施設拡張や更新の際に、新たな用地の取得や工事が大規模とならないように、当初から将

来の拡張や更新を見込んだ構造としておくなどの配慮が必要である。 

5. 法令等の遵守 

 取水施設の設置に当たっては、法令等による手続きが必要である。 

 

2.1.2 計画取水量 

計画取水量は、計画一日 大給水量に 10％程度の安全を見込んで決定することを標準

とする。 

 〔解説〕 

 計画取水量は、計画一日 大給水量と取水から浄水処理までの損失水量等を考慮して定める。

一般的には、計画一日 大給水量に 10％程度の安全を見込んだ計画とすることが適切である。 

 損失水量には、取水地点から浄水場に至る各施設からの漏水や浄水処理過程における作業用水、

スラッジ、蒸発によるものなどがあり、その水量は、各施設の状況や浄水処理の方法などによっ

て異なる。特に、浄水場排水処理施設の処理水を着水井に戻し再利用する場合には、浄水場内で

の損失水量が少なくなることを勘案する。 

水源が地下水で消毒のみで給水できる場合は、作業用水を必要とせず、導水等に伴う損失水量

もほとんど無視できることが多い。その場合、計画取水量と計画一日 大給水量とはほぼ等しい。 

 なお、配水施設以下の損失水量は、計画一日 大給水量に含まれる。 

 

2.1.3 取水施設の選定 

取水施設は、水源の種類に応じ、取水地点の状況、取水量の大小等を考慮して、取水堰、

取水塔、取水門、取水管渠、取水枠、集水埋渠、浅井戸、深井戸の中から も適切なもの

を選定する。 

 〔解説〕 

 取水施設の選定に当たっては水源の種類、取水地点の状況、取水量の大小、施工条件及び「河

川法」などによる制限等について調査検討することが必要である。取水施設は表-2.1.1を基に選

定するとよい。ただし、この表は次のような考え方に基づいて作成されている。 

1. 項目の配列については、ほぼ重要度に応じて配列した。 
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2. 取水量の大小（表-2.1.1 項目４）については、大量取水は 10 万 m3/日以上、中量取水

は数万 m3/日程度、少量取水は１万 m3/日以下を目安とした（以下、この編において同じ）。 

3. 河川等の部分の名称について、図-2.1.1による。 

 

図-2.1.1 河川等の部分の名称 
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表-2.1.1 取水施設の選定 
Ａ.地表水の取水 

Ａ-1 河川水を水源とする場合 
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Ａ-2 湖水・ダム水を水源とする場合 
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Ｂ. 地下水（伏流水を含む）の取水 
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2.1.4 取水施設の改良と更新 

施設の改良・更新に当たっては、次の各項による。 

1. 地表水の取水施設は、長期にわたりその機能を維持する必要がある。そのため、

点検整備を適切に行い、計画的に改良・更新を実施する。 

2. 地下水の取水施設は、スクリーン等の目詰まりにより揚水能力が低下するほか、

周辺環境の変化等により、水位低下や水質が悪化する場合がある。 

そのため、計測設備を設置して監視するとともに、良質な必要量の取水が確保で

きるよう、計画的に改良・更新を実施する。 

3. 取水施設の改良・更新の際には、適切な耐震性能を確保することに留意する。 

 〔解説〕 

1.について； 

1）適切な維持管理と改良・更新 

 取水堰、取水塔、取水門などの地表水の取水施設は、大規模で設置場所も限定され容易に作り

替えることはできない施設であることから、その機能を極めて長く維持しなければならない。取

水機能を適正に維持するためには、施設に対して十分かつ適切な点検整備を実施していくととも

に、施設の経年劣化や環境の変化などに応じて改良・更新を図っていく必要がある。 

2）河床変動対策 

 地表水の取水施設は、堤外地に設けられるため、洪水洗掘による河床低下等により、土木構造

物としての安定が損なわれ、取水機能に大きな影響を与える。 

 このようなことがないよう、必要に応じて水叩き、護床などを強化するなど、十分安定性を高

めておく。 

3）ゲート等の鋼構造物・付属設備 

 ゲート等の鋼構造物、機械・電気などの付属設備は、その機能・性質を考慮して各構成部材・

部品の寿命を適正に評価し材料等を選定するとともに、必要な点検整備、補修、改良、更新が容

易に行えるように構造等に配慮する。ゲート本体の補修に備えて予備ゲート又は角落とし用の戸

当たりなどを設けたり、部品の取替えや鋼製部の塗替えに用いる足場等の配置を考慮しておく。 

2.について； 

1）取水機能の監視 

 集水埋渠、浅井戸、深井戸などの地下水の取水施設の場合には、年数の経過とともに施設の機

能低下が、水位、水量、水質の変化として現れるので、施設の改良・更新はさく井時の揚水試験

データ及び日常の管理データなどを総合的に評価し、計画的に実施する。 

 井戸等には、必要な取水データが得られるよう設置時から水位計、流量計、濁度計などの計測
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設備を設けておく必要がある。 

2）水質汚染防止対策 

 地下水は、地表水に比べて水質が良好で変動の少ない水源であるが、海水による塩水化や工場

排水などによって汚染された場合は、その影響が長期間に及び、また復元することが困難な場合

があるので、詳細な調査・検討を行い、あらかじめ水質汚染防止対策を講じておく。 

 井戸等の水質汚染防止対策には、汚染等のおそれのない取水地点の選定、集水域の環境保全、

汚染経路の遮断、汚染物質の除去設備の設置などがある。 

3）その他の留意点 

 地下水の取水施設は、主要な部分が地中や水中に埋没し、また改良等には取水停止を伴うこと

から、目詰まりの修復や水中モータポンプの更新などができるだけ容易に、短期間で実施できる

よう、機材の搬出入、作業スペースなど、機器類の配置や構造的な配慮を必要とする。 

 

2.2 地表水の取水 

2.2.1 総 則 

1. 取水施設の構造及び設置場所 

 取水施設は、予想される荷重に対して十分安全な構造とし、洪水時、渇水時においても計画取

水量を安定的に取水できるものとする。 

取水施設の設置に当たっては、構造及び設置場所など、事前に河川管理者と協議の上適切なもの

とすることが必要である。 

2. 取水施設の設備 

 取水施設には、安定した取水を確保するための水位・水量測定設備のほか、必要に応じて水質

監視設備を設ける。また、取水施設は、危険防止及び汚染防止のため柵等を設け、一般人の施設

内への立ち入りを禁止する。 

湖沼水又はダム水を直接取水する場合は、成層現象等により、深度によって季節的な水質の変動

がある。また、表層付近に各種の微生物や藻類が発生したり、洪水時に濁度が増加したり、深度

によって水温が著しく異なることがあるので、良質の水を選択して取水できるように深さに応じ

た取水口を配置することが必要である。 

 



 58

2.2.2 調 査 

取水予定地点及びその周辺において、次の事項について調査する。 

1. 流量及び水位等の河川の状況 

2. 河川整備基本計画等 

3. 利水の状況 

4. 地形及び地質 

5. 水質等 

6. 環境影響 

 〔解説〕 

1.について； 

1）河川水を取水する場合 

 取水予定地点における、できるだけ長期間の河川の水位及び流量観測記録などから、次の流量

及び水位を求める。これらの記録がない場合は取水予定地近傍の観測記録を基にして推計する。 

取水施設は、河床が安定していて、土砂の流入のないところに取水口を設けることができれば

よいが、実際には、流水中には常に流砂が生じており、また出水時には土砂の移動により河床は

変動する。取水施設の計画、設計に際しては、流水による土砂の移動とその性質、これに関する

河床への堆積や洗掘、取水口ヘの流入土砂量などを配慮する。 

河口近くに設ける取水施設の計画、設計に当たっては、波浪、潮位、海水の遡上区間などの必要

な調査を行い、取水口に塩水が浸入しないようにする。 

2）湖沼水を取水する場合 

 大洪水位、計画高水位、水位変化と湖沼水量との関係、湖沼の水深図、湖底の状況などにつ

いて調査を行い、取水施設の設置場所、取水方法の選定などの計画、設計に資する。 

3）ダム水を取水する場合 

 1）及び 3.2.2 調査 1. 水文を参照。 

2.について； 

 河川管理者が、河川工事の実施についての基本となるべき事項を定めた河川整備基本計画の把

握に努める。河川整備基本計画が定められていない場合は、現に行っている河川工事のための改

修計画等に定められている計画高水流量、計画高水位、計画横断形、河川改修工事の年度計画等

について調査する。 

3.について； 

 新たに取水をする場合には、河川の流量（取水地点における基準渇水流量）から、河川維持用
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水及び既存の利水者のための必要水量を控除し、その残量が新たに取水する者の取水量を満足す

るものでなければならない。このため、水道用水、灌漑用水、工業用水、発電用水などの既存の

水利権について調査を行う必要がある。 

 また、河川及び湖沼では、漁業権が設定されている事例が多いので、新規に取水を計画する場

合に漁業権者と調整を図り、後日問題が起こらないよう注意する。 

 伏流水の利用がある場合には、その利用状況、舟運がある場合には、舟の大きさ、通行量及び

時期などを調査しておくことが必要である。 

5.について； 

1）降水量と濁度との関係 

 濁度に関する調査結果の評価に当たっては、高濁度の原因が主として降水に伴う洪水による自

然的要因によるものか、工事やダムなどによる人為的な要因によるものかを調査しておく。 

 降水によって、河川は増水し、かつ濁度が増加する。したがって、河川流量と濁度との関係に

ついて調査しておく必要がある。特に過去の洪水時の 高濁度やその継続時間などのほか濁度の

経年変化を調査しておく。 

2）年間の水質変化 

 水質は、工場排水、都市下水、家庭排水、畜産排水や農薬・肥料などによる人為的汚濁に左右

されるほか、その流域の気象条件や地質などに由来して変化する。このため 1.2.4 基礎調査で述

べているように原水の水質が現在及び将来とも適切であるかどうか、またいかなる浄水方法を選

択すべきかを判断するため、水質調査を実施する（5.1.2 調査参照）。 

 水質試験のための試料採取は、取水予定地点、上流の支川合流地点及び水質の特性を示す主要

地点を選んで行う。そのため、地表水、地下水を問わず地形、地理などを総合的に調査した上で

試料を採取する。 

3）富栄養化及び温度成層などの現象 

 一般に湖沼やダム湖は生物の死骸、土砂の堆積等により、窒素、リンなどの栄養塩類が蓄積さ

れ、貧栄養湖から富栄養湖に移っていく。その過程で、これら栄養塩類に起因して、湖沼や貯水

池の生物生産量が増大し、その結果、水の色の悪化や透明度の低下、藻類の発生、魚種の変化な

どの現象を呈する。人為的汚染等で栄養塩類が大量に供給されると富栄養化が著しく早められる。

湖沼の水質調査に当たっては、無機態窒素やリン酸態リンなどの栄養塩類及び透明度、化学的酸

素要求量（COD）、溶存酸素（DO）の測定は不可欠である。 

 流入河川の水量、水質は、湖沼や貯水池の水質に著しく影響を及ぼす。したがって、流入河川

の水量、水質について経年的に調査することが必要である。また、湖沼からの流出河川について

も調査し、水量及び汚濁物質の収支や動向を把握することが望ましい。 
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富栄養化した湖沼水を水道水源として利用する場合の影響としては、 

① アンモニア態窒素による塩素要求量の増加 

② プランクトン等の繁殖による臭味の発生 

③ プランクトン等によるろ過池の閉塞 

④ 底質からの鉄、マンガンの溶出に起因する赤水等の障害 

⑤ 凝集沈澱処理への障害 

などがあげられるが、特に問題となるのは水の臭味の発生である。計画時点では問題が生じてい

なくても、３～５年後に突然問題化する場合も考えられるので、特にプランクトン等の微生物や

栄養塩類などの調査を継続的に実施し、経年変化を追跡すべきである。 

4）汚濁源の把握 

 水源付近及びその集水区域について、汚濁源となる工場、事業場などの有無や種類並びに汚濁

物質の排出状況などの把握に努める必要がある。、位置、排水量、排出される物質名などを地図に

プロットするなどにより、とりまとめておくとよい。 

5）水質保全対策の状況 

 河川や湖沼の汚濁の原因として生活排水、特に台所の排水等の生活雑排水の影響が大きいこと

が明らかになっている。下水道整備計画についても資料を収集する。 

6）水質の現況と将来に関する予測 

 調査した事項を総合的に検討して、当該取水地点の水質の現況及び将来の見通しについて、水

道事業者の立場から考察を加え、その結果を浄水方法の選定、水源管理などに反映するよう努め

る。 

7）その他 

 湖沼の水質は、流域等の周辺環境、汚染源の有無、貯水容量・水深などの湖沼の諸元、風の強

さや方向などによって著しく影響を受けるので、これらについて調査する。 

 湖沼の湧水は、その水量や水質に大きな影響を及ぼし、船舶の航行は、油等による汚染が生じ

るおそれがあるので、これらの状況を調査する。そのほか、湖岸のレクリエーション施設や観光

客などに起因する汚染についても留意する。 

6.について； 

 取水施設の設置に当たっては、周辺の魚類、鳥類、植物などの生態系や景観などの環境に与え

る影響について十分調査する。 
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2.2.3 取水地点の選定 

取水地点は、次の各項により選定する。 

1. 計画取水量を安定的に取水できること。 

2. 将来とも良好な水質が得られること。 

3. 構造上の安定が得られること。 

4. 河川管理施設又は他の工作物に近接しないこと。 

5. 河川改修計画の実施により取水に支障が生じないこと。 

6. 環境負荷の低減に配慮すること。 

 〔解説〕 

1.について； 

1）河川水を取水する場合 

 取水地点は、年間を通じて水位が安定していると同時に、将来においても流心の変化、河床の

上昇又は低下のおそれが少なく、流速が緩やかな地点が望ましい。 

2）湖沼水を取水する場合 

 湖沼水の取水地点は年間を通じて水位が安定していて、渇水期にあっても計画取水量が確実に

取水でき、また流入河川が運ぶ土砂等によって、取水に影響が生じないような地点を選定する。 

2.について； 

1）河川水を取水する場合 

 取水地点は、他の条件がいかに好ましくても汚水の流入地点を避けなければならない。 

 河口近くに選定する場合は、海水遡上の影響のない地点を選ぶ。 

2）湖沼水を取水する場合 

 取水地点は、湖底の沈澱物が撹乱され、水質が著しく汚染される地点、強風時の波浪による湖

岸の侵食のおそれのある地点、浮遊物が漂着集合するような地点は避ける。 

6.について； 

 取水地点をできるだけ上流に選定することにより、位置エネルギーの活用や清浄な原水水質の

取水に伴う浄水処理方式の簡潔化など、環境負荷の低減効果が期待できる。 
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2.3 取水堰 

2.3.1 総 則 

 取水堰は、河川水を堰上げし、計画水位を確保することにより安定した取水を可能とするため、

河川を横断して設けられる施設であり、引き上げ式ゲート若しくは起伏式ゲートなどからなる堰

本体と取水口からなる（図-2.3.1参照）。 

 取水堰は、比較的大量に取水する場合、農業用水等の他の利水と合同で取水する場合、河川の

流況が不安定な場合、利水が進んでいる河川等で正確な取水調整を必要とする場合などに適して

いる。 

 堰は構造上の分類として可動堰と固定堰に分けられ、ゲートによって水位の調節ができるもの

を可動堰、調節のできないものを固定堰という。 

 

図-2.3.1 取水堰（青森市水道部堤川取水施設（65,000m3/日））（単位 mm） 
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2.3.2 位置及び構造 

取水堰の位置及び構造は、次の各項による。 

1. みお筋が取水口に近く、かつ安定していて、洪水による河床変化が少ない地点で

あること。 

2. 原則として洪水の流心方向と直角の直線形として、できる限り河川の直線部に設

置する。 

3. 湛水及び洪水時の水面上昇により、上流の河川工作物などに対する影響の少ない

地点に設ける。 

4. 可動堰の敷高は、計画河床高、現河床高及び将来の河床変動などを考慮して、流

水の疎通に支障のない高さとする。 

5. 原則として鉄筋コンクリート構造とする。 

 〔解説〕 

2.について； 

 取水堰を洪水の流心に直角でない場所や河川が狭くなる場所、蛇行する場所などに設置すると、

洪水時に河川流が乱れ、堰に作用する衝撃力、河床に対する洗掘力などが著しく大きくなり構造

物の安定性に大きく影響することになる。 

 

2.3.3 可動堰 

可動堰は、次の各項による。 

1. ゲートは、引き上げ式又は起伏式とする。 

2. ゲートは、原則として鋼構造とする。 

3. みお筋を維持し、円滑な取水を可能にするために土砂吐きを設ける。 

4. 洪水の流下に備えて洪水吐きを設ける。 

 〔解説〕 

1.について； 

 可動堰のゲートには、引き上げ式ゲート（図-2.3.2 参照）及び起伏式ゲートの二種類がある。

起伏式ゲートは、油圧シリンダ等により操作するが、堆砂により開閉が確実に行われない場合が

ある。このため、重要な河川等の場合は原則として引き上げ式ゲートとする。 

3.について； 

 土砂吐きは、取水口付近に設け、みお筋を維持し、取水時に導水路内への土砂の流入を防止す

るとともに、取水口前面に溜った土砂の排除を容易にするために設置する。その敷高は洪水吐き

より 0.5～1.0m 程度低くすることが望ましい。 
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4.について； 

 洪水吐きは、計画取水位を確保するとともに、洪水を安全に流下させるために設けられるもの

である。 

 

図-2.3.2 引上げ式ゲートを有する可動堰の各部名称 

（建設省河川砂防技術基準（案）同解説 設計編[Ⅰ]） 

 

〔参考-2.5〕 土砂吐き及び洪水吐き 

1. 土砂吐き 

1） 土砂の掃流に必要な排砂基準流量は、当該河川の平水流量を下らない流量を標準とする。

ただし、流下土砂が多く、排砂操作の回数が多いと予測される河川では、渇水量について

も検討することが望ましい。 

2） 排砂流速は、取水口付近に堆積すると予測される土砂及び砂礫を掃流するのに十分な流速

とする。所要排砂流速は、砂礫の大きさ、形状により定まる。 

 静止砂礫を移動させるための所要流速が、掃流流速の平均 1.5 倍であることを考慮して、所要

排砂流速は、Lacey の掃流流速に対する変形式を 1.5 倍して、次式で求められる。 

  Ve＝1.5C√d 

 ここに、 

   Ve：所要排砂流速（m/s） 

   C：砂礫の形状による係数。標準として 3.2～3.9、砂礫が円形の場合は小、角形は大の値を

とる。砂礫がかみ合っている場合は、4.5～5.5 とする。 
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   1.5：安全率 

   d： 大粒径（一般に 0.3m） 

3） 土砂吐き門の幅員は、基準排砂流量で所要排砂流速が得られ、かつ洪水時の流木等の妨げ

とならないものとする。 

 土砂吐き（門）の幅員は、一般に次式により求められる。 

   q＝Ve3 /g 

   L＝Q/q 

 ここに、 

   L：幅員（m） 

   Q：基準排砂流量（m3/s） 

   q：単位幅当たりの流量（（m3/s）/m） 

   Ve：所要排砂流速（m/s） 

   g：重力加速度（m/s2） 

 q は、一般に２～４（m3/s）/m のものが多い。これより大きい場合は適宜径間割をし、流量の変

化に応じて操作できるようにしたほうがよい。 

4） 土砂吐きは、短時間に排砂するため、基準流量で土砂吐き水路部の流れが射流となる勾配

とする。 

 土砂吐きの勾配は、一般に次式により求められる。 

  Ie≧n2g10/9/q2/9 

 ここに、 

   Ie：限界勾配（一般に１/20～１/100） 

   n：粗度係数（標準 0.03） 

   q：単位幅当たりの流量（（m3/s）/m） 

   g：重力加速度（m/s2） 

5） 土砂吐き門の上流側は水路状態とし、土砂の掃流を強制するために導流壁を設ける。 

2. 洪水吐き 

1） 原則として、可動堰の全通水断面積から土砂吐き門の通水断面積を差し引いたものを洪水

門の通水断面積という。 

2） 洪水吐きの敷高は、一般に計画河床高と一致させて計画高水流量の流下に支障とならない

高さとし、土砂吐き敷高より 0.5～1.0m 程度高くする。 

3） 洪水門の径間長（堰柱の中心間距離）は、原則として計画高水流量に応じ参考表-2.5.1に

より定める。 

 

参考表-2.5.1 計画高水流量と堰径間長（河川管理施設等構造令） 

計画高水流量 
（単位：m3/s） 

径間長 
（単位：m） 

500 未満 15 

500 以上  2,000 未満 20 

2,000 以上  4,000 未満 30 

4,000 以上 40 
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2.3.4 高 さ 

取水堰の高さは、計画取水量が確実に取り入れられるように定める。 

 〔解説〕 

 取水堰の高さは、一般に、計画取水位に、必要な余裕高を加えた高さとする。余裕高は、波浪

等に対するもので、普通 10～15cm とする。 

 堰の計画湛水位は、原則として、高水敷高より 50cm 低い高さとし堤内地盤高より高くしないも

のとするが、地形の状況等によりやむを得ない場合には、盛土等により堤内地盤又は高水敷に特

別の措置が必要である。 

 なお、起伏堰の高さは、計画水深（計画高水位と計画河床高の差）の１/２以下及び直高を３m

以下とする（図-2.3.3参照）。 

 

図-2.3.3 起伏ゲートの天端高 

 

2.3.5 水叩き 

1. 越流水又はゲートの一部開放による強い水流によって、堰下流が洗掘されるのを

防止するため水叩きを設ける。 

2. 下流面水叩きは、揚圧力に耐える構造とする。 

 〔解説〕 

1.について； 

 水叩きは、鉄筋コンクリート構造を原則とし、水叩きと床版との継手は、水密でかつ不同沈下

にも対応できる構造とする（図-2.3.4、図-2.3.5参照）。水叩きの長さは、河床の洗掘を防ぐのに

十分な長さとする。 

 

 

 

 

図-2.3.4 水叩き            図-2.3.5 水叩きの継手 
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2.について； 

 水叩きの厚さは、堰の上下流の水位差によって生じる揚圧力、水の重さ、施工時の上載荷重な

どを考慮して決めるが、一般的には 50cm～１m程度の厚さになる。なお、上流面水叩きの厚さは、

下流側の１/２～２/３程度とする。 

 揚圧力に対しては、浸透路長を長くして揚圧力を減じるため、しゃ水工を設けるとよい。 

 しゃ水工は、原則としてコンクリート構造のカットオフ又は鋼矢板構造とする（図-2.3.6、図-

2.3.7参照）。 

 
図-2.3.6 しゃ水工の構造 

 

図-2.3.7しゃ水工の位置及び構造 

 

2.3.6 護床工 

1. 原則として、水叩きの上下流に護床工を設ける。 

2. 護床工の構造は、原則として、屈撓性を有するものとする。 

 〔解説〕 

1.について； 

 流速を弱め流水を整える作用を持つ護床工は、河床に水平に設けた洗掘防止の工作物であって、

併せて堰本体及び水叩きを保護することを目的として、水叩きの上下流に設ける（図-2.3.8参照）。 
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図-2.3.8 水叩き、護床工の構造例 

2.について； 

 護床工は、堰本体から離れるに従い剛なものから柔なものに変化させる。一般に使用されてい

る種類としては、コンクリートブロック床、捨石床、粗朶沈床などがあり、またこれらの組合せ

がある。 

 

2.3.7 取水口 

取水口の構造は、次の各項による。 

1. 計画取水量を常に取水でき、取水口に土砂が堆積したり、流入したりせず、かつ、

維持管理が容易であること。 

2. 敷高は、土砂吐き敷高より 0.5～1.0m 以上高くする。 

3. 流入速度は、0.4～0.8m/s を標準とする。 

4. 幅員は、敷高、流入速度を標準値の範囲に保持するように決定する。 

5. 制水扉の前面には、スクリーンを設ける。 

6. 地形が許す限り取水庭を設ける。 

7. 計画取水位は、取水口から導水起点までの損失水頭を計算して定める。 

 〔解説〕 

1.について； 

 取水口には、計画取水量を取水するために、スクリーン、制水扉、門柱、取水庭、排砂口及び余

水吐きなどを設置する。 

 取水口は、一般に、みお筋が河岸に近く、かつ十分な水深が維持されている場所を選び、堤防

法線に直角に設ける。 

2.について； 

 一般に、河川の含砂量の垂直分布は、水面より 0.6H（H は水深）あた

りから急増し 0.8H のところが 大となるので、取水口敷高はできるだ

け河床から高いほうがよい（図-2.3.9 参照）。 

図-2.3.9 取水口敷高 
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3.について； 

 河川敷の状況、河川の流況、含砂量、塵芥の量などを考慮して定める必要がある。流入速度は

安全を見て 0.4～0.8m/s を標準とした。 

4.について； 

 取水口の幅員は、計画 大取水量の流入が可能なように定める。取水口の必要幅員が大きいと

きは、門柱を設けて分割するとよい（幅員の標準は、人力巻き上げ式で１～２m、機械式で３～６

m）。 

〔参考-2.8〕 取水口の幅員 

 取水口の幅員は、次式により求める。 

  B＝Q/（H・V） 

 ここに、 

  B：取水口幅員（m） 

  Q：計画 大取水量（m3/s） 

  H：流入水深（m） 

  V：流入速度（m/s） 

5.について； 

 スクリーンは、塵芥、水草、流木、流氷などの流入を防止するために制水門全面を覆う大きさ

とし、制水扉の河川側に塵芥等の除去が容易にできるよう 70 度程度の傾斜を持たせて設ける。ス

クリーンはステンレス鋼製、スクリーンのバーは平鋼又は丸鋼を使用し、バーの純間隔は３～５

cm 程度である。 

6.について； 

 取水庭とは、河川等からの水流を滑らかに整え、導水路に導くまでの漸減した取付け部をいう

（図-2.3.10参照）。 

 

図-2.3.10 取水庭（神奈川県共同取水口） 
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7.について； 

損失水頭の種類は次のとおりである。 

 1. 流入による損失水頭 

 2. 取入れ口の段差による損失水頭 

 3. 門柱による損失水頭 

 4. スクリーンによる損失水頭 

 5. 摩擦による損失水頭 

 6. 断面急縮による損失水頭 

 7. 断面漸縮による損失水頭 

 8. 湾曲による損失水頭 

 

2.3.8 付帯設備 

取水堰には、必要に応じて管理橋、魚道、舟通し、流木路、閘門、警報設備等を設ける。 
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2.4 取水塔 

2.4.1 総 則 

 取水塔は、河川、湖沼、ダム湖内に設ける塔状の構造物で、側壁に設けた取水口より直接塔内

に取水する施設である（図-2.4.1参照）。一般に、多段ゲート形式の取水口を適当に配置した鉄筋

コンクリート構造である。湖沼、貯水池で特に水深が大きい場合は、鉄骨構造のフロート形式の

取水塔が適当なこともある。渇水期においても一定以上の水深が確保できれば、取水塔は年間の

水位変化が大きくても、河川や湖沼、ダム湖での取水施設として適し、また維持管理も比較的容

易である。さらに、堤内地への導水は自然流下のほかポンプによる圧送もできるので、堤内の地

形の制約を受けない利点もある。 

 

図-2.4.1 取水塔構造例（東京都水道局山口貯水池第 2取水塔）（単位 mm） 

 

2.4.2 位置及び構造 

取水塔の位置及び構造は、次の各項による。 

1. 年間を通じて 小水深が２m以上で、河川に設置する場合は、流心が堤防になる

べく近接している地点とする。 

2. 井筒沈下工法によって設ける取水塔は、その下端に鋼板製のカーブシューを設

け、鉄筋コンクリート壁厚を厚くするとともに、配力鉄筋を十分配置する。 

3. 洗掘のおそれがある場合は、塔の周囲に床止めとして、石張り工又はコンクリー

ト工などを施す。 
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 〔解説〕 

1.について； 

 取水塔は、塔の設置位置での渇水期の水深が 小２m 以上でないと、計画取水量の取水に必要

な取水口の設置が困難となる。また、河川に設置する場合、河川の流心がなるべく堤防に近接し

ている地点が、塔も堤防に近接して設置することができるので、管理橋の径間が短くなり、維持

管理上も有利である。 

 

2.4.3 形状及び高さ 

取水塔の形状及び高さは、次の各項による。 

1. 塔体の横断面は環状で、円形又は楕円形とする。河川に設置する場合は、原則と

して楕円形とし、長軸方向を流向と一致させる。 

2. 塔の内径は、所要の取水口を適切に配置できる大きさとする。 

3. 塔体の天端及び管理橋の下端は、河川、湖沼及びダム湖の計画 高水位より高く

する。 

 〔解説〕 

1.について； 

 横断面が円形又は楕円形のものが、外観的にも構造的にも優れている。 

 河川に設置する場合は、流れを乱すことが少なくなるよう楕円形として長軸を流向に一致させ

る。 

 

2.4.4 取水口 

取水塔の取水口は、次の各項による。 

1. 計画 低水位の場合においても、計画取水量を確実に取水できる設置位置とす

る。 

2. 断面形状は、長方形又は円形とする。 

3. 前面には、塵芥除けのためのスクリーンを設ける。 

4. 塔体内側又は外側に、制水扉、バタフライ弁あるいは仕切弁などを設ける。 

 〔解説〕 

1.について； 

 下段に設ける取水口は、計画 低水位を基準とし、渇水時にも計画水量が確実に取水できる

ものであること。また、計画 高水位及び中間水位各層の水をも取水できるように、多段式に取

水口を設けることが望ましい。この際、塔体の強度が減少しないように注意する。 
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2.について； 

 取水口の形状は、制水扉又は仕切弁などの形状との関係から、長方形、円形がよい。 

取水口の断面積は、河川の場合は原則として流入速度を 15～30cm/s、湖沼、ダム湖の場合は１

～２m/s を標準として決定している。 

3.について； 

 一般にスクリーンとしては、３～５cm の間隔の鉄格子を取水口の前面に設ける。付着した塵芥

を取り除くために掻き上げ装置を取り付け、また必要に応じ、予備スクリーンを設ける。 

4.について； 

取付位置は、河川では、流木等の衝撃、障害を避けるため、塔壁内側とする。一方、湖沼、ダム

湖では、外側に取り付ける場合が多い。 

 

2.4.5 付帯設備 

取水塔には、管理橋、照明設備、流木除け、除塵設備及び避雷針を設ける。 

 〔解説〕 

 管理橋は、維持管理上河岸と連絡するために必要な施設で、原則として幅員は１m以上とする。 

 

2.5 取水門 

2.5.1 総 則 

 取水門は、河川の表流水や湖沼の表層水を取水するために水際に設けられる取水施設で、取水

門を経て取水された原水は、接続する隧道又は管路などにより導水される（図-2.5.1参照）。 

 一般に、構造は門型の鉄筋コンクリート造りとし、角形又は馬蹄形などの流入口に、取水量を

調整するためのゲートを設置し、さらにその前面には、流木等の流入を防止するためにスクリー

ンを取り付ける。 

 取水門は、水位並びに河床などが安定した地点での中小量の取水に適し、維持管理も比較的容

易である。 
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図-2.5.1 取水門構造例（仙台市水道局苦地取水施設）（単位 mm） 

2.5.2 位置及び構造 

取水門の位置及び構造は、次の各項による。 

1. 良質堅固な地盤に設ける。 

2. 水門の大きさの決定に際しては、砂、砂利の流入をできるだけ少なくするよう流

速に配慮する。 

3. 門柱にはゲートを取付け、門柱の構造は鉄筋コンクリートを原則とする。 

4. 水門の前面には、スクリーンを設ける。 

 〔解説〕 

2.について； 

 水門の大きさを決めるに当たっては、砂、砂利の流入をできるだけ少なくするため、流入速度

は１m/s 以下を標準とする。 

 

2.5.3 ゲート式水門 

ゲート式水門は、次の各項による。 

1. 河川が高水位にあっても確実に開閉ができ、水密性を有する構造とする。 

2. 動力によって開閉する装置の場合には、手動によっても開閉できる構造とする。 

3. 砂礫が流入するおそれがある場合には、水門の上流に角落としを設ける。 
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 〔解説〕 

1.について； 

 ゲートは原則として鋼製、鋳鉄製が用いられる（図-2.5.2参照）。 

2.について； 

 ゲートの開閉は、一般に動力によるが、停電及び故障などに備えて、手動でも操作できるよう

に配慮する。手動のみの場合は、操作及び保守を容易にするため、ゲートの幅を３m以内とするこ

とが望ましい。取水量が少なければ１門でもよいが、多ければ数門に分ける。 

 
図-2.5.2 ゲート構造例（仙台市水道局茂庭浄水場）（単位 mm） 

 

2.5.4 角落とし式水門 

角落とし式水門は、土砂の流入防止及び止水を目的に設ける水門で、次の各項による。 

1. 水圧、堆積土砂の圧力に対して十分な強度を有すること。 

なお、木製の場合は、浮上防止を配慮する。 

2. １門当たりの大きさは、操作の難易を考慮して定める。 
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〔解説〕 

1.について； 

 角落とし材は、鋼材としては溝形鋼や I 型鋼などが用いられ、木材としては桧の角材が用いら

れる（図-2.5.3参照）が、洪水の際、流木や流石が激突するおそれがある箇所では、木材を用い

ないほうがよい。 

2.について； 

 一般に手動操作が多いが、その操作を容易とするため水門幅は３m 以内とすることが一般的で

ある。巻き上げ装置は、洪水時でも安全確実に操作できるものとする。 

 

図-2.5.3 木製角落とし構造例（単位 mm） 

 

2.5.5 砂溜り 

取水門と沈砂池間の水路が長大となる場合は、必要に応じ、取水門に近接して砂溜りを

設置し、沈砂を容易に除去できる構造とする。 

 〔解説〕 

河川に設けた取水門は、洪水時に砂利や粗砂が流入、沈澱して取水を阻害することが多い。そ

のため、沈砂池を取水門の付近に設置することが望ましい。しかし、沈砂池の設置が困難な場合

は小規模な除砂設備が必要となることがあり、これを砂溜りという。 
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2.6 取水管渠 

2.6.1 総 則 

 取水管渠は、その取水口を堤防法線に直角に設けて、直接管渠内に表流水を取水し、自然流下

により堤内地に導水する施設である（図-2.6.1参照）。流況が安定し、流量変化が少ない河川から

の取水に適する。また、維持管理が比較的容易である。しかし、河床変動が大きく、流心が不安

定な河川では、河況の影響を受けやすく、取水口の埋没や管渠の洗掘による露出などのおそれが

ある。このため、施設の設置位置の選定に留意するとともに、河床及び高水敷の洗掘防止につい

て適切な配慮が必要である。また、洪水等により塵芥が多量に流入すると、取水口の閉塞により

計画水量の取水が困難となるので、その防止対策に配慮が必要である。 

 

図-2.6.1 取水口部構造例（阪神水道企業団 大阪市水道局柴島取水口）（単位 mm） 

 

2.6.2 取水口 

取水口は、次の各項による。 

1. 鉄筋コンクリート構造とする。 

2. 敷高は将来の河床変動を考慮した上で決定する。 

3. 前面に角落とし及びスクリーンを設ける。 

4. 原則として管渠の上流部に制水扉又は仕切弁を設ける。 

5. 必要に応じ砂溜りを設ける。 
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 〔解説〕 

2.について； 

 取水口の敷高は河床低下により、計画取水量の確保が困難とならないよう、過去の河床変動の

動向を調べ、将来の河床低下の可能性について検討の上決定する。 

 大渇水流量の際でも取水できる構造とするためには、取水管渠内面の天端が渇水位より 30cm

程度下になるよう布設する必要がある。管渠の底面高は、角落とし敷高と同高又はこれより低く

布設する。 

3.について； 

 角落としは、河床の変化に応じて、河床と取水口の敷高との高さの調節をするほか、土砂の流

入防止及び止水を兼ねて設ける。管渠内平均流速は、自然流下で 0.6～１m/s である。角落とし部

分の流入部では、砂等の流入を阻止するため、渇水位の際でも管渠部の平均流速が１/２～１/３

になるような断面積を確保する。 

 スクリーンは、取り外し可能な構造とし、平鋼又は丸鋼を３～５cm 間隔で配列することが一般

的である。 

4.について； 

 緊急時の止水、点検などのため、原則として管渠の上流部に制水扉又は仕切弁を設ける。 

5.について； 

 管渠の延長が大きくなる場合には、砂等を管渠内に流入させないため、砂溜りを設けることが

ある。砂溜りの深さは 30～50cm、長さは３m程度を標準とし、排砂作業等のため人孔を設ける。 

 

2.6.3 管渠の構造 

管渠は、次の各項による。 

1. 管渠に働く内圧及び外圧に耐える構造とする。 

2. 管渠を堤外地に布設する場合は、原則として計画高水敷高から深さ２m以上の部

分に布設するものとする。 

3. 管渠が堤防下横断をする場合は、原則として柔構造とする。 

また、非常時の際、止水が確実かつ容易に行われるように、原則として仕切弁な

どを設ける。 

4. 施工後堤防への影響を与えないよう、堤防の法面防護工を施す。 

5. 事故の場合などを考慮して、可能な限り２条以上布設する。 

 〔解説〕 
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1.について； 

 管渠は、内圧及び外圧のいずれにも耐える強度をもつもので、鉄筋コンクリート構造又はプレ

キャストコンクリート管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管とする。 

3.について； 

管渠は、構造物周辺の堤体が堤防の弱点とならないよう管渠設置以後に生じる基礎地盤の沈下

に追随させるため柔構造とする。堤防の下にある部分とそれ以外の部分とは、必要に応じて水密

性とたわみ性を有する継手によって接続する（図-2.6.3参照）。 

 

図-2.6.3 軟弱地盤上の柔構造樋門の事例 

 

2.7 取水枠 

2.7.1 総 則 

 取水枠は、湖沼の底部に、水中に没して設けられる箱状又は円筒状の取水施設である（図-2.7.1

参照）。側壁に設けられた多数の開口により取水するもので、中・小量取水用である。 

 

図-2.7.1 取水枠構造例（単位 cm） 
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2.7.2 位置及び構造 

取水枠の位置及び構造は、次の各項による。 

1. 湖床の安定している所に設ける。 

2. 航路から外れていること。やむを得ず航路に近接する地点においては、十分な水

深を確保する。 

3. 鉄筋コンクリート枠の本体を湖底へ堅固に固定する。 

 〔解説〕 

1.について； 

 湖床の変化が激しい所は破損、埋没などのおそれがあるため安定している所に設けることが必

要である。 

2.について； 

 航路に近い所では、取水枠を囲んで必要な範囲に立ち入り禁止ブイ等を設けることが望ましく、

航行による障害を受けないよう 小水深が３m以上ある所に設けることが望ましい。 

3.について； 

 開口が損傷を受けないように、また土砂等で容易に閉塞しないように、開口の周囲は、堅固な

木枠、コンクリート枠などで防護し、さらに枠の内外に捨て石、コンクリート打ちをする。取水

枠内への流入速度は、0.5～１m/s を標準とする。 

 

2.8 沈砂池 

2.8.1 総 則 

 沈砂池は、原水とともに流入した砂を沈降除去するための施設である（図-2.8.1参照）。 

2.8.2 位置及び形状 

沈砂池の位置及び形状は、次の各項による。 

1. 位置は、可能な限り取水口に近接して堤内地に設ける。 

2. 池の形状は長方形とし、流入部及び流出部をそれぞれ漸次拡大・縮小させた形と

する。 

3. 池数は、２池以上とする。 

 〔解説〕 

2.について； 

 水路断面が急に拡大すると、偏流や逆流を生じて沈砂池の効率を減じ、沈砂効果が低下する。

このため、池内で渦流を生じさせないように、流入部や流出部の幅を漸次拡大・縮小させるとよ
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い（図-2.8.2 参照）。一般に、流入拡大移行部の広がり角は、できるだけ小さくした方がよい。広

がり角が 40°以上となる場合は、導流壁や整流壁など適切な整流装置を設ける。 

 

図-2.8.1 沈砂池の構造例（福岡市水道局多々良取水場）（単位 mm） 

3.について； 

 清掃、点検、補修などを考慮して池数は２池以上とする。 

 用地面積、その他の制約により１池のみの場合は側管を設けておき、短期間なら沈砂池を省い

ても支障のない原水条件の場合に清掃や補修ができるようにしておく。 
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2.8.3 構 造 

沈砂池の構造は、次の各項による。 

1. 原則として鉄筋コンクリート構造とし、浮力に対しても安全な構造とする。 

2. 表面負荷率は、200～500mm/min を標準とする。 

3. 池内平均流速は、２～７cm/s を標準とする。 

4. 池の長さは、有効水深、砂の沈降速度、平均流速などから算出する。 

5. 池の高水位は、計画取水量が流入できるように、取水口の計画 低水位以下に定

める。 

6. 池の天端高は、高水位より 0.6～１mの余裕高をとる。 

7. 池の有効水深は、３～４mを標準とし、堆砂深さを 0.5～１m見込むこと。 

8. 池底には、排砂のため中央部に溝を設け、縦方向には排水溝に向って 1/100、横

方向は中央に向って１/50 程度の勾配を付ける。 

 〔解説〕 

2.について； 

 沈砂池の表面負荷率は、沈澱させる粒子の沈降速度及び沈砂池の整流度合いなどを考慮して決

める（5.5 凝集沈澱池参照）。 

 ここでは、実績等から、表面負荷率は 200～500mm/min を標準とした。なお、滞留時間は計画取

水量の 10～20 分を標準とする。 

3.について； 

 経験則により、平均流速を２～７cm/s にすれば、沈砂が再浮上して動き出さない。 

4.について； 

 沈砂池の長さは、次式で算出する。また、幅は長さの１/３～１/８を標準とする。 

Ｌ＝Ｋ（
Ｈ

Ｕ
 Ｖ） 

 ここに、 

   L：池の長さ（m） 

   H：有効水深（m） 

   U：除去すべき砂の沈降速度（cm/s） 

   V：池内平均流速（cm/s） 

   K：係数（安全率）1.5～2.0 

 砂粒子の沈降速度は、表-2.8.1のとおりである。 

 沈澱させる粒子の径は 0.1～0.2mm 程度が普通である。 
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表-2.8.1 砂粒子の沈降速度＊ 

粒子の径（mm） 沈降速度（cm/s、10℃） 密度 

0.30 3.2 2.65 の場合 

0.20 2.1 〃 

0.15 1.5 〃 

0.10 0.8 〃 

0.08 0.6 〃 

＊Ellms: Water purification, 1928. 

7.について； 

 沈砂池の有効水深は、経験的に用いられてきた３～４mを標準とする。 

 堆砂深さは年間の堆砂量と排砂回数とによって決まるものであるが、一般的に 0.5～１mを見込

む。 

8.について； 

 池底勾配は、排砂及び排水の便のために設けるもので、標準的な値を示した。 

 

2.8.4 付帯設備 

沈砂池の付帯設備は、次の各項による。 

1. 流入、流出口には、仕切弁又は制水扉などを設ける。 

2. 地下水位が高い地点に設置する場合には、安全のため浮上防止設備を設ける。 

3. 必要に応じ除塵設備として、スクリーン及び除塵機を設ける。 

4. 必要に応じ沈砂脱水設備を設ける。 

 〔解説〕 

3.について； 

スクリーンのバーは取水口と同じく平鋼又は丸鋼を使用し、間隔を 2.0～2.5cm にすることが一

般的である。 

 

2.9 地下水の取水 

2.9.1 総 則 

1. 地下水の分類と特徴 

 地下水は、地層水と裂か水の二つの形態で存在する。水で飽和されている間隙が土粒子の間隙

である場合を地層水（空隙水）といい、その間隙が岩石の割れ目、裂け目及び空隙などである場

合を裂か水という。 

 地層水は、不圧地下水と被圧地下水とに区分される。 
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 不圧地下水は、地下の 浅部にある砂、礫などの地層中に含まれている地下水であって、降水

量の変動によって水位が上下し、水量自体も増減する。また、帯水層が地表から浅いため、地上

からの汚染を受けやすい。不圧地下水の取水施設としては、浅井戸が一般に用いられる。 

 伏流水は、河川水（湖沼水）が河床（湖沼床）又はその付近に潜流している不圧地下水の一種

である。伏流水の取水施設としては、集水埋渠、浅井戸などが用いられる。 

 被圧地下水は、帯水層が難透水性の地層によって挟まれているため、圧力を有し、状況によっ

ては地上に自噴することもある。被圧地下水は主として砂や礫のような空隙を持つ地層の中に存

在し、水温は年間を通してほぼ一定であり、一般に水質は良好である。被圧地下水の取水施設と

しては、深井戸が用いられる。 

 また、湧水は、地層水や裂か水が地表に湧き出たものである。 

2. 地下水の水質と取水の留意点 

 地下水は、一般に涵養速度が極めて遅いので、過剰に汲み上げると地下水の水収支が崩れ地盤

沈下を引き起こし、海岸部では地下水の塩水化等を引き起こす。したがって、常に適正な揚水量

の範囲内で取水を行うことが必要である（2.9.5 揚水量の決定参照）。 

 地下水は、地質及び環境により主として溶解性の無機質と地下に生息する生物などを含有して

おり、その水質を把握する必要がある。 

 地下水は、年間を通して水位変動を起こしており、地下水の水質は、水位の変動状況によって

異なるため、水質を評価するに当たっては水位状況に応じた回数の検査を行うことが望ましい。 

 

2.9.2 調 査 

地下水の取水に当たっては、原則として次の各項の調査を行うものとする。 

1. 予備調査 

2. 水文地質調査 

3. 水質調査は、2.2.2 調査の 5.水質等に準じる。 

 〔解説〕 

 地下水の開発は、十分な地下水賦存量注1）が存在することの確認が前提になるので、予備調査と

して、その地域に関する水文関係資料注2）、既存の地下水関係資料をできるだけ収集し、検討する

必要がある。これらの資料によって賦存量の確認ができない場合は、地表地質調査、電気探査、

その他水文地質調査を行うことが必要である。 

1.について； 

 予備調査として収集する必要な資料は、地形地質分類図、降水量及び河川流量、既設井戸につ

いてのさく井柱状図、地下水面図、揚水量、地下水位の変動、水質などである。さらに、既設井戸
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について、その限界揚水量（2.9.5 揚水量の決定参照）、自然水位、豊水期と渇水期の水位変動及

び水質を調査し、その地域の既設井戸の総揚水量と揚水水位との関係、動水勾配、帯水層の位置

とその透水係数などから、可能であれば当該地域の地下水の水収支の実態を把握する。 

 地盤沈下防止のための地下水の取水規制の状況、地下水の水質汚染状況、土地利用の状況及び

将来の開発予定などについてもあらかじめ調査する。 

2.について； 

 水文地質調査には地表地質調査、電気探査、弾性波探査、ボーリング調査、電気検層などがあ

るが、これらの調査によって、調査地域の地質構造、地層の界面及び透水性の良否などを把握し、

おおよその地下水賦存量を確認する。 

1）地表地質調査 

 地形・地質資料を基にし、地表踏査を行い、ハンマやクリノメータを使用して地層の走向や傾

斜を測定し、ごく概念的な地形・地質を把握する。 

2）電気探査 

 地中に電流を流して地層の見掛の比抵抗を測定し、地質構造と地下水位を概念的に確かめる方

法である。この比抵抗法には、水平探査法と垂直探査法がある。 

 水平探査法は、伏流水等ごく浅い部分の帯水層の地下水について、２個の電流電極と２個の電

位電極を直線上にそれぞれ一定間隔に保ち、その間隔に相当する深さの比抵抗を測定する方法で、

数多くの測点を選定して調査する。 

 垂直探査法では、水平探査法と同様に４個の電極を用い、まず電極間隔をある間隔に保ち、そ

の間隔に相当する深さの地層の比抵抗を測定する。次に、この間隔を逐次長くとり、それぞれの

間隔に相当する深さの地層の比抵抗を測定する。この探査法は、特に軟弱地盤の調査に有効で、

地表の電極設置条件が良い場合には、深度 300m 位までの概略の調査が可能である。 

3）弾性波探査 

 地中で火薬を爆発させ、爆発によって生じる弾性波の伝播速度により地質構造を概念的に知る

方法である。固結度の高い地層の探査に適し、基盤の深度が浅い場合や、裂か水の調査に利用さ

れる。 

4）ボーリング調査 

 この調査は確実な地質試料を採取するために行うものであり、次に述べる電気検層を併用する

ことにより地層の界面や透水性の良否を確認できる。 

 調査に当たっては、掘削過程で採取した掘削屑（スライム）から地質構造を判定するのは難し

いため、撹乱しない試料を地層が変わるごとに確実に採取することが望ましい。 
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 また、ボーリング孔に給水車又はポリタンクから水を注水して水位の低下速度を測定する現場

透水試験を実施し、深度に応じた地盤の透水係数を求めることが望ましい。 

5）電気検層 

 裸のさく井孔に電極を降下し、孔内の見掛けの比抵抗（ρ）と自然電位（SP）を測定し、その比

抵抗値と深さ、自然電位と深さとの関係を示したものを電気検層図という。この図を解析して地

層の性質、深さ、厚さを判定し、併せて帯水層の概略を知る方法である。 

 地層の比抵抗測定の方法には、二極法、三極法、四極法などがあるが、一般には二極法か四極

法で行われている。 

6）試験井による確認 

 (1) 試験井の掘削 

 電気探査その他の調査結果に基づいて試掘地点の選定を行い、 も条件に恵まれている地点数

箇所を選び、試験井を掘削し、各層試験を実施することが望ましい。 

 この試験井は、単なる地質や地下水の概況を知るためのものではなく、あくまでも正確な揚水

試験が行える構造でなければならないので、仕上がり口径は少なくとも 150mm 以上とする。 

 また、必要に応じ試験井の周囲に数本の水位観測井を堀り、試験井の揚水試験に伴って生じる

試験井周辺の地下水の水位変化を観測する。これによって、単に汲み上げ可能揚水量を把握する

ばかりでなく、周辺の既設井戸への影響度合も調査し、さく井相互間の適切な間隔決定の資料と

する。設置した水位観測井は、維持管理のための観測井として有効活用も検討する。 

 (2) 各層試験 

 帯水層は、それぞれ固有の異なった圧力を持っており、また水質もそれぞれ異なる場合がある。 

 従来の井戸は、少しでも水量を多く確保するため多層採取を行ってきたが、今後は水量、水質

及び個々の帯水層の水位の面から、採水層を適切に選択する必要がある。 

 したがって、試験井の段階から、各層試験を実施することが望ましい。 

 

2.9.3 取水地点の選定 

取水地点は、次の各項に適合すること。 

1. 既設の井戸又は集水埋渠の取水に影響を与えない。 

2. 沿海部の場合は、海水の影響を受けない地点とし、津波の影響も考慮する。 

3. 付近の汚濁源の地下浸透による影響を受けない。 

 〔解説〕 
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1.について； 

 揚水試験等によって当該帯水層の影響圏が知られている場合は、影響圏内の既設井の水位降下

量を 10～20cm 以下になるような地点を選定する。 

 

2.9.4 採水層の決定 

採水層は、掘削中に得た次の資料を参考に選ぶものとする。 

1. 地層が変わるごとに採取した地質試料 

2. 掘削中の泥水注 1）の量的質的変化、湧水、逸水注2）などの有無 

3. 電気検層結果 

注 1） 泥水とは、生粘土やベントナイトの粉末などを水で溶かした溶液で、別名安定液ともいい、比較的軟弱な

地層を掘削する場合に欠かせない安定剤である。泥水は、裸孔の外側に粘性のある壁を形成して、地層の

崩壊を防止し、併せて掘削屑、ビット、ケーシングなどの昇降を容易にする。 

注 2） 逸水とは、掘削に使用する泥水が掘削中に帯水層に逃げることをいう。この現象は、帯水層の空隙が大き

い場合に起こるので、一般的に逸水のある場所は良い帯水層といわれている。しかしながら、乱掘地帯等

では帯水層の圧力が著しく減少して、ここから地下水が逃げることがある。 

 〔解説〕 

1.について； 

 深井戸の掘削は、泥水掘りでは泥水をポンプで送泥して、地層の崩壊を防ぎつつ裸孔の状態で

所定の深度まで掘削する。したがって、掘削中に帯水層の水量や水質を確認することは不可能で

ある。 

 水量、水質が分かるのは、スクリーンを取り付けたケーシング（側管）を挿入し、ポンプで揚

水する工事の 終段階である。もし、この段階で所要の水量・水質が得られないとしても、ケー

シングを入れ直すことは技術的にほとんど不可能である。 

 したがって、各地層の代表的サンプルを 500g ずつ採取し、できればふるい分け試験を行い、地

質の硬軟、掘削機械が受ける衝撃などを考慮して、地層の組成を柱状図に表現し、帯水層位置の

判断の参考にする。 

2.について； 

 掘削中に使用している泥水の水位が湧水あるいは逸水によって著しく変化する現象は、掘削中

の地層が透水性を有する証明であるので、柱状図にその旨記録しておき、採水層決定の一つの決

め手とする。 

3.について； 

 地質柱状図の精度は、掘削方法や現場技術者の技術能力によって個人差があるが、これを客観

的に試みる方法として、電気検層法がある（図-2.9.3参照）。 
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図-2.9.3 電気検層図 

 その原理は、礫、砂及び粘土の電気抵抗が異なることを利用したもので（2.9.2 調査参照）、地

層の変化や発達状況が判断できる。一般的な地層の見掛の比抵抗値は、次のとおりである。 

 1）礫層の場合、200～500Ω・m 

 2）砂礫層の場合、150～300Ω・m 

 3）砂層の場合、100～150Ω・m 

 採水層の条件としては、1）、2）、3）の順序で良い。第一帯水層でその値が 1,000Ω・m 以上に

なるものは、帯水していない場合が多い。また、砂層あるいは砂礫層であっても、見掛の比抵抗

が 100Ω・m以下の場合は、塩分、鉄分、汚水などの影響を受けている場合が多いので、採水の対

象から除外した方がよい。 

 採水層の決定は、以上のような多角的な観察により行われるが、従来はできるだけ多量の水を

採取しようとして、帯水層であればどのような位置でもスクリーンを挿入し、多層同時採水を行

っていた井戸が多く見受けられた。 

 しかし、帯水層はそれぞれ異なる圧力を持っており、場所によっては、スクリーンを挿入した

ために逆にその部分から他の帯水層の地下水が逃げて、かえって所要の水量が得られない場合も

ある。 

 したがって、採水層を決定する場合、できるだけ透水性に優れ水質がよく水位の安定した良好

な帯水層のみを選択して、スクリーンを設置する。 

 

2.9.5 揚水量の決定 

揚水量の決定は、次の各項による。 

1. 一本の井戸で計画取水量を得る場合の適正揚水量は揚水試験により判断する。 



 89

2. 複数の井戸（既設井戸を含む）で計画取水量を得る場合は次による。 

1)  井戸相互の影響圏を考慮して、本数を決定する。 

2)  揚水量は、揚水試験と付近の井戸の水位観測で、水位が継続して降下しない安

全揚水量とする。 

 〔解説〕 

 井戸の揚水量の決定は、一般に図-2.9.4のフローチャートによって行われている。 

各種揚水量の定義は、次のとおりである。 

① 大揚水量；揚水試験の過程で得られた 大の揚水量。 

② 限界揚水量；段階揚水試験で、これ以上揚水量を増やすと急激に水位が降下し、井戸に障

害を起こす量。 

③ 適正揚水量；限界揚水量の 70％以下の揚水量。 

④ 安全揚水量；①～③は、井戸一本ごとに関する揚水量であるが、安全揚水量は地下水域（水

盆）の水収支の均衡を崩さず長期的に取水できる揚水量。 

1.について； 

 段階揚水試験により限界揚水量が求められた場合は、その 70％以下の量を適正揚水量とし、本

井として使用してよい。限界揚水量が求められなかった場合でも、揚水試験を行った範囲内で計

画取水量が得られるならば、本井として使用できる。 

 試験用のポンプ能力が小さいため限界揚水量が求められず、しかも揚水試験時の 大揚水量が

計画取水量に満たない場合は帯水層試験を行う。これによって得られた水理定数を水理公式（参

考-2.16参照）に代入し、井戸の口径を仮定して揚水量を算出し、計画取水量、比湧出量（水位降

下１m 当たりの１日揚水量（（m3/日）/m））なども勘案して、本井の口径と揚水ポンプの容量を決

定する。 

2.1）について； 

 計画取水量が一本の井戸で得られない場合は、2.9.2 調査で得られた資料を参考にするととも

に、水理公式（参考-2.16参照）により影響圏を試算して、井戸の配置を十分考慮し、本井の数を

決定する。 

2.2）について； 

 複数の井戸で揚水する場合は、適正揚水量で取水しても互いに影響するおそれが多いので、揚

水試験と付近の井戸の水位観測で、水位が継続して降下しない揚水量を見いだす必要がある。 
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図-2.9.4 揚水量決定のためのフローチャート 
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〔参考-2.14〕 揚水試験の方法 

揚水試験は、採水層の特性と揚水井の性能を調査す

るために行うもので、段階揚水試験及び帯水層試験な

どがある（参考図-2.14.1参照）。 

 

 

 

参考図-2.14.1 浅井戸の揚水試験 

1. 段階揚水試験（参考図-2.14.2 参照） 

目的：限界揚水量及び比湧出量を求めるために行う。 

方法：揚水量を幾つかの段階（一般に６～７段階）に分け、一つの段階である時間揚水を続け、

水位が安定したならば、次の段階の揚水量に増加する。再び水位が安定するまで揚水を継

続し、水位が安定したら次の段階に移る。この

作業を何回か繰り返して、揚水量と水位降下量

との関係を両対数方眼紙にプロットする。揚水

量が少ない段階では各点を結ぶとほぼ直線にな

る。揚水量が増えると変曲点 A を有し、この変

曲点に当たる揚水量を限界揚水量 Qc としてい

る。なお、帯水層の湧水量が極めて大きく、試

験用のポンプ能力を上回る場合は、変曲点まで

に至らず、限界揚水量を求めることはできない。 

                           参考図-2.14.2 段階揚水曲線 

2. 帯水層試験 

 帯水層試験には、①一定量連続揚水試験と②水位回復試験がある。また、帯水層試験を行うに

は観測井を必要とする場合もある。 

目的：帯水層の性状すなわち透水量係数 T、透水係数 k及び貯留係数 Sを求めるために行う。 

方法：①一定量連続揚水試験は、限界揚水量を下回る揚水量を定め、この揚水量で連続試験を

行い、水位降下量と時間との関係を両対数方眼紙にプロットして水位降下量の差Δsを求

めるための試験である。 

②水位回復試験は、①の一定量連続揚水試験が終了したら、その後回復する水位と時間と

の関係を記録する試験で、残留回復水位（原水位と回復水位との差）s´と t/t´の関係を

片対数方眼紙の算術目盛と対数目盛にそれぞれプロットして t/t´～s´曲線を作図し、

①と同様の操作でΔsを求めるための試験である。 

3. 揚水試験の水位測定間隔 

 揚水試験の水位測定間隔は、参考表-2.14.1 を目安にするとよい。 
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参考表-2.14.1 揚水試験の水位測定間隔 

揚水井； 

揚水開始又は揚水停止後時間 
（min） 

測  定  間  隔 
（min） 

 0…… …… … 10 0.5 

 10…… …… … 15 1 

 15…… …… … 60 5 

 60…… …… … 300 30 

 300…… …… … 1,440 60 

 1,440…… …… 試験終了時 480 

観測井； 

揚水開始又は揚水停止後時間 
（min） 

測  定  間  隔 
（min） 

 0…… …… … 10 2 

 10…… …… … 15 5 

 15…… …… … 60 10 

 60…… …… … 300 30 

 300…… …… … 1,440 60 

 1,440…… …… 試験終了時 480 

 

〔参考-2.16〕 揚水試験の解析方法 

 揚水試験の解析には、 

 ① 平衡式注 1）によるティーム（Thiem）等の方法と 

 ② 非平衡式注 2）によるタイス（C. V. Theis）、ヤコブ（Jacob）などの方法が用いられる。 

 透水量係数 T、透水係数 k（参考表-2.15.1 参照）及び貯留係数 Sは、一定量連続揚水試験の結

果から、タイスの t～s曲線、ヤコブの t～s曲線、及び回復試験による t/t´～s´曲線などをそ

れぞれ作図して、次の 1）～6）の公式などより求めることができるが、そのうちどの値を選択す

るかは水文学的な見地から判断する。 

 なお、ここで用いられる各種の記号は、次表のとおりである。 

記  号 単  位 説   明 

s 又は H−h m 水位降下量 

Q m3/s 揚水量 

T m2/s 透水量係数 

k m/s 又は cm/s 透水係数（水理伝導率） 

M m 帯水層の厚さ 

S − 貯留係数 

R m 影響半径 

rw m 井戸の有効半径 

r m 揚水井の中心から観測井の中心までの距離 

t s 揚水開始後の経過時間 

t´ s 揚水停止後の経過時間 

s´ m 残留回復水位量 

u～W（u） − 井戸関数 

Lt m/（m3/s） 層流ロス定数 

Tf m/（m3/s）2 乱流ロス定数 

N − データの数 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 1）平衡式とは、揚水によって排出される水量と、周辺の帯水層から井内に流入する水量が、平衡
状態になっているという仮定の上に成り立っている公式。 

注 2）非平衡式とは、揚水によって排出される水量と、周辺の帯水層から井内に流入する水量とは平
衡状態にならず、時間とともに変化していく、いわゆる非定常状態として適用される公式。 

 

1）ティームの公式 
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2）タイスの標準曲線解析法（参考図-2.16.1 参照） 

 両対数方眼紙の横軸に揚水時間 t、縦軸に水位降下量 sをとり、観測データから t～s曲線を作

図する。これと１/u～W（u）の標準曲線を重ねてマッチポイントを求め、その点における t、s、

１/u、W（u）を読み取り、次式から計算する。 
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参考図-2.16.1 タイスの標準曲線法（村下敏夫「地下水学要論」㈱昭晃堂） 

3）ヤコブの直線解析法（参考図-2.16.2参照） 

 片対数方眼紙の対数目盛に揚水時間 t、算術目盛に水位降下量 sをとって、観測データから t～

s曲線を作図する。tに対する一つの対数サイクルにおける水位降下をΔsとし、解析曲線 s＝0と

交わる点を t0とすれば、次式で算出される。 

2
025.2

183.0

r

tT
S

M

T
k

s

Q
T











 

 

 

参考図-2.16.2 ヤコブの直線解析法 

計算例 

 片対数方眼紙を使い、対数の横軸に t を縦軸に s をとり、次表の各数値をプロットすると参考

図-2.16.2のようになる。 
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 t に対する一つの対数サイクルにおける sの差Δsを求めれば 

  Δs＝1.04−0.83 

   ＝0.21（m）    を得る。 

t（s） s（m） Q（m2/s） 

1,200 0.861 

0.018 

1,800 0.910 

3,600 0.955 

6,000 1.002 

9,000 1.025 

10,000 1.062 

 次に、この直線を矢印の方に延長して s＝0 と交わる点の t、すなわち t0を読めば（この場合、

もう一枚片対数方眼紙をつなぎ合わせなければ読めない）t0＝0.12 秒を得る。 
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4）水位回復法（参考図-2.16.3参照） 

 井戸において既知の時間に行われていた揚水を中止すると、水位は上昇する。この場合の回復

量は揚水量に等しいと考えると非平衡式が適用できる。 

 片対数方眼紙の対数目盛に t/t´、算術目盛に残留回復水位量 s´をとって、t/t´～s´曲線を

作図する。直線解析法と同様な操作を行ってΔs´を求める。 

s

Q
T





183.0

 

計算例 

 次表から s´と log t/t´の関係を片対数方眼紙に図示すれば、参考図-2.16.3 のようになる。 

時 間 s´ t´ t t/t´ log t/t´ 

13.11 1.070 0 191 - - 

15 0.427 4 195 48.7 1.6875 

20 0.292 9 200 22.1 1.3443 

30 0.200 19 210 11.0 1.0414 

40 0.160 29 220 7.6 0.8808 

50 0.135 39 230 5.9 0.7709 

14.00 0.117 49 240 4.9 0.6902 

20 0.095 69 260 3.76 0.5752 

40 0.082 89 280 3.15 0.4983 

15.00 0.071 1.09 300 2.76 0.4469 

20 0.064 1.29 320 2.43 0.3945 

40 0.057 1.49 340 2.28 0.3579 

16.00 0.052 1.69 360 2.13 0.3283 

20 0.049 1.89 380 2.05 0.3118 

40 0.048 2.09 400 1.91 0.2810 

17.00 0.041 2.29 420 1.83 0.2625 

20 0.038 2.49 440 1.77 0.2480 

40 0.035 2.69 460 1.71 0.2330 
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  s´＝0.1 のとき、log t/t´＝0.6 となるから、 

  

 sm

tt
s

Q
T

/0197.0
1.0

6.0018.0183.0

/log
183.0

2









 

 を得る。 

 

                   参考図-2.16.3 水位回復法 

5）影響圏を求める方法（非平衡式） 

 影響圏は次式により求められる。 

   
Q

ST
uW





0796.0

 

  u～W（u）関数表より uを求め 

  
S

stT
R




4  

 また、帯水層試験の一つとして、採水層別湧水量測定試験を行い、各帯水層別の性能を把握す

る方法もある。 

6）層流ロス定数及び乱流ロス定数を求める方法 

 揚水井の井内水位降下量は、一般に 

  
2QTQLs ff   

 上式を Qで除すと 

  QTLQs ff /  

 の一次式になるから、段階揚水試験及び一定量連続揚水試験のデータにより、Qを横軸に、s/Q

を縦軸にとって直線を描けば、切片が Lf、勾配が Tfとして求められる。 

 なお、Lf及び Tfを 小二乗法で求めるには 

  



2

/

QTQLs

QTNLQs

ff

ff
 

 ここに 

   N：データの数 

 の連立方程式を解けばよい。 
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2.10 集水埋渠 

2.10.1 総 則 

 集水埋渠は、河川敷の河床下や旧河川敷などの地中に埋設した集水機能を持つ管渠で、伏流水

や自由水面を持つ地下水（不圧地下水）を取水する施設である（図-2.10.1参照）。 

 
図-2.10.1 集水埋渠図（鳥取市水道局） 
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 砂利、砂などの透水性の良好な帯水層を選んで設けられ、流況が良ければ安定した取水が可能

である。地上構造物が築造できない場所にも、設置可能な取水施設としての利点がある。 

 

2.10.2 位置及び構造 

集水埋渠の位置及び構造は、次の各項による。 

1. 集水埋渠の布設の方向は、伏流水の状況を的確に把握して、効率的な取水が可能

となるようにする。 

2. 集水埋渠は、露出、流失のおそれがないよう、十分な深さに埋設する。 

3. 集水埋渠の延長は、試験井などによる透水試験等の結果に基づいて定めるものと

する。この際、集水開口部からの流入速度は、砂の掃流限界速度以下を標準とす

る。 

4. 巻線形スクリーン管又は鉄筋コンクリートの有孔管を標準とする。 

5. 洗掘のおそれがある堤外地に設けるときは、鉄筋コンクリート枠などで防護す

る。 

 〔解説〕 

1.について； 

 集水埋渠は、伏流水の流れの方向に対し、地形や用地などを考慮し、できるかぎり直角に設け

ることが、効率的である。 

 伏流水が豊富な場所においては、流向に平行に、あるいは平行に近く設けることもある。 

 取水量を多くするために、集水埋渠本管から、支管を１本ないし数本分岐することもある。 

2.について； 

 集水埋渠は、できるだけ直接地表水の影響を受けないよう埋設深さは５m 以上とすることが望

ましいが、帯水層の状況、難透水層の深さ及び水質などをも考慮して決定する。堤外地にあって

は、低水路の河床から２m以上とする。 

3.について； 

 試験井等により、2.9.2 調査 2.水文地質調査 4）ボーリング調査、2.9.5 揚水量の決定で述べる

透水試験等を参考として、集水埋渠の条件に適合する水理公式を用いて、延長を定める。また、

延長の決定に当たっては、砂等による集水開口部が閉塞を起こさないように流入速度は砂の掃流

限界以下にする（表-2.10.1参照）。 

表-2.10.1 土の分類と掃流限界速度 

土の分類 細 砂 中 砂 荒 砂 

粒 径 mm 0.05～0.25 0.25～0.5 0.65～2.0 

限界流速 cm/s 1.00～1.50 1.50～1.7 1.70～3.7 
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4.について； 

 巻線形スクリーン管及び鉄筋コンクリート有孔管（2.10.3 集水開口部参照）は、いずれも錆に

くく、強度及び耐久性のある材質とする。 

 管渠の形状は、円形を標準とする。内径は、布設後の点検、修理などの維持管理が容易になる

ように、900mm 以上とすることが望ましい。 

 

2.10.3 集水開口部 

集水開口部は、有効に取水ができ、かつ、閉塞のおそれの少ないものとする。 

 〔解説〕 

 巻線形スクリーン管（図-2.10.2参照）は、開口率が大きいため流

入速度を遅くでき、目詰まりしにくい構造の上、材質がステンレス

鋼のため錆にくいという特長がある。 

 鉄筋コンクリート有孔管の孔径は、大き過ぎると砂等の流入が多

くなり小さ過ぎれば閉塞するおそれがあるので、10～20mm を標準と

し、その数は１m2当たり 20～30 個の割合とし帯水層や流入速度を考

慮して決定する。 

図-2.10.2 巻線形スクリーン管の構造 

 

2.10.4 勾配及び渠内流速 

集水埋渠は、水平又は流れ方法に向かって緩勾配とし、集水埋渠流出端の渠内平均流速

は、１m/s 以下とする。 

 〔解説〕 

 全体的に平均した取水を行うため集水埋渠の勾配はなるべく水平又は１/500以下の緩勾配にし

ておくとよい。 

 集水埋渠内の流速は、集水埋渠流出端において平均流速１m/s 以下とした。 

 

2.10.5 継手及び埋戻し 

集水埋渠の継手及び埋戻しは、次の各項による。 

1. 継手は、管種に合わせ適切に選定する。 

2. 集水埋渠の周囲には、内側から外側へ大砂利、中砂利、小砂利の順にそれぞれそ

の厚さ 50cm 以上充填してフィルタ層を設け、その上に土砂を埋戻す。 

 〔解説〕 
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2.について； 

 集水埋渠の周囲には、砂の流入を防止し、伏流水の流入を円滑にするため、フィルタ層として

内側から外側へ大砂利（径４～５cm）、中砂利（径３～４cm）小砂利（径２～３cm）の順に各々の

厚さ 50cm 以上に充填し、その上に土砂を埋戻す。 

 河床下の集水埋渠は、河床に泥等が堆積して取水量が減少することがある 

 

2.10.6 接合井 

集水埋渠の接合井は、次の各項による。 

1. 集水埋渠の終端、分岐点、その他必要な箇所に接合井を設ける。 

2. 点検その他の作業が容易にできる大きさとし、水密構造のものとする。 

 〔解説〕 

1.について； 

 集水埋渠は点検及び修理が容易になるようにするた

め、埋渠の終端、分岐点、屈曲点、そのほか必要な箇所

に接合井（図-2.10.3参照）を設ける。 

 

 

 

 

図-2.10.3 接合井構造図（単位 mm） 

2.について； 

 接合井の内径は、集水埋渠内の点検や砂の搬出を容易に行えるように１m以上とする。 

 

2.11 浅井戸 

2.11.1 総 則 

 浅井戸は、不圧地下水又は伏流水を取水する井戸で、一般に鉄筋コンクリート製の井筒を地下

に設置し、その底面（井底）又は側面から井筒内へ集水し、その水を水中モータポンプ等で揚水

する施設である。 

 井筒のほか、鋼製等のケーシングを設置して、側面のスクリーンで集水する場合がある（図-

2.11.1、図-2.11.2参照）。 
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 井筒の壁面の帯水層に水平放射状に集水管を挿入し、井筒内へ集水する放射状集水井もある。

水量・水質ともに良好な帯水層があれば、比較的簡単に安定した取水が可能である。 

 浅井戸で安定した取水を図るためには、良好な帯水層を選定した上、井筒の構造、井底深度、

揚水ポンプ能力などを適切に決定する必要がある。また、地表からの水質汚染を防ぐため必要な

措置をとる必要がある。 

 

図-2.11.1 浅井戸の構造 

 

図-2.11.2 側壁部の巻線形スクリーン 

 

2.11.2 形状及び構造 

井戸の形状及び構造は、次の各項による。 

1. 井筒による場合 

1) 円筒形の鉄筋コンクリート造りを標準とする。 

2) 帯水層が厚く井筒の底部から取水する場合、井戸の大きさは試験井の揚水試験結果

に基づいて定め、底部と難透水層との間隔を適切に保つとともに、井底には硬質清浄

な砂利を敷き詰める。 

3)井底からの流入速度は砂の掃流限界速度以下を標準とする。 

4)帯水層が薄い場合、集水箇所を井筒側壁の帯水層底部近くに設置し、井底は鉄筋コン

クリートの底版とする。集水箇所は、井戸の 低水位より下に設ける。 

2. ケーシングによる場合は、2.12 深井戸に準じる。 
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 〔解説〕 

 我が国では、表層に多量の地下水を有する砂礫層が豊富なことから、浅井戸が多く掘られてい

る。 

 深さ８～20m の比較的浅い井戸は、掘削しながら井筒を設置していく。それ以上深い井戸は、崩

れやすい砂層が多いので、鋼管等を打ち込むケーシングによる方法が一般的である。 

 井筒の場合は、取水量と帯水層の厚さによって底面又は側面から取水し、ケーシングの場合は

側面から取水する。 

1.1）について； 

 浅井戸は、地表から水質への影響を受けやすいので、できるだけ深くした方がよいが、８～20m

のものが多い。井筒の形状は、円形を標準とする。 

 構造は、鉄筋コンクリート造りや鉄筋コンクリートブロック組立造りとし、側壁は破壊のおそ

れがない十分な強度を有する必要がある。 

1.2）について； 

 帯水層が厚く、井戸底部より取水する不完全貫入井戸を採用する場合は、井筒底部と難透水層

との間の地下水の流入抵抗を減じるため、その間隔は井筒外径の１/４以上を保つ。 

 井戸底部から砂が流入しないように、流入速度は、砂の掃流限界流速以下にする必要があり、

地下水又は伏流水が豊富である場合でも、底部からの流入速度の点で、井筒の口径を余り小さく

することは避ける。 

帯水層の砂が、井戸に流入したり、揚水時に巻き上げられたりしないように、下部から順次小

砂利（径２～３cm）・中砂利（径３～４cm）・大砂利（径４～５cm）をそれぞれ 30cm、合計 90cm 程

度の厚さに敷き均すことが必要である。 

1.3）について； 

 掃流限界速度については表-2.10.1参照。 

1.4）について； 

 取水量に比べて帯水層が薄い場合、特に渇水時等に地下水の水位低下のおそれがある場合の井

筒の構造は、帯水層の底部近くまで取水できるよう難透水層まで掘り下げ、底部を鉄筋コンクリ

ートによって閉鎖した完全貫入井とし、井筒の側面から取水する。 

 この場合、集水箇所は井戸の 低水位より下に設けることが必要である。集水箇所は 2.10.3 集

水開口部に準じて設けておくとよい。 
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2.11.3 複数井戸の配置 

近接して複数の井戸を設ける場合は、相互干渉がないように井戸間隔を決定する。 

 〔解説〕 

 井戸の間隔を近づけ過ぎると、相互干渉により極端な水位低下を起こし、砂流入等の障害が生

じるおそれがあるので、2.9.2 調査、2.9.3 取水地点の選定及び 2.9.4 採水層の決定に基づき適切

な間隔を置いて設ける。 

 また、地下水又は伏流水の流向に対して、井戸を結ぶ線が直角となるように配置することが取

水上有利である。 

 これは、流向に対して平行に井戸を配置した場合、上流側の井戸は的確に取水されるが、下流

側の井戸は上流の井戸の影響を受けて、十分な取水が困難となるおそれがあるからである。 

 

2.11.4 放射状集水井 

放射状集水井の構造は、次の各項による。 

1. 井筒の直径は、集水管挿入のため機械が容易に操作できる大きさとする。 

2. 井筒は土圧、浮力等に対して安全な構造とする。 

 〔解説〕 

 放射状集水井の構造は、井筒側壁から帯水層中へ集水管を水平放射状に突き出す。この突き出

した分だけ井戸の半径が大きくなるため大量取水に有利である。 

 放射状集水管は、地下水の流向や周辺地形に応じた適切な長さと口径とする。 

 井底は、難透水層（泥岩等）まで到達させ、また集水管には点検、補修の際取水が停止できる

よう、井筒内に耐食性を有するボール弁を設置することが望ましい。 

1.について； 

 井筒の直径は、井筒内のインパクトハンマ等により多孔

集水管を打ち込む作業や、ボーリングマシンで先掘して鞘

管を挿入し、巻線形スクリーン管を設置する作業に必要な

大きさとする（図-2.11.3参照）。 

図-2.11.3 集水管挿入工事 

2.について； 

 井筒は、鉄筋コンクリート造りとし、井底も鉄筋コンクリートで閉鎖する。また、点検、補修

に際して、井筒内の水をすべて排除して作業を行うことがあるので、土圧、揚圧力及び浮力に対

して安全な構造とする必要がある。 
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図-2.11.4 放射状集水井構図図 

2.11.5 付帯設備 

浅井戸の付帯設備は、次の各項による。 

1. 井筒は、地表面より高くし、覆蓋、通気口及び人孔などを設ける。 

2. 井筒の外周は、排水をよくし、汚水が浸入しないよう防護工を施す。 

3. 井戸には水位計を設ける。また、必要に応じて水質を監視するための設備を設ける。 

 〔解説〕 

1.について； 

 井筒は、外部から汚水等が入らないように地表面から 30cm 以上高くし、必ず覆蓋を設ける。 

 覆蓋には、井戸内水位の変化に対応するための通気口及び点検の際の出入りに必要な人孔を設

ける。通気口は、塵芥及び昆虫などが入らないように、細目の金網を張る。 

 その他、改修工事等に備え、機材が搬入できる搬入口を設ける。 

2.について； 

 井筒の側壁に沿って地表水又は汚水が地下に浸入しやすいから、井筒外周は排水を良くし、さ

らに掘削面と井筒との間隙の上部は粘土層等で遮水して汚水が地下に浸入しないようにする（図

-2.11.4参照）。 
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2.12 深井戸 

2.12.1 総 則 

 深井戸は、被圧帯水層から取水する井戸のことで、ケーシング、スクリーン及びケーシング内

につり下げた揚水管と水中モータポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得ること

が可能である。採水層に設置したスクリーンから直接ポンプで揚水し、深さは 30m 以上のものが

多く、600m 以上に及ぶものもある。 

 浅井戸が主として帯水層の面的広がりを考慮しなければならないのに対し、深井戸は帯水層の

立体的な広がり、すなわち帯水層の厚さがある程度なければならない。 

 したがって、深井戸のスクリーンは帯水層の厚さに見合った長さが必要である。 

 安定した取水量を確保するためには、十分な調査を行って良好な帯水層を見出し、その帯水層

に適したスクリーンの設置や地下水賦存量に見合った能力のポンプを選定する。また、緊急的な

ポンプ停止に対応すべく汎用性の高いポンプ選定等の配慮が必要である。 

 さらに、スクリーンの目詰まりあるいはスクリーンやケーシングの破損などの能力低下時等に

おいても安定供給を確保するために、予備井の設置等について検討しておく必要がある。 

 

2.12.2 さく井 

深井戸のさく井は、次の各項による。 

1. 工法は、その土地の地形・地質と環境を考慮して選定する。 

2. 垂直を保持するように掘削する。 

3. 泥水の使用に当たっては、地層の崩壊や逸水事故がないように留意する。 

4. 地層のサンプルを採取し、掘削終了後電気検層を行う。 

5. ケーシング降下作業は迅速に行う。 

6. 砂利の充填は、途中で空洞を生じないよう行う。 

7. 泥水の排除と仕上げは入念に行う。 

8. 揚水試験は確実に実施し、井戸内部の 終確認を行う。 

 〔解説〕 

1.について； 

 深井戸の掘削工法は、大別してオープンホール工法とケーストホール工法（プルバック工法）

に分類される。 

 オープンホール工法とは、掘削孔の崩壊を防ぐため孔内を泥水で満たし、泥壁を造りながら所

定の深度まで裸孔のままで掘進し、掘削完了と同時にスクリーンを取り付けたケーシングを降下

する工法である。 
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 ケーストホール工法とは、掘削孔の崩壊を防ぐため仮設のケーシングを地層に挿入しながら掘

進し、原則として泥水を使用せず、清水のみで掘進する工法である。 

2.について； 

 井戸が曲がると掘削用のビット等が抑留されたり、充填砂利が十分入らず、仕上げが不良にな

ったり、 悪の場合はケーシングが降下不能になる。 

4.について； 

 各地層のサンプル採取と電気検層は、スクリーンの設置位置の決定に不可欠な資料を提供して

くれる。 

 地層のサンプルの採取量は、ふるい分け試験をする場合には一回につき約 500g が必要である。 

6.について； 

 充填砂利は、スクリーンのスリット及び採水層の地質に見合った、できるだけ均質な丸みのあ

る砂利が望ましく、必要に応じてふるい分けを行い、計算した投入量より２割程度多く用意し、

投入に当たっては、絶えず一定量を連続的に投入し、投入量と充填深さを定期に測定しながら空

洞が生じないようにする。 

 充填砂利は原則として、 上部スクリーンの上端から５～10m 上の部分まで充填し、さらにその

上部は、セメントミルク、生粘土、ベントナイトで遮水し、地表から汚染物質が井戸内に浸入し

ないようにする。 

 

2.12.3 構 造 

深井戸の構造は、予定深度、揚水量、地下水の水位及び水質などを考慮して決定する。 

 〔解説〕 

 揚水量とケーシング径との関係を、一般に次のようにしている。 

① 揚水量 1,500m3/日未満の場合は、ケーシング径 250mm（揚水管径 100mm） 

② 揚水量 1,500～2,500m3/日未満の場合は、ケーシング径 300mm（揚水管径 125～175mm） 

③ 揚水量 2,500m3/日以上の場合は、ケーシング径 350mm 以上（揚水管径 175mm 以上） 

 ケーシングは一般に鋼管（JIS G 3452：配管用炭素鋼鋼管）が用いられ、その肉厚は地質の硬

軟の度合や深度により決められる。水質の影響による腐食や電食のおそれのある場合には、肉厚

管（JIS G 3454：圧力配管用炭素鋼鋼管）を使用したり、ステンレス鋼管（JIS G 3468：配管用

溶接大径ステンレス鋼鋼管）や合成樹脂管を用いる。 

深井戸用の揚水ポンプには、水中モータポンプが使用されている。 

 水中モータポンプの仕様は、ポンプの口径、吐出し量、全揚程、回転数、ポンプ効率、軸動力な
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どによって決定され、口径が 200mm までのものは JIS で規格化されている（JIS B 8324：深井戸

用水中モータポンプ）。 

 口径が 200mm を超える大形の水中モータポンプを使用する場合には、電源電圧、電動機の始動

方式などについて検討する。 

 揚水ポンプの設置位置は、図-2.12.3の③では砂が流入するおそれがあり、④ではポンプの設置

費が高くなり、また揚水抵抗も大きく、モータ周囲の水温上昇のおそれもある。したがって、そ

の設置位置は、②が も望ましく、やむを得ない場合は、④の位置に設置することもある。①で

は所定の揚水量の汲み上げは不可能である。 

 図-2.12.4は、取水すべき帯水層が深く、逸水等によって掘削上部の崩壊を招くおそれがある場

合、あらかじめ上部をケーシングによって仕上げ、再度掘削を行う深井戸の構造の例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.12.3 揚水ポンプ設置位置図            図-2.12.4 深井戸の構造 

 

2.12.4 複数井戸の配置 

複数の井戸を設ける場合、一般に地下水の流向と直角に千鳥配置とし、それらの間隔は

揚水量の相互干渉をきたさないように決める。 
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2.12.5 スクリーン 

深井戸のスクリーンは、次の各項による。 

1. 設置位置は、被圧帯水層とし、スクリーンの 下部には、砂溜まりとして閉塞管

を付ける。 

2. 地下水のスクリーンへの流入速度は、できるだけ遅くする。 

3. 採水層を構成する砂礫などの形状、粒径に適合した構造とする。 

4. ステンレス鋼製等の強度、耐食性に富む材質とする。 

 〔解説〕 

 スクリーンは、井戸の採水部分に挿入する孔開き管のことで、以前はストレーナともいわれて

いた。その良否によりさく井の優劣を決定するといってもよく、いわばさく井の心臓部である。 

1.について； 

 揚水に際し、砂の流入を招く場合もあるので、砂溜りとして下部に５～10m の長さのケーシング

を入れ 下部に閉塞管を取り付ける。 

2.について； 

 地下水の流入速度は、砂の掃流限界速度以下を標準とする（表-2.10.1参照）。 

3.について； 

一般には、防砂のため採水層の砂礫や充填砂利の粒径に見合ったスロットサイズの巻線形スク

リーンを使用した方がよい。 

 

2.12.6 付帯設備 

1. 井戸には、水位計、水質検査用の採水栓等を取り付け、また維持管理に必要な資

料を常備しておく。 

2. ポンプ室は、冠水しないよう地表面より高くするとともに、耐震化を図る。 

3. 必要に応じて予備電源設備及び予備ポンプを設ける。 

4. ステンレス鋼製等の強度、耐食性に富む材質とする。 
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３．貯 水 施 設 

3.1 総 説 

3.1.1 基本事項 

安定した給水を確保するためには、年間を通して計画取水量を安定して取水できる水源を確保

することが基本となる。 

 水道水源として水量に恵まれた地下水や河川の自流水を利用できる場合には、貯水施設を設置

する必要はないが、新たに地表水を取水しようとする場合、一般的には既存の水利と競合するの

で、水資源開発を行う必要がある。 

1. 貯水施設の役割と設置条件 

 貯水施設は豊水時の水を貯留し、降水量の変動を吸収して取水の安定を図る施設であるから、

その設置に当たっては立地条件、貯水容量、計画取水量さらには経済性についても検討が必要と

なる。 

2. 設置場所 

 貯水施設の設置場所は、貯留水の水質が可能な限り清浄であり、かつ将来的にも汚染のおそれ

が少ない地点が望ましい。 

 水質が必ずしも良好とはいえない地点にやむを得ず貯水施設を設置しなければならない場合に

は、流域の環境汚濁源等について調査を行うとともに、水質の将来予測を行い、富栄養化の防止

等の水質保全対策を積極的に講じる必要がある。したがって、貯水施設周辺からの流入汚濁負荷

量に対する監視を行うとともに、貯水池内の曝気循環設備や選択取水設備の整備等を進めること

が必要である。 

3. 環境への配慮 

 貯水施設の建設に当たっては、それが環境に与える影響を十分検討し、周辺地域等の環境悪化

を招かないよう配慮する必要がある。 

 計画の内容及び実施の方法によっては周辺地域や湖水など環境への悪影響が懸念されることか

ら、あらかじめ当該計画が環境に及ぼす影響をできる限り予測し、環境保全上の所要の措置を講

じることが必要である。水道水源は、主として地表水（河川水、湖沼水及び貯水池水）と地下水

とに分けられる。いずれの場合でも取水施設は、できるだけ良質な原水を安定して取水でき、ま

た維持管理が容易に行えるとともに、災害や環境対策にも配慮されたものとする。 

4. 位置、種類及び構造 

 貯水施設は、貯水容量、設置場所の地形及び地質に応じて、安全性と経済性に配慮した位置及

び種類とする。また、地震及び強風による波浪に対して安全な構造とする。 
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3.1.2 貯水施設の形式 

貯水施設の形式の選定に際しては、計画取水量、将来水質、設置地点、構造上の安定、

経済性、環境への影響等について検討を行うことが必要である。 

 〔解説〕 

 貯水施設を設置する場合、いかなる規模、形態の貯水施設を設置するかは、計画取水量と水質

の確保に重点をおき、河川等の流況、貯水施設設置予定地点の地形及び地質、構造上の安定、建

設及び維持管理の経済性、環境への影響などの条件を総合的に検討する。 

 貯水施設を形態から分類すると、表-3.1.2のようにダム、湖沼、遊水池、河口堰、溜池、地下

ダムなどになる。 

 貯水施設を使用目的により分類すると、専ら水道用のために建設される専用貯水施設と洪水調

節、発電、灌漑、工業用水道などの水道以外の用途と共同で建設される多目的貯水施設とがある。 

 専用貯水施設は、水道事業者が自ら建設し、管理を行うので、水量、水質の管理が主体的に行

えるという利点がある。しかし、その計画から建設、管理に当たっては、高度の技術を必要とし、

経済性において多目的貯水施設に比して劣る場合があるので、建設に際してはどの形態が採用可

能か、有利かについて検討する。 

 一方、多目的貯水施設による水道水源開発の場合には、3.3 多目的貯水施設に示すとおり、先行

開発のケースが発生するので、アロケーション、取水計画、構造、管理などについて水道事業者

の意向を十分反映させる必要がある。 

 主な貯水施設を比較すると表-3.1.3のとおりである。 

表-3.1.2 貯水施設の形態別分類 
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表-3.1.3 主な貯水施設の比較 

 

 

3.1.3 貯水施設の改良と更新 

貯水施設の改良・更新は、次の各項により計画的に行う。 

1. 貯水池の立地条件や地質条件、経済性等を考慮し、適切な流入土砂対策を講じる。 

2. ダム等の工作物は、計測データや調査資料に基づき検討し、必要な補修、補強等

を行い、漏水の防止や河川管理施設等構造令に基づく基準への適合を図る。 

また、耐震性が不足する場合は、適切な耐震性能を備えるよう計画的に実施する。 

3. 付属機器類は、日頃からの点検保守を基に操作性や信頼性を損なわないよう改

良・更新を行う。 

 〔解説〕 

 貯水施設には、ダムによるもの、湖沼等を利用するものなどがあるが、ここでは、河川を締め

切るダム等の工作物と、その結果生じる貯水池で構成されるものを対象とする。 

 貯水施設は、面的にも構造的にも規模の大きい施設であることや、多種多様の管理設備を備え

ており、ダムの機能を適正に発揮させるためには、ダム構造物及び付属する諸設備を適正に維持

することが重要である。 

 そのためには、定期的に点検整備を行い、適宜、諸設備の機能維持のための補修を行うととも

に、状況に応じて貯水施設の機能増強のための改良を行うことも必要である。 

 これら保全や更新においては、長期間にわたる貯留制限や取水制限を伴うことが多く、計画的

な取水が困難となり、水の安定供給に支障を生じさせるおそれがある。 

 したがって、貯水施設を設置する場合は、ダム堤体等の構造上の安全性確保とともに貯水池斜

面等の保全対策や流入土砂対策をはじめ、ゲート等付属設備の保全や更新が容易になるような計

画としておく必要がある。 



 111

1.について； 

 貯水池の斜面は、貯水位が上下することにより、地滑りや崩落を起こしやすい。また、谷部や

沢などでは、降雨により雨水が集中して貯水池に流入するため洗掘や土砂の堆積などを生じやす

い。これらの現象は、地形条件や地質条件により大きく左右されるため、綿密な調査や検討を行

い、あらかじめ十分な対策を講じておくことが必要である。 

2.について； 

 ダム等の工作物は、堅固に造られ耐用年数も長いため、全面的な造り替えはほとんどなく、補

修・補強などによる保全が一般的である。 

 必要となる補修・補強などは、堤体等の施設構造上の安定性を阻害する劣化や異常な変形、揚

圧力、漏水量などから総合的に判断する。 

3.について； 

 ゲートや弁類、水位計や電気計装設備などの付属機器類は、常に操作性・信頼性を確保してお

くことが必要であり、老朽化等により貯水施設の適正な運用管理が困難とならないよう、日頃か

らの点検、保守はもとより、計画的な改良や更新を行っていくことが重要である（8.1.3 設備の改

良と更新参照）。 

 

3.2 専用貯水施設 

3.2.1 総 則 

 専用貯水施設（専用ダム）は、水道用水の新規開発を目的に建設されるもので取水方法として

は貯水池から直接取水する場合と、いったん河川に放流し下流で取水する場合とがある。 

 

3.2.2 調 査 

専用貯水施設を計画する場合は、次の各項につき調査する。 

1. 水文 

2. 地形及び地質 

3. 利水状況 

4. 水質 

5. 堆砂 

6. 補償等 

7. 環境影響 

8. その他 

 〔解説〕 
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1.について； 

 水文調査としては、当該流域における降水量、流量（洪水量、平水量、渇水量など）、水温、気

温、蒸発量などの資料を収集する必要がある。特に、利水計画が過去の流量資料を基にして策定

されることから、降水量及び流量資料については、できるだけ長期間（ 低 10 箇年）にわたって

収集しなければならない。実測流量資料が少ないときは、低水流出解析や流域の類似した他の河

川の資料を基に換算を行うなどの方法が必要となる。 

 このため、これらの解析に必要な資料を収集するとともに、貯水施設計画地点及び水収支計算

上必要な地点などについて同時流量観測を行う必要がある。 

2.について； 

 当該河川における地形の概要を把握するとともに、貯水施設計画地点周辺の地形、地質を詳細

に把握する必要がある。特に、ダムは人工の構造物としては も大きなものの一つであり、長期

間にわたりその効用を発揮する施設であることから、安全性の確保には十分な考慮が必要となる。

このため、ダム建設予定地点の基礎地盤の性状については綿密な調査を行う。 

3.について； 

 貯水施設を計画する河川については、現在既に使用されている各種用水（水道用水、灌漑用水、

工業用水、水力発電用水など）について、取水系統図の作成、許可及び慣行水利権の調査、取水

量の実態調査などを行い、利水状況を把握する。また、当該河川及び影響が予想される海域など

にある漁業権についても調査を行う（2.2.2 調査参照）。 

4.について； 

 水道水源の水質保全対策は、流域から流入する汚濁負荷を低減することが基本である。長く貯

留された水は、富栄養化現象等が懸念されるため、流域から流入する汚濁負荷について環境保全

部局と連携し調査を行う必要がある（1.2.4 基礎調査、2.2.2 調査参照）。 

5.について； 

 貯水施設完成後の堆砂の進行によっては、有効貯水容量が減少し、また貯水池上流端部の背砂・

背水現象注１）により貯水池上流の河床や水位が上昇することもある。したがって、流域内の土砂の

発生状況、粒度、密度及び河状などを観察、測定して、流量と流送土砂量との関係を調査してお

く必要がある。 

6.について； 

 貯水施設建設に伴う補償費の事業費に占める割合が増加傾向にある。計画時から補償物件等の

概要について調査を行い、概算費用を算出しておく必要がある。 

7.について； 

 貯水施設の建設は、周辺自然環境等に影響を及ぼすことから、「環境影響評価法」等に基づき所
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定の手続きを行う必要がある。法対象外事業であっても、周辺地域における植生、魚類、鳥類、

昆虫、天然記念物、文化財などの自然環境に対して調査研究等の資料を収集整理するとともに、

必要があれば環境調査及び環境影響評価を行う。 

8.について； 

 貯水施設の建設に当たっては、取得事業用地外での仮設備設置や資材などの輸送手段等につい

て検討を行い、適切な方法、手段を定める必要がある。 

 また、貯水施設計画に関連する地域の道路事業や河川事業などを調査し、それらと整合がとれ

た合理的な施設計画とすることが必要である。 

 

3.2.3 計画基準年 

計画取水量を取水するために必要な貯水容量の決定に使用する計画基準年は、原則とし

て 10 箇年の第１位相当の渇水年とする。 

 〔解説〕 

 計画基準年は、長期にわたる既往渇水年のうち渇水規模の 大のものを選ぶことが理想である

が、その場合は膨大な貯水容量が必要となる。逆に、渇水程度が低い年を基準にすると、計画取

水量を取水できない年が、短期間に繰返し発生するおそれがある。我が国では、取水の安全度及

び事業の経済的効果を勘案して、10 箇年の第１位相当の渇水年を採用することが一般的である。 

 計画基準年の決定に当たっては、できるだけ長期間（20～30 年間、やむを得ない場合には 近

10 年間程度）の水文資料を収集し、連続した 10 箇年第１位相当（30 年間の場合は第３位、20 年

間の場合は第２位）の渇水年を対象とする。既に多目的ダム等の計画が具体化されている水系に

あっては、その計画と適合した計画基準年を採用する。 

 

3.2.4 必要貯水容量の決定 

必要貯水容量は、次の各項によって決定する。 

1. 計画基準年における水収支計算により決定する。 

2. 水収支計算では、計画取水量が確実に取水でき、かつ河川の流水の正常な機能の

維持に支障を及ぼさないことを明らかにする。 

 〔解説〕 

1.について； 

 水収支計算は、日単位で行うことが も確実であるが、河川流量が必要貯水容量に影響を与え

るのは、 大渇水時よりもある期間継続する渇水流況時であるため、貯水施設による開発計画で

は半旬単位（５日単位）の水収支計算で十分である。したがって、日流量を半旬の平均流量とし

てまとめ、計画取水量を取水するため水収支計算を行う。 
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 水収支計算を行う場合、各年ごとにダムは満水する

ものとして計算する例があるが、ダムが満水するまで

の期間が２箇年にわたって生じることもあるので、連

続計算をすることが望ましい（図-3.2.1参照）。 

 また、予備検討を行う場合には、流量図表による方

法や流量累加曲線図表による方法（リップルの方法）

などの簡便法を用いると便利である。 

図-3.2.1 水収支計算における貯水容量曲線 

2.について； 

 河川の流水の正常な機能の維持に必要な流量とは、既得水利権量（慣行水利権、既許可の水利

権）、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保

護、地下水位の維持、動植物の保護が確保されるための流量である。これは、河川維持用水とも

いわれ、河川の適正な利用及び流水の正常な機能を維持できる 低限の流量であることから、こ

れらを阻害することなく、計画取水量が確実に取水できることを水収支計算で証明する必要があ

る。 

 

〔参考-3.1〕 ダム開発における必要貯水容量算定のための水収支計算例（多目的ダムの建設第

２巻、ダム技術センター、平成 17 年版） 

 必要貯水容量は、取水基準地点において所定の水量（計画取水量＋正常流量）を確保するため

に必要な貯水池からの補給量と貯水池への流入量との差引により所要水量を半旬単位で求め、こ

れを累加したものの 大値である。この計算が水収支計算と呼ばれる。貯水施設の規模はこの水

収支計算を満足するように計画する。 

1. 計算条件 

・ダムの利水計画は、ダム下流にある既得用水と新規開発水量に対する補給を行う。 

・ダムの利水容量は 12,400 千 m3（洪水期）である。 

・ダム直下流の環境保全のための義務放流量は 0.3m3/s とする。 

・確保水量は、基準地点 Bでは、B地点より C地点までの既得用水を、基準地点 Cでは、C地

点より下流の既得用水並びに新規開発水量とする。 

・新規開発水量は、都市用水として 2.5m3/s である。 

2. 水収支計算例 

 水収支計算の実施例及びその計算要領を参考表-3.1.1、参考表-3.1.2、参考図-3.1.1、参考図-

3.1.2に示す。 

 本計算例では、ダム累加貯留容量が も小さくなる９月４半旬に 大値が生じる。すなわち、

必要貯水容量は利水容量 12,400 千 m3から、９月４半旬の容量 59 千 m3を差し引いた 12,341 千 m3

となる。なお、計算の中でダム累加貯留容量が負の値となる場合は、新規開発水量の減量又は利

水容量の増量などの計画変更が必要となる。 



 115

参考表-3.1.1 ダム水収支計算例 

 

参考表-3.1.2 ダム水収支計算要領 
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参考図-3.1.1 水収支計算位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図-3.1.2 水収支計算の一般フロー 

 

〔参考-3.2〕 簡便法による必要貯水容量の算定 

1. 流量図表による方法 

 この方法は、各月又は旬ごとに河川流量の変化を図示して、これに各月又は旬の計画取水量を

記入し、これらに囲まれた面積のうち 大値（b）を求めるものである。これがその期間における

補給総量、すなわち必要貯水容量である（参考図-3.2.1参照）。 

2. 流量累加曲線図表による方法（リップルの方法） 

 この方法は、各月又は旬ごとの河川流量及び計画取水量を累加して、それぞれの流量累加曲線

図表を作成比較し、河川の流量累加曲線が計画取水量のそれより緩やかな部分（MQ 又は RU）の起

点（M 又は R）から計画取水量累加曲線（OB）に平行な線（MN 又は RS）を引き、河川の流量累加

曲線との縦距（PQ 又は TU）のうち 大を求めるもので、これがその期間の必要貯水容量である。

ここに計画取水量累加曲線は各月ごとに変化する場合は曲線となる（参考図-3.2.2 参照）。 
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参考図-3.2.1 流量図表による方法     参考図-3.2.2 流量累加曲線図表による方法 

 

3.2.5 構造上の条件 

1. ダム型式は、ダム地点の地形、地質、洪水吐き、堤体材料について検討した上で

選定する。 

2. ダムの基礎地盤に関しては、ダムサイトの地質特性、ダム堤体を支持する地層の

厚さ、傾斜、透水性断層、割れ目等の地質条件を検討する。 

3. ダムの洪水吐きは、設計洪水流量を処理する規模、型式、配置を有し、施設の安

全が図られるものであること。 

4. 水道水や河川維持用水などの放流に必要な放流設備は、高水圧のもとで操作され

るため、ダム堤体との適合性が良好であり、ダム下流部に悪影響を与えない構造

とする。 

5. ダム堤体の構造は、ダム型式、基礎地盤、洪水吐き等の特性を考慮し、必要な水

密性及び耐久性を有するとともに、予想される荷重に対して安全であること。 

 〔解説〕 

1.について； 

 ダム型式は、堤体材料からコンクリートダムとフィルダムに分類される。また、コンクリート

ダムはその力学的特性により重力式ダム、アーチ式ダムに分類され、フィルダムは遮水機能を果

たす部分の構造により表面遮水型、均一型、ゾーン型に分類される（図-3.2.2参照）。さらに、フ

ィルダムは、堤体材料によってアースフィルダムとロックフィルダムに分類される。 

 

図-3.2.2 ダムの型式 
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これら型式の選定に当たっては、ダムの規模、ダムサイトの地形、地質、洪水吐きの規模、堤

体材料の有無について十分検討し、周辺環境や経済性などの諸条件も総合的に考慮された 適な

ものとする（表-3.2.1参照）。 

表-3.2.1 各ダム型式ごとの設計手法の違い（建設省河川砂防技術基準（案）同解説 設計編

[Ⅰ] 

 

2.について； 

1）コンクリートダム 

 (1) 重力式ダム 

 ダムの高さに対応して岩盤に伝わる力が大きくなるため、 大断面付近の基礎岩盤は、十分な

せん断強度を有する堅硬な岩盤が必要である。 

 (2) アーチ式ダム 

 河床部に対しては、重力式ダムの場合よりせん断強度に対する制約は少ないが、上部まで岩盤

が堅硬であり、アーチ推力に十分抵抗できる強度が必要である。また、ダムの厚さが薄いため基

盤の透水性に対する条件はかなり厳しくなる。 

2）フィルダム 

 一般にフィルダムはコンクリートダムに比べ、ダムから受ける荷重をより広い地盤に伝えるの

で、基礎の強さからの制約条件は少ない。基礎の必要条件として、遮水ゾーンの基礎では所要の

止水性とせん断強さが要求され、遮水ゾーン以外の基礎では、せん断強さとパイピングに対する

抵抗性が要求される。 

3.について； 

 通常の貯水池運転の 高水位は常時満水位である。しかし、ダムの安全を確保したり、ダムに

起因する河川管理上の支障をなくす必要性から、ダムの操作に対応する 高の水位として、設計

洪水位が設定される。したがって、常時満水位から設計洪水位に至るまでの流入量を下流へ安全

に流下させるため洪水吐き等を設けなければならない。 

 自由越流型の洪水吐きは、高速流を処理するためコンクリート構造としなければならないので、

越流型コンクリートダムにすると経済的である。フィルダムの場合は、洪水越流による安全上の

問題が、コンクリートダムの場合に比べはるかに大きいことから、原則として、ダム堤体とは別

に洪水吐きを設ける。 
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 ダムの下流部は、ダムからの放流水によって河床が洗掘されることが多く、ダムの安全及び河

川管理上問題が生じるため、減勢工等を設け河床部を保護する。 

4.について； 

 ダム水は、水道水として直接導水する場合を除き、一般に利水、河川の流水の正常な機能の維

持、貯水池及びダムの管理保全のために貯水池水位を低下させるなどの目的のため、放流管等に

よりダム下流部へ放流される。 

 この放流水は、貯水池水位に応じた圧力をもっているので、放流設備は構造が堅固で必要な水

密性を有し、開閉が確実であるとともにダム堤体との適合性を考慮して配置する必要がある。 

 放流設備は、振動による影響、河川の洗掘、衝撃などに対し、安全であるように水量のコント

ロールや減勢ができるゲート等を設置し、施設及びその周辺に悪影響を与えないようにする。 

 ダム管理の合理化及びダムが有する水力エネルギーの有効利用を図るため、減勢ゲート等の計

画時に水力発電施設の導入を検討することが望ましい。 

 

3.2.6 水質保全対策 

貯水池内の水質汚濁により、障害の発生が予測されるときは、水質保全の対策を講じる。 

 〔解説〕 

1）貯水池の水質の特徴 

 貯水池の水質は、気象、集水区域の環境、貯水池の容量、水深、貯水池の運用などと密接に関

係しており、一般河川の水質とは様相が異なる。すなわち、貯水池は河川水を貯留し、滞留時間

も長く、水深も深い。これらの特性のため、富栄養化が進行している貯水池もみられる。富栄養

化により藻類の繁殖に伴う異臭味水等が発生すると、浄水処理の負荷が増加し、浄水処理コスト

の増大につながる。 

2）水質保全対策 

 (1) 関係機関との連携 

 貯水池の水質保全対策は、集水区域内における保全対策と貯水池における保全対策に分けられ、

両対策を計画的、総合的に進めていくことが水質保全の実効性を高める上で重要である。 

 一般に、水質保全対策の実施に当たっては、貯水池及びその集水区域に関係する機関が多岐に

わたっていることから、まず、その根幹となる計画は、環境保全部局を中心とした関係機関等で

総合調整された上で策定される。さらに、実施対策としては、貯水池周辺の自然環境の保全並び

に汚濁源に対する各種規制や、下水道整備事業などが実施されることとなる。このため、水道事

業としては、これら対策の全体的な内容を十分理解した上で、関係機関等への働きかけを行う必

要がある。 
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 (2) 水質保全関係法律 

 (3) 水源地の保全 

 水源保全対策の一環として、ダム周辺森林の水源涵養機能を高め、乱開発による水質の汚染防

止を図る目的で、集水区域の山林や原野を水道事業者が自ら取得することも有効であるし、上下

流地域の交流等により、水源地に対する認識や水源林の大切さを認識する事業等を積極的に行い、

水道水を将来にわたり良質な状態で安定的に確保する工夫が重要である。 

 (4) 貯水池内の水質保全 

 貯水池内の水質保全対策としては、富栄養化の一因となる湛水区域の樹木を伐採するほか、薬

剤散布、貯水循環、底泥浚渫などの方法があり、これらは水道事業者自らが実施可能であること

から、貯水池内の水質の推移、集水区域内での保全対策の進行状況等を見ながら、積極的に実施

することが必要である。 

 

3.3 多目的貯水施設 

多目的貯水施設（多目的ダム等）計画に参画して水源を確保する場合には、次の各項につい

て配慮する。 

1. 調査、建設、完成に至る各段階ごとに、事業内容を把握し、水道事業の目的が十分達

せられるよう、事業主体や他部門との調整を図るとともに、水道としての必要な措置

を講じる。 

2. 二者以上の利水事業者が参画する場合には、取水導水施設の共同化などについて検

討する。 

3. 容量配分は、各目的の効果が総合的に発揮されるよう各々の計画が統合調整された

ものとする。 

4. 管理については、水道事業者としての所期の目的が達せられ、円滑な管理が行えるよ

う具体的な項目について、事業主体や他部門との調整を行う。 

5. 限られた水資源の有効利用を図るため、用途間転用等による水源の確保を検討する。 

 〔解説〕 

1.について； 

 多目的貯水施設は、水道をはじめ洪水調節、発電、灌漑、工業用水道などの２種類以上の目的

を持つ。 

通常、多目的貯水施設は、予備調査、実施計画調査を経て着工される。水道事業者は、基本計

画、基本協定などの作成段階までに、当該ダムに依存する利水量を決定する必要がある。このた

め、事前に水道の将来水需給計画を策定し、当該ダムに係わる水道計画を立てておくことが必要

である。また、ダム計画内容の詳しい資料を入手し、水収支や費用負担割合などについて、あら
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かじめ試算することも重要である。 

 一般に実施計画調査 終年度には、基本計画、基本協定など建設計画の基本事項が決められる

が、この中で、利水者と開発量、貯水池の容量配分、費用負担割合（コストアロケーション）、総

事業費及び工期などが定められることになる。基本計画等を決める際には、関係者の意見が聴取

されるので、アロケーション、取水計画などについて、あらかじめ調査を行って検討した結果を

基に、水道事業者の意見を反映させる必要がある。 

 ダム建設に要する資金については、基本計画、基本協定などの費用負担割合に基づいて各事業

者がそれぞれ負担することになる。 

3.について； 

 多目的貯水施設の計画に当たっては、２種類以上の目的を一つにまとめて計画するため、各々

の目的を正しく把握して、必要かつ十分な条件を計画に盛り込むことが基本となる。多目的貯水

施設における貯水容量は、利水容量（水道、灌漑、工業用水及び河川の流水の正常な機能の維持

に必要な流量を補給するための容量）、洪水調節容量（洪水の調節に必要な容量）、発電容量（発

電を行うに必要な容量）及び堆砂容量（貯水池へ流入する土砂の堆積のために必要な容量）に分

類されるが、これらの容量は目的によって利用方法が異なるため、競合関係を生じてくるものが

ある。 

 特に、治水・利水相互間では、治水事業が洪水期には洪水調節のために容量を開けておく必要

がある反面、利水事業では用水補給のための容量を確保しておく必要があり、根本的に相反する。

また、利水事業相互間でも、目的によって利用時期及び必要貯水容量が異なるため競合がおきる。

これらの競合を避けるためには、各々の必要貯水容量を単独に算出したのち、総合的に調整して

容量配分を決定することになる。したがって水道事業者は必要貯水容量について、3.2.4 必要貯水

容量の決定を参照の上で適切に対処することが必要である。多目的ダムの容量配分例を図-3.3.1

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.3.1 多目的ダムの容量配分例 
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4.について； 

 ダムの完成が近づくと水道事業者は、事業主体や他部門との調整を行い、管理の具体的な事項

を規定した管理協定等を締結しておく必要がある。協定に規定すべき事項としては、管理主体、

共同施設に関すること、ダム操作規則等の制定又は変更についての協議、毎年度の実施計画につ

いての協議、管理費用の負担割合及び負担の方法、ダムに起因する損害賠償に関することなどで

ある。 

5.について； 

 公共事業の見直しや環境への配慮などから、近年、新たなダム等の建設による水源の確保が困

難になってきている。限られた水資源の中で水需要に対応していくためには、用途間転用による

水源の有効活用が重要である。 
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８．機械・電気・計装設備 

8.1 総 説 

8.1.1 基本事項 

1. 機械・電気・計装設備の役割 

水道事業で使用される機械・電気・計装設備（以下、本編では「設備」という。）は、取水から

配水に至る水道施設の大部分に関連するため、機器、装置は多種多様である。また、それらが果

たしている役割の重要性から、これら設備の水道施設への適合性が、給水の安定性、経済性に大

きく影響する。 

したがって、設備は、安全性、効率性が確保できるものとし、信頼性の高い簡素な構成を基本

とする。そのため、機器類の選定に当たっては、求める機能と信頼性を確保し、その上で、実績

のある標準品や汎用品の採用を検討するとともに、ライフサイクルコストや環境負荷の低減等に

も配慮する。安定した給水を確保するためには、年間を通して計画取水量を安定して取水できる

水源を確保することが基本となる。 

2. 安全性の確保と具備すべき事項 

リスク管理や災害事故対策等の観点から、機器の故障時や点検及び更新時においても、水道施

設全体として平常運用時と同様の機能を確保できるようバックアップ機能を備える。さらに、地

震や台風などの自然災害や広域停電発生時においても必要 小限の施設運用機能を維持できる構

成とする。 

なお、安全性を高めるためには、設備に異常が生じた際にそれを検出し、その状態に応じて、

機器の停止、重・軽故障等の異常警報または表示を行う監視装置や保護装置を設ける。 

このほか、運転員の誤操作防止対策も重要である。設備は、効率的な管理を行うため、自動化

やその適応範囲の拡大が進んでいるが、運転員の判断による操作は皆無ではない。したがって、

運転員の判断ミスや誤操作による事故発生を抑えるため、簡素で安全なシステムとなるように計

画する。そのためには、過度な機能付加を極力抑え、可能な限り操作の容易性や保全性を考慮し

た機器、装置を採用し、運転員の負担を軽減する設備とすることが望ましい。 

3. 水道システムにおける設備更新と手順 

設備は、水処理や水運用において重要な役割を担い、他施設と密接な関係を保ちながら稼動し

ている。従って設備の計画・設計に当たっては、水道施設全体の構成や機能、設備の運用状況を

十分理解するとともに、施設の更新、増設、廃止や水道広域化などの将来計画と整合のとれた、

合理的で柔軟なものとする必要がある。 
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設備の計画手順は、図-8.1.1に示すように目的をできるだ

け明確化し、設置環境あるいは人的条件等の基本条件を考慮

し、運転及び管理の基本方針を設定し基本計画案を策定す

る。基本計画は、施設の位置づけにより信頼性、安全性、経

済性、保全性や環境保全対策等の評価基準を設定し、それに

基づいて評価を行い、 適計画を決定する。 

 

 

 

                                図-8.1.1 計画手順 

4. 更新計画とアセットマネジメント 

更新計画の策定に当たっては、設備全体の更新ピークの平準化とコスト縮減を図るため、アセ

ットマネジメント（資産管理）の手法を導入することが効果的である。 

アセットマネジメントの具体的な活用方法としては、設備の設置年度や劣化状況を的確に把握

することにより、劣化の進行速度から機器の寿命を予測し、更新または補修といった方法で予防

保全を施すことにより、機器の故障等の事故を未然に防ぎながら更新時期の平準化と機器の延命

化を図っていくものである。 

更新計画策定の際には、各設備の台数や能力、容量について、慎重に見直しを行う必要がある。 

 

8.1.2 関係法令 

設備の設計は、関係法令などで定められた事項についてはこれを遵守する。 

 

8.1.3 設備の改良と更新 

設備の改良と更新に当たっては、次の各項による。 

1. アセットマネジメントなどの手法を用いて、各水道事業体に応じた中・長期的な計

画を策定し、適切な時期に改良・更新を行う。 

2. 設備の更新の際には、関連する施設や設備の劣化状況及び更新計画を踏まえて、維

持管理が容易で経済的になるよう も合理的な手法を検討する。 

3. 設備の更新期間中においては、関連する施設の運用に支障を来さない工事計画を検

討する。 

〔解説〕 
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1.について； 

 設備の改良・更新時期は、老朽化による維持管理費の増大や機能の低下、関連する施設や設備

の更新計画などを踏まえ、アセットマネジメントなどの手法を用いて総合的に判断する。 

 これらの判断条件としては、運転実績、法定耐用年数、製造業者による補修部品の供給状況、

延命措置の可否、設備劣化診断技術等の科学的手法などがあり、これらに基づいて適切な改良・

更新時期を決める。 

2.について； 

 設備の更新に際しては、更新対象設備の運転記録、保全記録等を検討し、維持管理上の不具合

な点などを把握し、それらを改善できる設備にする。必要に応じて、他の更新計画に合わせて対

象設備を延命措置することにより、更新時期を延期することも検討する。設備・機器の新技術の

採用に当たっては、信頼性、安全性が高く保守の容易な設備・機器を採用するとともに、できる

だけ実績のある標準品・汎用品の採用など経済性についても検討する。 

3.について； 

 施設の構成上、機能低下や停止がやむを得ない場合は、水需要の少ない冬期や夜間に取替工事

を実施するか、あるいは他系統からの給水を検討するなど、できる限り水処理及び水運用に支障

がないようにする。 

 

8.1.4 危機管理 

設備の計画・設計に当たっての危機管理対策は、次の各項を考慮して定める。 

1. 設備は各事業者の水安全計画等に基づく管理項目を的確に管理でき、管理値を超え

た場合は即座に対応できるシステムとする。 

2. 重要度の高い設備は、二重化、二系統化等を図り、必要に応じてバックアップを考

慮した構成とする。 

3. 監視制御システムは、サイバーテロの対象となることも想定し、その被害を局所化、

小化できる構成とする。 

4. 無人施設は、不審者の侵入や施設の異常を直ちに検知し、確認することのできる監

視システムを構築する。 

5. 設備は可能な範囲で簡素化、ユニット化を図り、設備の設置空間、ケーブル及び配

管の布設ルート等は復旧作業を考慮した配置とする。 

6. 水害、火災、雷害、停電、津波の対策として、設備の設置場所、機器の構造及び材

質、避雷器の設置等を考慮する。 

7. 設備機器及び装置の据付に当たっては、アンカーボルトによる固定の強化や転倒防

止処置など地震対策を考慮する。 

〔解説〕 
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 設備の計画・設計に当たっては、自然災害（地震・出水・雷及びこれらに伴う停電・火災等）や

各種のセキュリティ対策を、水道事業体の実情に応じて定める。重要な設備については、地震等

の影響を考慮した安全性、信頼性の高い構造・構成にしなければならない。 

 また、大地震やテロ等に際して、設備の一部に損傷を受けた場合においても、システム全体と

して、できる限り給水機能を保持できるよう配慮する。 

 

8.1.5 環境保全対策 

環境保全対策として、次の各項について検討する。 

1.  過大設備や老朽化した機器及び低効率機器については、適正容量への見直しや省エ

ネルギー機器への早期更新を検討する。 

2.  小水力発電設備や太陽光発電設備等の新エネルギー設備の導入を検討する。 

 

8.2 ポンプ設備 

8.2.1 総 則 

 水道施設のポンプ設備には、河川水等の原水を取水する取水ポンプや導水ポンプ、浄水場内の

水処理に使用する各種ポンプ、浄水場からの送水ポンプ、配水池から需要者まで配水する配水ポ

ンプ等、多種多様な多くのポンプが使用されている。 

 ポンプ設備の設計に当たっては、計画水量・水圧を満足し、信頼性・安全性が高く、安定した

運転が図られ、使用目的や用途に合わせた適切なポンプを選定する必要がある。 

 また、ポンプ設備を効率的に運転するために、ポンプ用電動機とその運転方式についても適切

な制御方式とする必要があり、キャビテーションや水撃作用などの水理現象に対しても適切な処

置を講じるとともに、ポンプ井、据付基礎の構造物についても配慮する。 

 さらに、維持管理を考慮し、修繕工事や更新工事の工事期間中も安定運転が可能な設備とする。 

 

8.2.2 ポンプ設備の計画 

ポンプ設備の計画に当たっては、安定給水を目標に、土木、建築、機械、電気等各技術分

野を含めた総合的見地から検討する。 

〔解説〕 

 ポンプ設備は、信頼性、安全性が高く、かつ計画水量・水圧を満足するとともに、管路を含め

たシステムとして計画を立案する。 

 計画水量・必要水圧を満足するポンプ台数、吐出し量、揚程、原動機出力及び回転速度等のポ
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ンプ諸元を決定する。また、管路の状況によっては水撃圧の検討が必要となり、その対策として

ポンプ場内設備だけでなく、サージタンク等を管路に設ける必要が生じる場合もあるので、管路

を含めたシステムとして検討する必要がある。 

 ポンプは制御方式によって運転コストが変わり、制御盤など制御関連機器の構成も異なってく

るため、ライフサイクルコストを考慮した合理的で効率的な設備とする。このほか、近隣への騒

音防止対策や振動対策を図る。 

 

8.2.3 ポンプの容量と台数 

ポンプ容量と台数の決定は、次の各項による。 

1. 取水及び送水ポンプは、ポンプ効率の高い点で定量運転が可能な容量、台数とする。 

2. 配水ポンプは、水量の時間的変動に適合した容量、台数とする。 

3. ポンプの台数は、計画水量（ 大、 小、平均）及び故障時を考慮して決定する。 

4. ポンプには、設備の重要度、運用条件に応じて予備機を設ける。 

〔解説〕 

本編での用途別ポンプの定義は、以下のとおりとする。 

・取水ポンプ；河川水、地下水等の原水を取水するポンプをいう。 

・送水ポンプ；浄水池（配水池）から配水池へ送水するポンプをいう。 

・配水ポンプ；配水池から直接配水するポンプをいう。 

・増圧ポンプ；一部配水区域の不足圧力を補うために、配水管路に設置するポンプをいう。 

1.について； 

 取水・送水量は、季節変動（夏期─冬期）はあるが、配水量に比べ時間的変動は少ない。したが

って、取水、送水ポンプの設備容量を決定するための時間水量は、計画一日 大送水量の時間平

均水量とし、できる限り高い効率で運転できるものとする。 

2.について； 

 配水ポンプの容量を決定するための計画時間水量は、計画時間 大配水量とするが、夜間など

の時間 小配水量も考慮する必要がある。 

 配水量は、時間的に変動するだけでなく季節、曜日、天候によっても大きく変動する。年間を

通じての水量変化の幅も、夏季時間 大配水量と冬季時間 小配水量とでは相当大きな差がある

場合が多い。したがって、配水ポンプの容量・台数はこれらの条件に適応するように決定する。 

 配水ポンプは、容量及び台数決定と併せて配水規模、水量変化を考慮したポンプの制御方式（台

数制御、バルブ制御、回転速度制御）についても検討する。 

 増圧ポンプについては、配水ポンプに準じるが、ポンプの吸込側に極端な水圧低下が生じない
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よう特に注意する。 

3.について； 

 ポンプの設置台数は、需要水量の特性を考慮して、各制御方式における台数案を複数作成し、

安全性、ライフサイクルコスト等を総合的に検討し、決定する。 

 配水ポンプの設置台数は、故障または点検時の給水への影響を少なくし、設置スペースなどに

配慮して、予備機を含め通常３～５台に決定することが多い。 

 なお、台数決定に当たって留意する点は、次のとおりである。 

① 計画 終年次に至る間の需要水量の動向。 

② ポンプは、できる限り同容量とし、消耗品及び予備品の互換性を図る。 

③ 水量変化が大きい場合、大小２種類のポンプを設けるか、または回転速度制御などにより

吐出し量を制御する（8.2.10 ポンプの制御を参照）。 

④ 昼夜間、季節別等で揚程変化の大きいところでは、高揚程、低揚程の２種類のポンプに分

けることも検討する。 

4.について； 

 故障、補修等によりポンプが停止しても給水に支障が出ないよう予備機を設ける。予備機を必

要とする場合の台数は、同一ポンプを設置する場合は同容量１台を、容量の異なるポンプを設置

する場合は、大容量のポンプ１台とするのが一般的である。 

 なお、ポンプが停止しても直ちに上流側や他系統からバックアップができるなど給水に支障が

ない場合は、予備機を必要としないこともある。 

 上記を参考に 適なポンプ容量及び台数を決定する。詳細な 適案作成フロー図を図-8.2.1に

示す。 
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図-8.2.1 適案作成フロー図 
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8.2.4 ポンプ形式の選択 

ポンプの形式は、次の各項による。 

1. 計画吐出し量及び全揚程を満足し、運転範囲内で効率が高い。 

2. 計画吸込揚程で、キャビテーションが発生しない。 

3. 各種ポンプの形式は運転方法、保守及び分解整備など維持管理の得失を検討し決定す

る。 

〔解説〕 

 水道用として使用されるポンプは、そのほとん

どが渦巻ポンプである。 

ポンプ形式には、動作原理に基づいて分類すると、

遠心ポンプ、斜流ポンプ、軸流ポンプ及び特殊な

形式として、水中モータポンプや可動羽根ポンプ

等がある。水道用として主に使用されるポンプの

分類例を図-8.2.2に示す。 

                             図-8.2.2 ポンプの分類例 

1）遠心ポンプ 

 遠心力の作用によって羽根車内の水に圧力及び速度エネルギーを与え、この速度エネルギーの

一部を圧力に変換し揚水を行うポンプである。 

 圧力変換を渦巻ケーシング内で行うものを渦巻ポンプと呼び、ケーシング内の案内羽根で行う

ものをディフューザポンプ（図-8.2.3）という。 

2）斜流ポンプ 

 遠心ポンプと軸流ポンプの中間的な特性を有し、遠心力及び羽根の揚力作用によって羽根車内

の水に圧力及び速度エネルギーを与え、渦巻ケーシングあるいはディフューザケーシングで速度

エネルギーの一部を圧力変換し、揚水作用を行うポンプ（図-8.2.4）である。 

 

 

 

 

図-8.2.3 遠心ポンプ               図-8.2.4 斜流ポンプ 

 

3）軸流ポンプ 

 羽根の揚力作用によって羽根車内の水に圧力及び速度エネルギーを与え、さらに案内羽根で速

度エネルギーの一部を圧力に変換し、揚水作用を行うポンプ（図-8.2.5）である。 
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図-8.2.5 軸流ポンプ 

4）水中モータポンプ 

 水中モータポンプはポンプ部とモータ部が一体構造になっており、ポンプと電動機を水中に設

置して運転し、比較的小規模施設の取・送・配水設備用として使用される。 

1.について； 

 ポンプ形式の選択については、8.2.6 ポンプ形式と運転点を参照する。ポンプは吐出し量、全揚

程、回転速度が確定すれば比速度が定まり、適切なポンプの形式が確定する。一般的な水道用渦

巻ポンプの選定範囲は図-8.2.12による。 

 

図-8.2.12 渦巻ポンプの適用線図の例 

2.について； 

 吸込揚程とキャビテーションとの関係については、8.2.7 キャビテーションを参照する。 

3.について； 

 横軸ポンプは、保守が容易であり、水道用ポンプとして多く使用されている。 
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 なお、横軸ポンプの両吸込渦巻ポンプは、騒音等の原因となる脈動を低減できる位相羽根方式

の羽根車が比較的安価な脈動低減化対策として有効であるため、必要に応じて採用を検討する。 

 立軸ポンプは、電動機をポンプの上部に設置する構造で電動機を取り外した後ポンプを分解す

るので、分解整備などは横軸ポンプに比べ困難である。 

 立軸ポンプは、横軸ポンプに比べ据付面積が小さく、ポンプ部分が水中にあることから始動用

の呼び水装置が不要であり、キャビテーション特性（8.2.7 キャビテーションを参照する）に有

利な面がある。 

 地下水を揚水する場合に、その水位が低いときは水中モータポンプを用いる。水中モータポン

プは、ポンプ部とモータ部が一体構造になっており、ポンプと電動機を水中に設置して運転し、

比較的小規模施設の取・送・配水用として使用される。 

 

8.2.5 ポンプの諸元 

ポンプの諸元の決定に当たっては、次の各項目を検討する。 

1. 全揚程 

2. 吐出し量 

3. 口径 

4. 原動機出力 

5. 回転速度 

〔解説〕 

1.について； 

 ポンプが、規定の流量を吸込水面から吐出し水面へ揚水するためには、その水位差と、管やバ

ルブなどの抵抗を上回るエネルギーが必要である。 

 これらの水位、抵抗及びエネルギーを水柱の高さとして表したものを水頭と呼び、ポンプ加圧

により発生する水頭を揚程という。 

 これらの水頭には、実揚程、速度水頭、圧力水頭、管路の損失水頭があり、それらを合計した

ものを全揚程と呼ぶ。 

 1）全揚程の算出方法は次のとおりである。図-8.2.13を参照する。 

  
g

v
hhH d
la 2

2

  

   ここに 

H ：全揚程（m） 

H ＝ Hd ＋ Hs（押込の場合は、−） 
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Hd ：吐出し全水頭（m） 

Hs ：吸込全水頭（m） 

Ha ：実揚程（m） 

Ha ＝ had ＋ has（押込の場合は、−） 

had ：吐出し水頭（m） 

has ：吸込水頭（m） 

hl：管路の損失水頭（m）          

hl ＝ hld ＋ hls 

hld ：吐出し管路の損失水頭（m） 

（損失水頭には、管の摩擦損失と、バルブ類、短管、曲管等の損失を含む） 

hls ：吸込管路の損失水頭（m） 

（損失水頭には、管の摩擦損失と短管、曲管等の損失を含む） 

vd ：吐出し管端の流出速度（m/s） 

g ：重力加速度（9.8m/s2） 

 

 2）増圧ポンプの全揚程の計算には、速度水頭が管路の損失水頭に比べ極めて小さいので省略し、

図-8.2.14のように二つの動水勾配線の差をポンプの不足水頭（全揚程）Hとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.2.13 横軸ポンプ（吸込）の全揚程    図-8.2.14 増圧ポンプ（吸込）の全揚程 

 3）配水ポンプの場合は、配水管の末端における必要 小動水圧に、配水ポンプと配水管の末端

の地盤差と管路の損失水頭を加えたものを全揚程とする。 

2.について； 

 ポンプの計画吐出し量は、計画水量及び台数より決定する（8.2.3ポンプの容量と台数を参照）。 

3.について； 

 ポンプの大きさは、口径によって表される。立軸軸流ポンプ、立軸斜流ポンプ及び水中モータ

ポンプの場合は、吐出し口径、他のポンプの場合は吸込口径と吐出し口径で表し、概略口径は次

式によって表される。 
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v

Q
D 146  

 ここに 

D：ポンプの口径（mm） 

Q：ポンプの吐出し量（m3/min） 

v：吸込口または吐出し口の流速（m/s） 

 ポンプの吸込口または吐出し口の流速は、２m/s を標準とする。 

4.について； 

 原動機の出力は、次式により計算する。 

    






 1
163.0

p

HQ
P  

 ここに 

  P ：原動機の出力（kW） 

  γ ：液体の単位当たりの質量（kg/L） 

  Q ：ポンプの吐出し量（m3/min） 

  H ：ポンプの全揚程（m） 

  ηp ：ポンプ効率（図-8.2.15を参照する） 

  α ：余裕率 0.1～0.15（電動機の場合） 

     
60

163.0
g

※  g：重力加速度（9.8m/s2） 

 図-8.2.15 は、 高効率値に関する参考値であ

る。 

図-8.2.15 吐出し量とポンプ効率 

 5.について； 

 ポンプの回転速度は、高くなるほど電動機が小形軽量となりコストが安くなる。しかし、回転

速度を上げるとキャビテーションの発生や、摺動部の摩耗も促進されるため総合的に判断する。 

 

8.2.6 ポンプ形式と運転点 

ポンプは、計画水量、動水圧、管路特性等の計画条件に適した形式のもので、効率的な運

転ができるものとする。 

1. ポンプの形式は、使用条件に も適した比速度（Ns）となるようなポンプとする。 

2. 計画給水量、動水圧及び管路特性により、ポンプ運転範囲を把握し、キャビテーシ

ョン発生の有無を検討の上、 適な制御方式を採用する。 
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〔解説〕 

1.について； 

1）ポンプの比速度（Ns） 

 比速度（Ns）とはポンプ羽根車の形状を示す値で、次の式で表される。 

   

4

3

2

1

H

Q
NNS   ………………………………（8.1） 

ここに 

  N：回転速度（min−1）（N＝120×周波数／極数） 

  Q：吐出し量（m3/min）（両吸込の場合には片側の流量で計算するため Q／２とする） 

  H：全揚程（m）（多段ポンプの場合は１段あたりの全揚程とする） 

 Ns と羽根車の形状及びポンプの形式との関係は、図-8.2.16に示すように Ns が小さくなるに従

って、羽根車外径に対する羽根の幅は小さくなり、一方、大きくなると羽根の幅が広くなる。さ

らに Ns が大きくなると斜流形になり、続いて軸流形になる。 

 Ns は 8.1 式で示されるように、Ns が小さいと一般に吐出し量が少ない高揚程のポンプを意味

し、大きいと吐出し量が多い低揚程のポンプとなる。 

 

図-8.2.16 羽根車の形状、ＮＳ、ポンプの型式の関係 

2.について； 

 ポンプの運転点は、図-8.2.18 で揚程曲線と管路

抵抗曲線との交点として求められる。管路抵抗曲線

は、実揚程に吐出し量に応じた管路系の損失水頭を

加えた曲線である。 

 

図-8.2.18 ポンプの運転点  

1）主な制御方式における運転点 

 (1) 台数制御 

 複数台の同一性能のポンプを共通管路で並列運転する場合は、図-8.2.19のように、各ポンプの
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同一全揚程に対応する吐出し量を台数倍したポンプ全台数の合成揚程曲線と、抵抗曲線 R との交

点 aがポンプの運転点となる。 

 ３台運転時の各ポンプの運転点は、a 点と同

一揚程の b点となる。また、同一抵抗曲線で２

台運転時の各ポンプの運転点は同様に b'点と

なり、１台運転の場合は b"点となる。図より明

らかなように、b点がポンプの仕様点とすると、

b"点は過大流量域となりキャビテーション、過

負荷が発生するおそれがあるので、ポンプ設備

の計画に際しては注意する。特に河川等の取水

水位に変動があり、実揚程が低下する場合

（b
'''

）には弁を絞る等の対策を検討する。 

                       図-8.2.19 同一性能ポンプの並列運転 

 (2) バルブ開度制御 

 図-8.2.20に示すように、ポンプがバルブ全開状態で、揚程

曲線と抵抗曲線 R1の交点 A1で運転されているときにバルブを

絞った場合、抵抗曲線は R1から R2に移動し、運転点は点 A2に

なる。 

A2点の見かけ上の効率はη2であるが、実際はη3となる。な

ぜなら A2点と A3点の動力は同じなので 

    

 

 

の関係から  

 

 

 

 

図-8.2.20 バルブ開度制御 

となり、図において、H3＜H2であるからη3＜η2となるので、システム全体の運転効率はη3に下

がる。 

 (3) 回転速度制御 

 運転点については、前述の１.について(1)回転速度の変更を参考のこと。 

2）自動制御方式における運転点 

 (1) 吐出し圧力一定制御（回転速度制御の場合） 

3

2
23

3

2

3

2

H

H

H

H










P

HQ
P

HQ

32
3

22
2

163.0

163.0
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 各需要者の使用水量が減ると、抵抗曲線 R は使用水量に応じて急勾配な曲線へと変化する。回

転速度が一定の場合、水量が Q0から減少すると運転点は A から曲線 N0上を左に移動する。一方、

回転速度制御で吐出し圧力一定制御の場合は、水量が Q0、Q1、Q2、Q3と減少すると、回転速度は N0、

N1、N2、N3と変化し、運転点も A、B、C、D と変化して全揚程は H に保たれる。同時に、軸動力も

L0から L1、L2と変化し省エネルギー効果がある（図-8.2.21）。 

 (2) 末端圧力一定制御（回転速度制御の場合） 

 この制御は、水量が変化しても管路末端での水圧を一定に保つもので、実測方式（末端圧力一

定制御）と演算方式（推定末端圧一定制御）がある（8.3.4 圧力制御を参照）。 

 図-8.2.22で示すように、末端圧力を一定にするため、ポンプの運転点は使用水量の変化に伴っ

て抵抗曲線上を移動する。このときの軸動力変化を吐出し圧力一定制御と比較した場合、さらに

省エネルギー効果があることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.2.21 吐出し圧力一定制御       図-8.2.22 末端圧力一定制御 

 

8.2.7 キャビテーション 

キャビテーションは、ポンプに振動、騒音、壊食が発生し、また揚水不能など致命的影響

を与えるので、これを避けるため次の各項について検討する。 

1. 有効吸込水頭 

2. 必要有効吸込水頭 

3. キャビテーション対策 

〔解説〕 

 ポンプの内部で、流速の急変や渦流の発生、流路の障害などによって流体の圧力が低下し、飽

和水蒸気圧近くになると、水中に溶存している気体が液中から分離し始め気泡となる。さらに飽

和水蒸気圧以下になると水が気化し、流れの中に空洞を生じる現象をキャビテーションという。 

 キャビテーションはポンプでは羽根車の入口で発生しやすい。この気泡は流れに乗って移動し、
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高圧部に来るとそこで押しつぶされて瞬間的に壊滅する。この現象が絶え間なく続くと、ポンプ

の性能は低下し、振動・騒音を伴い、揚水不能となることがある。また、キャビテーションが長

く続くと、気泡が壊滅する時に生じる部分的な衝撃圧によって、羽根車、ケーシング等が壊食を

起こし、短い期間に損傷する場合がある。送・配水ポンプ設備では、規定吐出し量を大幅に超え

る過大吐出し流量域で発生するキャビテーションと、ポンプの種類によっては、過小流量域のキ

ャビテーションが問題となる。 

1.について； 

 ポンプがキャビテーションを発生しないで運転されるためには、利用できる有効吸込水頭が、

ポンプが必要とする必要有効吸込水頭（後述）より大きいことが必要であり、利用できる有効吸

込水頭（hsv）は、次式で表される（図-8.2.24を参照）。 

  Hsv ＝ Ha – Hp ＋ Hs − hl 

ここに 

  hsv：利用できる有効吸込水頭（m） 

  Ha：大気圧を水頭で表したもの（m） 

（表-8.2.3を参照） 

   Hp：その水温における飽和蒸気圧力を水頭で 

表したもの（m） （表-8.2.4を参照） 

  Hs：吸込実揚程（m） 

吸上げのとき（−）符号 

押込みのとき（＋）符号 

  hl：吸込管の損失水頭（m） 

  

 

                        図-8.2.24 ポンプの有効吸込水頭（hsv） 

表-8.2.3 高度と大気圧を水頭で表したもの（Ha） 

 

表-8.2.4 水温に相当する飽和蒸気圧（Hp） 

 

 2.について； 

 ポンプの全揚程、吐出し量及び回転速度が異なるごとに運転に必要な有効吸込水頭の限界があ

り、これを必要有効吸込水頭 Required NPSH（Hsv）という。これは、ポンプがキャビテーション

を起こすことなく、水を羽根車に吸い込むのに必要なポンプの吸込基準面における 小限度の水

頭のことで、ポンプについて固有のものである。 
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 必要有効吸込水頭（Hsv）は、吸込性能及び吸込比速度（S）を用いて次式で求められる。 

   
3

4
















S

QN
HSV  

 ここに 

  Hsv：ポンプが必要とする有効吸込水頭（m） 

   N：ポンプの回転速度（min−1） 

   Q：ポンプの吐出し量（m3/min）（両吸込の場合に

は、片側の流量で計算するため Q/2 とする。） 

   S：吸込比速度 

 羽根入口の形状が同じならば、羽根の外径を変えて

も、同じ吐出し量の点でキャビテーションが発生する

という考え方から導かれたもので、図-8.2.25 に渦巻ポ

ンプの吸込比速度の値を示す。 

 本図の適用範囲は比速度（Ns）＝120～650 の範囲で

ある。                       図-8.2.25 渦巻ポンプの吸込比速度 

キャビテーションに対して安全なためには、利用できる有効吸込水頭は、ポンプが必要とする

必要有効吸込水頭より大でなければならない。一般的に hsv−Hsv＞１mとする。 

3.について； 

 キャビテーション発生防止に関しては、次の対策が有効である。 

①ポンプの据付位置をできるだけ下げて hsv を大きくする。 

②吸込管の損失をできるだけ小さくして hsv を大きくする。 

③ポンプの回転速度は低いものを選び、Hsv を小さくする。 

④運転点が変動し揚程が低くなる場合は、吐出し量が増えて Hsv が増大するから、これを見込

んで十分な hsv を与えるか、バルブを絞って過大吐出し量にならないようにする。また、ポ

ンプ計画上全揚程に余裕をとり過ぎると実際運転した場合に過大吐出し量で運転することに

なり、Hsv が大きくなるから注意を要する。 

⑤同じ吐出し量、同じ回転速度ならば、一般に両吸込ポンプの方がキャビテーションが起こり

にくい。 

⑥厳しい条件で運転する場合は、壊食を避けるためにキャビテーションに強い材料を使用する。 

⑦吸込側のバルブでは絞らない。 

 

8.2.8 水撃作用 

ポンプ系の水撃作用については、次の各項に留意する。 

1. ポンプの急停止時における水撃作用の有無を検討する。 

2. 水撃作用のおそれのある場合は、その軽減策を考慮する。 
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〔解説〕 

1.について； 

 管内を充満して流れている水の速度が急激に変化すると、水圧に激しい変化を生じる。この現

象を水撃作用（ウォーターハンマ）といい、ポンプ系の場合には、水中分離を発生することが多

い。 

 停電などの事故により送水中のポンプが急に駆動力を失った場合、ポンプの回転速度の低下に

よって吐出し能力を失い送水管内圧力は急に低下し、図-8.2.26のような管路の場合には、A点付

近に負圧となる箇所が生じ、この負の圧力が約−10m まで下がると、管内の水に空洞部が発生して

水柱分離が生じる。 

 水柱分離後、ある時間が経過すると、上流側の水

と下流側の水がぶつかりあい、水柱が再結合すると

き異常に高い衝撃圧を生じる。 

 これらの現象は、配管距離が長いほど起こりやす

く、管路の破損事故などを起こすおそれもあるので、

事前にその対策をたてることが重要である。 

 

2.について； 

 水撃作用を防止するための主な方法は、次のとおりである。 

1）負圧（水柱分離）発生の防止法 

 (1) ポンプにフライホイールをつける。 

 ポンプにフライホイールをつけることにより慣性効果を大きくし、ポンプ吐出し圧力の急激な

低下を緩和する。フライホイールを採用するに当たっては、その重量を考慮した軸受及び始動方

法を検討する必要がある。 

 (2) 吐出し側管路にサージタンク（コンベンショナルサージタンク）を設ける。 

 サージタンクによって、その下流側の管路は水撃作用から切り離される。また、圧力上昇を吸

収し、圧力降下に対しては水を補給して負圧を防止する。 

 サージタンクは も安全、かつ確実な水撃作用防止

対策である。図-8.2.27を参照する。採用に当たって

は次の条件を検討する。           

① ポンプの正常な起動、停止及び運転時の水量変

化に対して、サージタンク内の水面変動を吸収

するため、十分な水面面積をとる。 

② ポンプの揚程が大きい場合には、一般に高い塔

となる。 

 図-8.2.26 水撃現象 

図-8.2.27 コンベンショナル・サージタンク
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③ サージタンクはポンプの近くに設置するのが通常であるが、配管によっては 大負圧の生

じる場所に設置する。 

 (3) 吐出し側管路にワンウェイ・サージタンクを設ける。 

 ワンウェイ・サージタンクは、圧力降下のときに必要かつ十分な水を補給して、負圧を防止す

ることのみを目的とするもので、逆止弁によって常時は管路から分離させる。 

 サージタンクに比較して一般に小形となる

が、場合によっては複数個必要になる。また、

タンク内への水の補給のためタンクの高さを静

水頭以下とすることや、寒冷地においては凍結

防止の必要があり、浄水の場合では、水質を保

持するため水の入れ替えができるよう考慮しな

ければならないことなど、建設並びに維持管理

について検討して決める。図-8.2.28を参照する。 

                      図-8.2.28 ワンウェイ・サージタンク管路図 

 (4) 圧力水槽（エアチャンバ）を設ける。 

 ポンプの急停止後に発生する圧力低下を防止するため、圧力水槽内の水を内部の空気圧力によ

り管路へ給水する。 

2）圧力上昇軽減方法 

 ポンプ吐出し側の逆止弁が、逆流開始後急に閉鎖する場合は圧力上昇が生じる。このような上

昇圧を軽減する主な方法には、次のようなものがある。 

 ① 緩閉式逆止弁による方法 

   管内の水の逆流開始直後の逆流に対して、弁体を緩やかに閉じるもので、逆流する水を徐々

に閉鎖し、圧力上昇を緩和させる。 

 ② 急閉式逆止弁による方法 

 逆流が大きくなって急閉すると高い圧力上昇が生じるので、逆流が起こる直前の流速が遅

くなったときに急閉する方法で、逆流開始が速い管路に用いられる。 

 ③ コーン弁またはニードル弁による方法 

   停電と同時にコーン弁またはニードル弁の油圧操作機構により、バルブ開度を制御し自動

的に緩閉するもので、流速の変化を小さくし圧力上昇を抑えることができる。 
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8.2.9 ポンプの据付及び付属設備 

ポンプの据付及び付属設備の設置は、次の各項による。 

1. ポンプの吸込管は、空気溜まりのできない配管とする。 

2. ポンプの吐出し管は、摩擦損失が小さくなるよう考慮するとともに、ポンプの吐出

し管には、逆止弁と吐出し弁を設ける。 

3. ポンプ吸込水槽は、ポンプの据付位置にできる限り近く築造し、水流の乱れや渦巻

が起こりにくい形状とする。 

4. ポンプの基礎は、ポンプの荷重及び振動に対して十分な強度をもつこと。 

5. 吸上げ式のポンプは、呼び水用の真空ポンプ装置を設ける。 

6. ポンプの運転状態を知るための設備を設ける。 

7. 軸封用、冷却用、潤滑用等の小配管には継手を設ける。 

〔解説〕 

1.について； 

 吸込管の結合部はフランジ継手とし、結合部から空気を吸い込まないようにする。また、吸込

管はできる限り長さを短くし勾配を付けて空気の溜らない配管とする。図-8.2.29を参照する。な

お、押込方式のポンプの場合は、吸込配管に遮断弁（手動）を設ける。 

 

図-8.2.29 ポンプの吸込管、良否の例 

2.について； 

 ポンプの吐出し口における流速が大きい場合、漸拡短管を取り付け、管内吐出し口の流速を3m/s

以下にする。逆止弁と吐出し弁は、通常この漸拡管の下流側に取り付ける。この際、ポンプやバ

ルブ類の取外しなどを考慮して、ポンプ付近にたわみ継手、伸縮継手または伸縮管及び遮断弁（手

動）を設ける。また、ポンプを複数台設置する場合、吐出し管が集合する部分は、管路の摩擦損

失水頭を減ずるため、水量が多くなる部分の配管口径を大きくする。図-8.2.30、図-8.2.31を参

照する。 
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図-8.2.30 ポンプ吐出し管の例 

 

図-8.2.31 伸縮継手使用の例 

3.について； 

 吸込水槽を２槽以上に分割しておくと、清掃、補修等の

維持管理に便利である。 

 水槽内で偏流が生じないように考慮し、２台以上のポ

ンプを設置する場合には、各ポンプの吸込条件が等しく

なるようにする。水槽内の偏流を防止するには、水槽内に

整流壁、阻流板等を設けると効果がある。図-8.2.32を参

照する。 

 

 

図-8.2.32 吸込水槽の大きさと構造例 

4.について； 

 ポンプの基礎は、原則としてコンクリート構造とし、ポンプと電動機の基礎を一体とした構造

とする。 

5.について； 

 真空ポンプは、常用と予備を設置する。主ポンプ１台の呼び水に要する時間は３～10 分程度の

ものが一般的である。 
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6.について； 

 ポンプの運転状態を知るために、ポンプの吸込側には真空計または連成計、吐出し側には圧力

計を見やすい位置に取り付ける。 

7.について； 

 配管の途中には、適当な箇所に継手を設け、分解・整備が容易に行えるよう配慮する。 

 

8.2.10 ポンプの制御 

ポンプの制御は、次の各項による。 

1. ポンプ設備における制御は、操作場所の優先度や自動−手動の操作回路及び異常時

対応などを総合的に勘案して決定する。 

2. 流量の制御は、ポンプ運転台数の変更による制御や、ポンプ運転台数制御に回転速

度制御、バルブ開度制御、ポンプの可動羽根制御を組み合わせることによって行う。 

3. 圧力の制御は、吐出し圧力一定、または末端圧力一定を目標として、ポンプの回転

速度やバルブ開度などを制御することにより行う。 

〔解説〕 

1.について； 

1）操作場所の切替 

 運転操作は、選択場所のみで可能とし、その切替操作の優先度は、下位（現場側）ほど高いも

のとする。 

2）運転操作 

 ポンプの運転操作方法は、手動運転及び自動運転があり、ポンプ室では手動運転、電気室、監

視室では手動運転及び自動運転が行えるものとする。 

3）一括切替 

 操作場所の切替は、機場一括で行う。運転操作（自動、手動）の切替は、各制御（ポンプ制御、

配水池流入弁制御、流入バイパス弁制御、受電切替制御）個別に行う。 

4）現状維持 

 ポンプの操作回路は、操作場所「遠方−直接」の切替、運転モード「自動−手動」の切替を行っ

ても切替前のポンプ状態（運転・停止）を維持する。また、運転モードが「自動」時は、次の異常

が発生した場合も原則としてポンプ状態を維持する。 

① 台数制御器本体異常  

② 制御異常（運転指令ポンプが運転しない場合、停止指令ポンプが停止しない場合） 

③ 流量信号異常時 

④ 圧力信号異常時 
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5）ポンプ同時始動防止 

 ポンプの同時起動を行なうと、その突入電流により受電遮断器のトリップが発生するおそれが

ある。また停電復旧時等で水量が急激に増加するため、濁りの発生が懸念される。そのため、ポ

ンプの同時起動を防止する回路を設ける。 

2.について； 

 運転中のポンプの吐出し量を制御するには、 

① ポンプの運転台数を制御する方法 

② ポンプの回転速度を制御する方法 

③ バルブの開度を制御する方法 

④ ポンプの羽根角度を変化させて制御する方法 

⑤ ①から④を組み合わせた方法 

がある。それぞれ設置する機器及び運転効率に特徴があるので、制御方式は、これらの特徴を生

かして決定する。①～③の比較を表-8.2.5に示す。 

表-8.2.5 ポンプの制御方式の比較 

 

3.について； 

 圧力制御の方法には、ポンプの回転速度制御及びバルブ開度制御方式があるが、共に台数制御

と併用するのが一般的である。 
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1）吐出し圧力一定制御 

 ポンプの吐出し圧力一定制御は、調節計で設定したポンプの吐出し目標圧力と、実際の吐出し

圧力との偏差分だけポンプの回転速度または制御用バルブの開度を増減し、吐出し圧力を一定に

する。 

2）末端圧力一定制御 

 末端圧力一定制御は、流量が変化しても管路末端での圧力が一定になるように、ポンプの吐出

し圧力を制御するものである。この方式は管路損失が大きい場合や、需要水量の変動が大きい場

合に適する。 

 

8.2.11 ポンプ制御の付属機器 

ポンプを自動または遠方制御によって運転する場合は、次の各項に示す付属機器を設置する。 

1. ポンプケーシング内が満水になったことを検知するための満水検知装置。 

2. ポンプの吐出し圧力を検知するための圧力検知装置。 

3. ポンプ軸封水、冷却水及び潤滑水等の流れを検知するための流水検知装置。 

4. 呼び水、軸封水、冷却水及び潤滑水等の小配管の途中の必要な箇所に、電動弁または電

磁弁などの流水開閉装置。 

5. 吐出し弁の動作の確認と保護のためのリミットスイッチなど。 

〔解説〕 

 ポンプの始動及び停止を自動または遠方制御によって行う場合は、必要に応じてポンプ始動時

の呼び水、原動機の始動、吐出し弁の開作動などの一連の始動工程、あるいはこれらの反対順序

である停止工程を、順次自動的に円滑に進行させるために必要な付属機器を設置する。 

 

8.2.12 保護装置 

ポンプが運転中に発生する異常を検出し、警報または表示する適切な保護装置を設置する。 

〔解説〕 

 ポンプが運転中に故障などの異常を発生した場合は、警報により運転員に異常を知らせたり、

故障の程度に応じてポンプを停止し、ポンプ・電動機を保護する必要がある。 

 

8.3 電動機 

8.3.1 総 則 

 電動機は信頼性、保守性、制御性及び運転経費等を考慮し、使用目的に適したものを選定する。 

 電動機の種類は誘導電動機、同期電動機、直流電動機及び交流整流子電動機に大別される。水
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道施設では、誘導電動機が多く用いられており、省エネルギー対応のポンプ用電動機としては、

高効率三相かご形誘導電動機も開発されている。 

 電動機の選定に当たっては、始動方式や保護方式を含めた信頼性、耐久性、制御性、保守性に

優れ、ポンプの負荷特性並びに運転方法に適したものにする。また、初期設備費は高価であるが

省エネルギー効果によるライフサイクルコストの低減が見込める省エネルギー機器についても採

用を検討する。 

 

8.3.2 電動機の選択 

電動機の選択は、次の各項による。 

1. 三相誘導電動機を標準とする。 

2. 電動機の形式には、保護方式及び冷却方式等により各種あるが、設置環境や使用目

的により選択する。 

〔解説〕 

1.について； 

 電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で安価であり運転、保守が容易なことか

ら、ポンプ用電動機としては三相誘導電動機を標準とする。三相誘導電動機は、回転子の構造に

よりかご形と巻線形に分類される。 

1）かご形誘導電動機 

 回転子がスロット中に納められた棒状の導体と鉄心の両側で、これらを短絡する端絡環からな

る電動機である。構造が簡単かつ堅牢であり、安価で保守性もよいが、始動電流が大きいため、

小容量のものを除いては、始動電流を低減させるための始動装置が必要である。 

2）巻線形誘導電動機 

 回転子に固定子と同様の三相巻線を持ち、スリップリングを通して二次側に外部抵抗を接続し、

この抵抗を調整することで、始動トルクを減ずることなく始動電流を低減できる電動機である。

また、この二次抵抗または二次励磁制御によって、回転速度制御を行うことができる。 

3）水中モータポンプ用電動機 

 ポンプの外径、接続配管及び使用電圧など種々の制約を受けるため、その形状、構造等につい

ては、JIS B 8324（深井戸用水中モータポンプ）で規定されている。 

 

8.3.3 始動方式 

三相誘導電動機の始動方式は、電源容量、電動機の種類・用途に も適したものを選定する。 

〔解説〕 

 三相誘導電動機の始動方式には、表-8.3.3のような方式がある。 
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表-8.3.3 始動方式 

電動機種別始動方式 始動方式 

かご形誘導電動機 

全電圧始動 

スターデルタ始動 

コンドルファ始動 

リアクトル始動 

巻線形誘導電動機 二次抵抗始動 

 

1.かご形誘導電動機の始動 

 かご形誘導電動機の始動方式は、始動電

流の制限上限値と始動トルクの必要値に

よって選定する。図-8.3.1は、各方式の結

線図を示したものである。 

 

 

                               図-8.3.1 三相かご形誘導電動機の始動方式 

1）全電圧始動（直入始動） 

 固定子巻線に直接電源電圧を加えて始動する方式で、定格出力 3.7kW 以下の電動機や、特殊か

ご形電動機で 11kW 未満または 11kW 以上のもので電源電圧に著しい変動を与えるおそれのない場

合に用いる。始動電流は、全負荷電流の 450％～700％である。 

2）スターデルタ始動（Y−Δ 始動） 

 電動機の固定子巻線を始動時に、スター（星形）に接続し、固定子巻線の各相に印加される電

圧を電源電圧の
3

1
とすることにより、始動電流を全電圧始動時の

3

1
（始動トルクも

3

1
となる）と

するもので、回転速度がほぼ全速に達したところで、デルタ（三角形）に切替えて、定格電圧に

より正規の運転を行う方式である。 

3）コンドルファ始動 

 始動時だけ三相単巻変圧器を使用し、電動機端子電圧を定格の 60％～80％程度に下げて始動す

る方式である。この方式では、加速後全電圧に切り換えたとき、大きな突入電流を生ずるおそれ

があるため、始動時に単巻変圧器を使用した減電圧始動とし、加速後単巻変圧器の中性点を開い

て、変圧器巻線の一部をリアクトルとして電流を制限し、次にリアクトル部分を短絡する方式で

ある。 

4）リアクトル始動 

 始動時、固定子巻線に直列にリアクトルを入れ始動電流を制限し、加速後これを短絡する方式

で、前記の各方式に比べて始動電流が大きい割に始動トルクが小さくなる。 
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2.巻線形誘導電動機の始動 

 回転子巻線にスリップリングを介して抵抗器を接続して始動し、ある範囲内で始動電流を小さ

くすると同時に、始動トルクを比較的大きくする始動方式である。 

 図-8.3.2は、二次抵抗始動方式の結線図を示したもので、回転子

巻線をスリップリング及びブラシを経て外部の抵抗器と接続し、こ

の抵抗値を減少して行くことにより、始動から全速まで加速するこ

とができる。また、始動後、長時間連続運転する場合には、スリッ

プリングを自動的に短絡し、ブラシを引き上げる装置を設け、ブラ

シの摩耗を防ぐようにする。 

                           図-8.3.2 二次抵抗始動方式の結線図 

3.始動方式の比較 

 表-8.3.4は、各始動方式の始動電流及び始動トルクを比較したものである。始動方式の選定に

当たっては、これらの特性を十分考慮する。 

表-8.3.4 始動方式・電流－トルク比較 

 

 

8.3.4 回転速度制御 

電動機の回転速度制御を行う場合は、制御範囲、制御性、効率、ライフサイクルコスト、

信頼性及び保守性等について総合的に検討し、ポンプ設備に応じた方式を採用する。 

〔解説〕 

1. 回転速度制御方式 

 主な回転速度制御方式を比較すると、表-8.3.5 のとおりである。 
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表-8.3.5 ポンプの回転速度制御方式の比較 

 

2. 制御方式の選定 

 表-8.3.6は、これらを考慮して各制御方式を比較した一例である。 

表-8.3.6 ポンプ制御方式の比較 
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方式選定は、単に制御方式の優劣だけでなく、保守管理体制（人員、技術レベル、夜間等緊急

時の体制）、及びポンプ停止時の水運用（系統切替、配水池容量などのバックアップ）、経済性等

を比較項目とし、これらに重要度に応じて重み付けを行い総合的に比較する。 

 

8.3.5 保護装置 

電動機の保護は、次の各項による。 

1. 過負荷、短絡、地絡、低電圧、欠相及び復電時の事故防止のため保護装置を設ける。 

2. 電動機の電磁開閉器と、始動装置及び二次短絡装置との相互間には、始動時の誤操

作防止のインターロックを設ける。 

 

8.4 バルブ 

8.4.1 総 則 

1. バルブの役割と機能 

 水道用バルブは、流水の遮断、制御、水圧の調整など水道施設を有効かつ安全に運営する上で

重要な役割を担っている。水道施設においてバルブには、次の機能が求められる。 

① 流量・圧力・水位の制御 

② 管路の通水・遮断 

③ 圧力管路から沈砂池、配水池等へ放流する際の水の減勢や流量制御 

④ 管路内の水流の逆流防止 

⑤ 配水管路などの減圧 

2. バルブの選定 

 バルブを選定する際には、用途、役割を十分考慮した上で、水路、管路の水理特性に適合する

特性を有するバルブを選定する。また、長期にわたって機能が保たれるよう、維持、管理が容易

な場所に設置することが必要である。 

 また、バルブの材質、塗装については、強度や耐食性のほか、水質に影響を与えないものを選

定することが重要である。 

 

8.4.2 バルブの用途と種類 

バルブは、制御用、遮断用、放流用、逆流防止用、減圧用等、その用途により止水性、

操作性、制御性、耐久性などの特性を検討して選定する。 

〔解説〕 
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1.制御用バルブ 

 制御用バルブは、その使用目的により、

流量制御、圧力制御、水位制御に分けられ

るが、構造が簡単、軽量で開閉トルクが小

さく、流量特性も比較的良好である水道用

バタフライ弁が広く使用されている。 

 制御に用いられるバルブは、図-8.4.1に

示すとおりである。図-8.4.2～図-8.4.4に

流量制御用としてよく使用される水道用バ

タフライ弁、コーン弁、多孔可変オリフィ

ス弁の構造例を示す。 

 

 

 

 

 

 

図-8.4.1 制御バルブの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.4.2 水道用バタフライ弁の構造例   

 

 

 

 

                   図-8.4.3 コーン弁の構造例 
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図-8.4.4 多孔可変オリフィス弁の構造例 

 

2.遮断用バルブ 

 遮断用に使用されるバルブは、図-8.4.5に

示すとおりである。 

図-8.4.5 遮断用バルブの種類 

3.放流用バルブ 

 放流用バルブは、ダムからの放流に使用されるほか、圧力管路から沈砂池、着水井等開水面へ

放流する際の減圧や流量制御用として使用される。このバルブは、高水頭、高流速下で長時間の

連続放流を行うことが多く、比較的大口径のものが要求される。 

 

4.逆流防止用バルブ 

 逆流防止用バルブは、他のバルブがす

べて電気、空気圧あるいは手動操作など

により開閉されるのに対し、正・逆流の

流体力によって開閉されるという大き

な相違点がある。逆流防止用バルブの種

類は、図-8.4.6に示すとおりである。 

                                            図-8.4.6 逆流防止用バルブの種類 

1）逆止弁 

 ポンプやサージタンクの逆流防止用には、弁体がヒンジによって支えられ、その軸の周囲を自

由に回転して開閉運動するスイング逆止弁が使用される。図-8.4.7を参照とする。 

緩閉形スイング逆止弁は、ポンプ停止時の逆流による圧力上昇を緩和させるために、全閉間際
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の閉鎖速度を極端に緩慢になるようにしたもので、主弁緩閉形とバイパス緩閉形がある。（図-

8.4.8参照）。比較的実揚程の高い場合には、バイパス緩閉形スイング逆止弁が使用される。この

場合の実揚程は 10m 以上必要である。このバルブは、スイング逆止弁に緩閉弁を内蔵したバイパ

ス路を付加したもので、構造が複雑である。（図-8.4.9） 

 

 

 

 

図-8.4.7 スイング逆止弁の構造例    図-8.4.8 緩閉形スイング逆止弁の構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.4.9 バイパス緩閉形スイング逆止弁の構造例 

 

2）フート弁 

 フート弁は、ポンプ設備の吸込側垂直配管の先端に設け、ポンプ停止時のポンプ吸込側の満水

状態を保つために使用する。 

5.減圧用バルブ 

 減圧用バルブとして使用されるバルブには、バタフライ弁、

コーン弁、ボール弁等があるが、駆動用電源あるいは制御装置

が必要になるため、配水管路ではオート弁が使用される。図-

8.4.10は一般的に使用されるオート弁の構造を示す。 

 

 

 図-8.4.10 オート弁の構造例 
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6.管路保護用バルブ 

 管路内の排気及び吸気用の水道用空気弁には、 

① フロート弁体の浮力により、浮動弁体が作動し、多量急速排気、

多量急速吸気及び圧力下排気を行う急速空気弁 

② フロート弁体により開孔または閉止し、排気、吸気及び圧力下

排気を行う単口空気弁 

③ フロート弁体により開孔または閉止し、多量排気、多量吸気及

び圧力下排気を行う双口空気弁 

がある。水道用空気弁の構造を図-8.4.11～図-8.4.13に示す。 

 

図-8.4.11 水道用急速空気弁の構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.4.12 水道用単口空気弁の構造例             図-8.4.13 水道用双口空気弁の構造例 

 

7.排泥、薬品注入用バルブ 

 1）排泥用バルブは、薬品沈澱池、排水処理設備等でスラッジを対象に制御及び遮断用に使用す

るので、全開時の流れの形状が流体への抵抗の少ない形状のダイヤフラム弁、偏心弁、ピン

チ弁等が使用される。 

 2）薬品注入用バルブは、取り扱う薬品に も適した耐食性のある材料のものを使用する必要が

ある。遮断用としてはダイヤフラム弁、ピンチ弁、ボール弁が、逆流防止用としてはボール

逆止弁がある。流量制御バルブには、耐食性材料のものを使うのはもちろん、容量係数、口

径、構造等が適切なものを使用する。 
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8.4.3 バルブの選定 

バルブの選定は、次の各項による。 

1. 水理条件、設置目的等を満足する特性のものを選定する。 

2. 制御用バルブは、制御流量、限界流速、容量係数等を検討し、円滑な制御が可能な

ものを選定する。 

〔解説〕 

1.について； 

 バルブには、それぞれ固有の特性がある。バルブ本来の性能を発揮させるためには、遮断、制

御等それぞれの用途ごとに求められる水理条件、使用条件を調査の上、それらの条件を満たす損

失係数、容量係数、流量特性等の基本特性を持つバルブを選ぶことが重要である。バルブに共通

する検討事項は次のとおりである。 

① 水量、圧力 

② 管路の水理条件に対する適応性 

③ 設置場所及び環境条件等に対する適応性 

④ キャビテーション 

⑤ 水撃現象 

⑥ 駆動方式及び駆動装置 

⑦ 経済比較 

2.について； 

 制御用バルブの選定は、以下に示すような手順によって行うが、具体的手順は図-8.4.15 に制御

用バルブの選定フロー図を示す。 

① バルブが制御すべき 大流量と口径を仮定し、流速を求める。 

② その値が、使用しようとするバルブの限界 大流速（バルブにより定まる値で、バタフラ

イ弁では６m/s）以下であるかどうかを確認する。 

③ 大流量及び 小流量時のバルブの上下流の各種損失水頭並びに 高、 低圧力等を算出

する。 

④ バルブに要求される 大及び 小容量係数を計算し、バルブの流量特性図からバルブの

大開度と 小開度を読み取り、この開度がバルブの制御可能範囲にあることを確認する。 

⑤ キャビテーション発生の有無を検討する。 

⑥ 以上の計算途中で、②、④及び⑤の条件が満たされない場合は、バルブの口径あるいは種

類を変更し、計算をやり直して、条件を満たすバルブの種類と口径を選定する。 
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図-8.4.15 制御用バルブの選定フロー図 

 

8.4.4 バルブの駆動装置 

バルブの駆動装置は、バルブの種類、用途、設置環境、制御方式等を考慮して、適正な

ものを選定する。 

〔解説〕 
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 バルブの駆動装置には、手動式、電動式、空気式が一般に使用される。また、制御用バルブの

駆動装置としては電動式、空気式が多く使用されており、制御範囲、制御精度及び動作頻度を考

慮し適正な駆動装置を選定する。 

1. 手動式駆動装置 

 小口径の仕切弁、バタフライ弁等で、操作力が小さくて済む場合は直結ハンドル式が使用され

る。 

2. 電動式駆動装置 

 電動式は、動力源として商用電源が使用でき、しかも、強力な操作力が簡単に得られ、かつ、

遠方からも操作ができるので広く使用されている。 

 電動式駆動装置は、電動機と減速機により構成されるが、このほかに付属装置としてストロー

クリミットスイッチ、トルクリミットスイッチ、手動用丸ハンドル、開度指示計及び手動・電動

の切替装置がある。 

3. 空気圧式駆動装置 

 空気圧式駆動装置は、動力源である空気圧を空気圧縮機で簡単に発生させることができ、駆動

装置としては応答性がよく、しかも停電時においても一定時間内は操作可能であることなどから、

薬注用、排泥用のバルブ及び停電など緊急時に操作を必要とするバルブによく使われる。 

 

8.5 薬品注入設備・採水設備 

8.5.1 総 則 

薬品注入設備は、浄水処理として も重要な設備の一つであり、 適な水質を得るため、薬品

としての特性や安全性、注入方法や制御方法など各方面において十分な検討が必要である。薬品

注入設備は、凝集用、pH 調整用、消毒用などの使用目的があり、それぞれ使用する薬品の種類や

性状が大きく異なる。このため、これらに合わせた適正な注入方式や使用機器を選択する必要が

ある。また、設備の規模、設置場所の形状や要求される機能等を考慮して、詳細な仕様を決定す

る。水道施設に一般的に使用される薬品を表-8.5.1に示す。 

薬品注入設備の検討項目には、注入量、注入方式、制御方式、使用材料、安全性などがある。な

お、薬品の種類や特性、注入率については、設計するに当たって も重要な因子であり、事前に

処理する水の水質や施設の規模、使用条件に応じた十分な検討が必要である。 

なお、薬品注入設備については、5.3 凝集用薬品注入設備及び 5.10 消毒設備を参照する。 

採水設備は、薬品注入設備の安定で適正な制御と水質監視にとって欠かせない、正確な水質情

報を得るための設備であり、適切な採水場所や必要な水量を十分検討する必要がある。 
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表-8.5.1 水道用薬品一覧 

薬品名称 略称（俗称） 用途 

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ソーダ、次亜塩、次亜 塩素剤 

ポリ塩化アルミニウム ＰＡＣ 凝集剤 

硫酸アルミニウム 硫酸ばんど、ばんど、硫酸バンド､バンド 凝集剤 

ポリシリカ鉄 ＰＳＩ 凝集剤 

濃硫酸 硫酸 酸剤 

水酸化ナトリウム か性ソーダ、か性、苛性ソーダ、苛性 アルカリ剤 

水酸化カルシウム 消石灰 アルカリ剤 

炭酸ナトリウム ソーダ灰 アルカリ剤 

粉末活性炭 活性炭 異臭味除去 

 

8.5.2 薬品注入設備 

薬品注入設備は、次の各項による。 

1. 注入設備は、 大注入量から 小注入量まで常時安定して精度良く注入できる設備

能力を有する。 

2. 注入方式は、使用目的、施設規模、薬品の種類や性状、使用条件に も適した方式

を選択する。 

3. 注入設備は、原則として二系統化を行い、予備設備を設ける。 

4. 注入制御方式は、施設規模、水質状況、運転管理面等を考慮し、水質変化に十分対

応できる適切な制御方式を採用する。 

5. 注入設備として使用する機器、弁類、配管等は、薬品の特性（酸、アルカリ等）に

対し十分耐食性のある材質を用い、適切な構造及び配管とする。 

6. 薬品の取り扱いや管理において、安全性を考慮した構造、配置とする。 

〔解説〕 

1.について； 

 薬品注入設備の検討フロー図の例を図-8.5.1に示す。 

 

図-8.5.1 薬品注入設備の検討フロー図の例 
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2.について； 

1）注入方式の分類 

薬品注入方式の分類例は図-8.5.2を参照する。 

 

図-8.5.2 薬品注入方式の分類例 

2）各注入方式の特徴 

 (1) 計量ポンプ方式 

 ダイヤフラム式ポンプや液中ポンプなどの計量ポンプのストローク長やその頻度を注入量とみ

なす方式や、一軸ねじ式ポンプなどの回転速度を演算して注入量とみなす方式がある。図-8.5.3

を参照する。 

 (2) 自然流下方式 

 貯蔵槽または小出槽を注入点近辺に設置し、小出槽からの自然流下で注入する方式である。こ

の方式は、注入点付近に注入機を設置し、原液注入するため、注入量変更時に対して応答性が良

く、注入遅れが少ない。また、設置場所による制限はあるが、 もシンプルな注入方法であり、

注入管内での気泡障害も少なく、安定注入が可能である。図-8.5.4を参照する。 

 

 

 

 

図-8.5.3 ポンプ方式                         図-8.5.4 自然流下方式 
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 (3) 定圧槽方式 

 定圧槽において注入に必要な圧力を空気加圧して注入する方式で、自然流下方式では十分なレ

ベル差を確保するための設置条件が必要なのに対して、ポンプ方式同様にすべての設備を同一階

に設置して薬品注入が可能である。図-8.5.5を参照する。 

 (4) インジェクタ方式 

 注入機インジェクタは、注入機と注入点の距離が長い場合や混合効果を

高める場合に、計量ポンプ方式、調節弁方式と併用または単独で用いて、

注入機インジェクタに圧力水を供給し、薬品と希釈混合して注入点に送液

する方式である。注入点での混合効果はよい。図-8.5.6を参照する。 

 

 

 

 

      

 図-8.5.5 定圧槽方式                               図-8.5.6 インジェクタ方式 

 

3）粉体薬品の注入方式 

 消石灰や粉末活性炭のように粉体のまま注入する方式で、一定濃度の水溶液またはスラリー液

として注入する方式である。 

3.について； 

 注入設備は、故障及び修理点検等に対処するため、予備設備を設ける必要がある。注入機は、

注入系統ごとに予備機を１台以上設けることが必要で、系統数が多い場合は状況に応じて共用す

ることができる。注入配管についても二系統とし、漏液や詰まりなどの故障等に対応できるよう

にする。 

4.について； 

 注入制御方式の一般的事項は次のとおりである。 

 薬品の注入量の調節に当たっては、計装設備による自動制御を行うことが一般的である。各方

式における制御の対象は、下記のとおりである。 

① 計量ポンプ方式：ポンプ回転速度、ストローク長、駆動間隔 

② 調節弁方式  ：弁開度 
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1）手動制御 

 手動制御は、注入量計を見ながら人為的に調節弁や定量ポンプを操作するもので、現地で直接

手動で行うものと、中央管理室などからの遠方手動操作による場合がある。 

2）定値制御 

 定値制御は、目標値としての薬品注入量を一定に保持する制御である。設定された注入量にな

るよう調節弁（または定量ポンプ）を制御し、流量計で計測した測定値を流量調節計にフィード

バックし、偏差に応じて制御する方法である。この制御は、処理水量と原水水質等の変化が少な

く、ほぼ一定の薬品注入量で所定の水質（濁度、アルカリ度、pH、残留塩素等）が保持できる場合

に用いる方法である。 

3）流量比例制御 

 流量比例制御は、あらかじめ設定した注入率が一定となるように薬品注入量を制御するもので

ある。原水水質等の変化が少なく注入率がほぼ一定で、処理水量が変化するときに用いる。 

4）フィードバック制御 

 フィードバック制御は、処理水量が変化し、原水水質等も変化するような場合に、処理水の水

質（濁度、アルカリ度、pH、残留塩素等）が一定となるように制御する方式である。流量比例制御

に対象となる水質計器からの信号をフィードバックし、薬品注入量に補正を加える方式である。

図-8.5.7を参照する。 

5）フィードフォワード制御 

 フィードフォワード制御は、薬品を注入する前に水質計器（残留塩素計、塩素要求量計等）の

測定値から注入量を設定し、偏差が生じる前に、薬品注入量の調節を行う方式である。一般的に

送配水系等での追加塩素注入に多く採用されている。流入水の残留塩素をあらかじめ測定し、配

水先で必要となる残留塩素から相当する塩素注入率と流入水量により塩素注入量を演算し注入す

る。図-8.5.8を参照する。 

  

 図-8.5.7 フィードバック制御 図-8.5.8 フィードフォワード制御 
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6）カスケード制御 

 カスケード制御は、水質計器と組み合わせ、目標水質が一定となるよう比率設定信号に目標値

や遅れ要素など補正を行う方法で、比率制御系に対象の水質計器による信号を演算し、補正信号

とする方法である。 

 

8.5.3 採水設備 

採水設備は、次の各項による。 

1. 採水設備は、その目的を十分満たす能力のものを設置する。 

2. 採水場所は、目的の水質が得られる場所とする。 

3. 維持管理を考慮した構造とする。 

〔解説〕 

 採水設備は、水質計器へ測定水を送水する設備であり、薬品注入設備の制御を正確に安定して

行うために必要な設備である。このため採水設備として求められる能力や設置環境、構造につい

て事前に十分な検討を行う必要がある。 

 

8.6 水処理機械設備 

8.6.1 総 則  

 水道施設には、除塵設備、撹拌設備、スラッジ掻寄設備等の水処理機械設備が設置されている。 

 これら水処理機械設備の設計に当たっては、それぞれの運転条件、環境条件等を考慮し、連続

運転に耐えられるような機器の構造、材料等を選定する。また、浄水処理、排水処理等に使用さ

れる水処理機械設備については、その水質に十分適合する材質を選定し、構造的にも単純で、容

量、機械的強度等の余裕をもった設備とする。 

 特に水中で稼動する設備については、水処理上同時にすべての工事が行えないことから、年次

ごとの整備計画を作成し、水処理に支障とならない適切な時期に工事が行えるように、設備を系

統、ブロック単位に分けるなど適切な設計をする。また、水質によっては腐食や摩耗が激しくな

り耐用年数が短くなるため、構造の決定、材料の選定、塗装について検討するとともに消耗部品

の取替えや機器の点検等、維持管理の容易な設計とする。 

 

8.6.2 除塵設備 

除塵設備は、原水の水質や水路の形状、設置環境、稼動方法等を考慮して、適正な機種

や方式を選定する。 

〔解説〕 

 除塵設備は、原水に含まれる浮遊物などの流入を防止し、浄水作業に支障を来さないようこれ
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らを除去するために設置するもので、レーキ式とロータリ式のものがある。 

 レーキ式除塵機は、河川水（表流水）の取入口などで木片、ごみ等の粗大な浮遊物を除去する

ために設置する。 

 ロータリ式除塵機は、一般的にスクリーン、レーキ式除塵機で捕捉しきれなかった藻類、木の

葉、木片等のごみをネットスクリーンで除去するものである。 

 除塵設備を設ける場合は、設備の故障による溢水を防ぐためのバイパス水路などを考慮する。 

 付属設備としてベルトコンベア、流水トラフ、水切りピット、ホッパ、給水設備等がある。 

レーキ式除塵機の例を図-8.6.1に示す。ロータリ式除塵機の例を図-8.6.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.6.1 レーキ式除塵機の例          図-8.6.2 ロータリ式除塵機の例 

 

8.6.3 撹拌設備 

撹拌設備は、混和池に設置するフラッシュミキサ、フロック形成池に設置するフロキュ

レータなどがあり、施設の諸条件に合わせ、撹拌能力、効率、維持管理等を考慮した方式

を選択する。 

〔解説〕 

フラッシュミキサは、混和池において、凝集剤と原水を機械的に急速に混和させるもので、回

転軸に平行にパドルを取り付けた翼を有するパドル式や、平板に垂直な撹拌羽根を付けた翼を有

スクリューテークアップ 
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するタービン式などがある。 

フロキュレータは、回転軸に平行にパドルを取り付けた翼を緩やかに回転させるもので、水路

中に阻流板を設ける迂流方式と比較して、損失落差が少なく、処理水の状況に応じて撹拌強度を

変えることができる利点があるが、消耗部品の取替えなど定期的な整備が必要である。 

 

8.6.4 スラッジ掻寄機 

スラッジ掻寄機は、池の構造や規模、スラッジ量、池数、池容量の余裕の有無、機械の

信頼度、維持管理等を考慮して適切なものを選定する。 

〔解説〕 

沈澱池等における排泥設備の特徴と設計における留意点を以下に示す（表-8.6.1 参照）。 

表-8.6.1 スラッジ掻寄機の比較 

 

図-8.6.4～8.6.7 にスラッジ掻寄機の各形式の例を示す 

 

 

 

 

 

図-8.6.4 リンクベルト式スラッジ掻寄機の例    図-8.6.4 水中けん引式スラッジ掻寄機の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8.6.4 走行式ミーダ形スラッジ掻寄機の例       図-8.6.4 回転式スラッジ掻寄機の例 
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8.7 付帯設備 

8.7.1 総 則 

 水道施設の付帯設備として、弁類を駆動するための空気源装置、機器や荷を吊り上げ運搬する

ためのクレーン、室温調整や給排気を目的とした換気・空調設備などがある。これらの設計に当

たっては、それぞれの必要能力や使用目的に合わせた機種選定を行い、運転条件や環境条件等を

考慮した上で、連続運転に耐え得る機器の構造・構成とする。また、各種関係法令を遵守する。 

 

8.7.2 付帯設備 

付帯設備としての留意点は、次の各項による。 

1. 空気源装置は、使用目的に適合した信頼性の高いものを採用し、各種の安全装置を

設置する。 

2. クレーン等の荷役設備は、運転の安全性及び正確性を重視した機種とする。 

3. 換気・空調設備は、各種機器の設置場所における安全の確保や、機器の正常な機能

確保のために設置する。 

〔解説〕 

1.について； 

 空気源装置は、空気圧縮機のほか空気槽、除湿装置

などから構成されており、計装、弁類駆動、エンジン

始動用などに使用されている。能力低下や故障時の

影響を考慮し、予備機を設置する。空気源装置の例を

図-8.7.1に示す。 

                                                         図-8.7.1 空気源装置の例 

2.について； 

水道施設で使用頻度の高い天井クレーンは、水平方向の運搬について走行、横行の二方向への移

動が可能であるが、走行桁が一本で一方向のみ移動するものをテルハという。 

1）型式 

 (1) 天井クレーン 

 天井クレーンは、建屋両側上部に走行レールを固定し、この上を走行するサドルに走行桁、さ

らに走行桁上にクラブを設けたもので、クラブには巻上装置を有する。ポンプ、電動機等大型機

器の搬出入、据付け、解体等に用いるため設置される。 

 (2) テルハ 

 テルハは、荷の上げ下げとレールに沿った移動のみを行うクレーンである。簡単な構造の場合

が多く、主に材料・小型機器等の小規模の荷役に使用する。 



 167

3.について; 

 水道施設には、機械室、電気室または薬品室のように、発熱源となる機器や消毒用薬品のよう

な有害ガスが発生するおそれのあるものがある。これらの場所には、安全の確保あるいは機器の

正常な機能の確保、長寿命化のため、換気・空調設備を設ける必要がある。 

 

8.8 電力設備 

8.8.1 総 則 

 電力設備は、電力会社から電力供給を受けるための受電設備、負荷の電気方式及び電圧に対応

させる変電設備、負荷に配分する配電設備及び負荷設備などから構成される。 

 水道施設における電気は、動力、照明、熱、通信、計装、その他の設備のエネルギー源として幅

広く利用され、電力設備は他の設備との係わりが も多い。したがって、電力設備の事故は、水

道への影響が直接かつ重大で深刻なものとなるおそれがあるため、事故発生時の被害が 小で、

短時間に復旧が可能な信頼性の高い設備とすることが、設計における 優先条件となる。 

 水道施設が長期間使用するものであることから、電力設備は寿命の長い耐久性の優れた設備を

採用するとともに、更新についても配慮する。また、地震、台風、洪水、津波、雪害、雷害、並び

に塩害等の自然災害に対しても、安定稼動が図れる設備とする必要がある。 

 さらに、電力費は、施設の運転経費の中でも大きな比重を占めているので、電力使用の合理化

に配慮した電力設備とする。 

 近年における電気技術は、電子機器、電気材料の進歩に支えられ、高い信頼性と高安全性、優

れた保守性、耐環境性、縮小化、省エネルギー化の方向に技術開発がなされている。これらの技

術を利用する際は、前述の点を考慮すると共に停電対策、電源品質、環境保全などあらゆる面を

検討し、各水道施設の目的に適合したものとなるような電力設備とする必要がある。 

 また、電力設備の設置、維持及び運用については、種々の法的な規制を有し、関係法令の遵守

が求められる。特に保安には十分な配慮が必要である。 

 

8.8.2 基本設計 

電力設備の設計は、次の各項による。 

1. 「関係法令を遵守する。 

2. 水道施設の重要度に見合ったもので十分な信頼性を有すると共に省エネルギーに配

慮する。 

3. 施設の将来計画を考慮して、更新及び再構築が支障なく行える柔軟性のある設備と

する。 
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4. 運転及び保守管理が容易なものであるとともに事故防止を考慮した安全性の高いも

のとする。 

5. 地震その他の自然災害に対して、十分な強度と安定性並びに復旧性を考慮する。 

6. 関連官公庁、電力会社との協議のほか、関係部署及び維持管理部署との調整を行う。 

〔解説〕 

2.について； 

①施設の使用目的及び関連施設の事前調査を十分行い、全体システムとして整合を図る。 

②受電から負荷に至る各設備の信頼度に優先順位を付け、信頼性と経済性の調和を図る。 

③機器は信頼性が高く、寿命の長い標準品で構成する。 

④機器、回路、シーケンス等については、支障ない限り簡素化が図られているとともに、バッ

クアップシステム並びにフェールセーフシステムを導入する。 

⑤合理的配置とともに波及事故を局限化する。 

 このほか、トップランナー変圧器などの省エネルギー機器を採用することで環境に対する配慮

を行う。 

3.について； 

 水道施設は、定期的に更新が行われ、水需要等に応じた増設やダウンサイジングなどの再構築

の可能性もある。設計に当たっては、更新及び再構築の際にも支障なく工事が行えるような設備

構成とするため、次のことを考慮する。 

①機器の配置が合理的であるとともに、更新等の工事に対応可能なスペースを確保する。 

②電力配分が適切で、更新等の工事中も安定した運転が行える。 

③更新等の工事等に伴う休止時間を極力短くできるように、停電区分が適切に設けられている。 

4.について； 

 電力設備は、その事故が直ちに断水、または水圧低下を招くことになるのでこれを極力防がな

ければならない。 

 一般に事故は、設備事故と人為事故に分けることができるが、できるだけ信頼性の高い機器を

使用し設備事故の防止を図るとともに、人為事故の防止には設計の際に次の事項に留意し、フェ

ールセーフやエラープルーフを取り入れた設計に心掛ける。 

①保守点検に必要かつ十分な作業スペースがとれるように配慮するとともに、点検のしやすい

器具配置を考慮し、感電のおそれがある部分には感電防止用カバーを設ける。 

②操作スイッチ、ランプ等は、人の行動パターンに配慮し、誤操作、誤確認のおそれがないよ

うな調和の取れた器具の配置を考える。また、重要な操作スイッチは２挙動作動とし、必要

に応じてインターロック回路を設ける。 

③機器の切替操作等は、できる限りの自動化、連動化を行い、誤操作の要因排除を行う。 
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5.について； 

 地震時、主要構造物が被害を受けなくても、受変電設備などに被害を生じると、水道施設の機

能が麻痺してしまうことになる。 

 電力設備の耐震性能は、構造物と同じレベルを目標とすることが望ましい。 

台風、洪水、津波などの風水害、雪害、雷害並びに塩害に対して、できるだけ被害が少なくなる

ような設置場所、構造及び保護設備を考える。 

6.について； 

 電力設備の設計において、既出の法令等に照らして必要な関係官公庁及び、所轄の電力会社と

事前に協議しなければならない。 

土木、建築、電気、機械、水質など関係部署との調整を行う。また、机上の検討ではわからない実

務に即した技術を反映するため、設計時に維持管理部署の意見を聴取することも重要である。 

 

8.8.3 受電・変電・配電計画 

受電・変電・配電計画は、次の各項による。 

1. 「 大需要電力（kW）は、水需要に伴う負荷設備計画及び当面の設備の負荷調査を

十分行い決定する。 

2. 電力会社の「電気供給約款」等に基づいて十分な協議を行い必要な事項を決定する。 

3. 受電方式は、施設の重要度に合わせて選定する。 

4. 変電方式は周囲の環境や設置場所の条件に応じて選定する。 

5. 配電方式は、負荷の重要度に合わせて選定する。 

6. 高信頼性を確保するため、二系統化、自家用発電設備等を考慮する。 

〔解説〕 

1.について； 

 大需要電力は、ある時間帯において、負荷設備（契約負荷設備）が同時に稼働する場合の

大電力で、これを求めるには、基本となる負荷の調査が必要である。 

 一般に負荷設備は、設備計画当初と将来では変化することが多いので、電力設備の設計に当た

っては、設備規模などの 終目標及びそこに至るまでの年次計画を把握しておくことが必要であ

る。 

3.について； 

 水道事業では、他の需要家の波及事故等による停電を回避するため、専用電線路による受電が

望ましいが、電力会社の配電経路によっては困難な場合もある。 

 電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因による停電を考慮して、重要度の高
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い施設においては、２回線受電等とし、事故の場合でも他の回線から受電できることが望ましい。 

電気設備設計時の検討手順を大規模な計画については表-8.8.2に、高圧受変電設備の小規模な計

画ついては図-8.8.3に、単線接続図の例を図-8.8.4に示す。 

4.について； 

 水道事業では、3.3kV や 6.6kV の高圧モータや、100V～400V の低圧機器を使用している。一般

に電力会社からは、高圧または特別高圧電力で受電しているため、負荷に応じた電圧に降圧する

変電設備が必要となる。 

 変電設備は変圧器に代表されるが、受電設備や配電設備と無関係ではなく、遮断装置や避雷装

置、保護装置など数多くの機器で構成される。 

 変電設備の形式としては、屋外式、屋内式、半屋内式などがある。 

5.について； 

 配電方式は、負荷の重要度に応じた順位付けを行い、重要な幹線は２系統方式またはループ方

式などにより、事故及び更新などによる停電が極力生じないように系統を構成する。この場合、

水処理系統と配電系統を整合させて、電力設備の保守点検などによる停電で、水処理の全面休止

を防ぐことが必要である。 

 幹線の配電容量については、１系統休止時のことを考えるとともに、ケーブルの線容量による

経済性も考慮した上で決定する。 

6.について； 

 重要な幹線は２系統方式とし、さらに大規模な災害時などでも長時間電源供給が可能なように

自家用発電設備の設置が望ましい。 

 発電機と商用電源系統との連系の方法は、電路、連系用機器の種類、母線方式など様々だが、

負荷設備に合致し、設備点検等の維持管理を考慮した適切な方式を選ぶ必要がある。 
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表-8.8.2 電気設備設計検討手順（大規模計画） 

 

 

 

図-8.8.3 高圧受変電設備計画フロー（小規模計画） 
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図-8.8.4 浄水場（配水場）単線接続図の例 
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8.8.4 受変電設備 

受変電設備は、次の各項による。 

1. 受変電設備の主回路構成は、保守点検時の全面停電を極力回避できる構成とし、で

きる限り簡素化する。 

2. 設備容量（kVA）は、 大需要電力（kW）に十分対応できること。 

3. 保安上の責任分界点には、区分開閉器として断路器または負荷開閉器（地絡保護装

置付）を設置する。 

4. 責任分界点の負荷側電路には、負荷電流を安全に開閉可能で、故障電流を確実に遮

断できる主遮断器を設置する。 

5. 外雷に対して有効に保護できるよう避雷器を設置する。 

6. 変圧器容量は適正な余裕率を有するとともに、主要な変圧器は２バンク以上の構成

とし、故障時にも運用に支障のないようにする。 

7. 高圧用開閉装置は、閉鎖形配電盤方式を標準とし、特別高圧用開閉装置は、ガス絶

縁方式またはその他の閉鎖形配電盤方式とする。 

8. 機器及び材料の選定に当たっては、使用目的、設置場所を考慮した、信頼性の高い

ものとするとともに、規格に適合した標準品とする。 

9. 受変電設備は、合理的で保守管理が容易であるとともに、据付け・配線に当たって

は、十分な安全性と、耐震強度の高いものとする。 

〔解説〕 

1.について； 

 受変電設備は、電力設備の中で も重要な設備であるので、経済的に許される限り信頼度の高

い構成とすることが望ましい。受変電設備の主回路は、定期点検時における全面停電をできるだ

け避けることができるよう、保守のための停電範囲を区分できる構成とする。 

 特に、取引用計器用変成器（VCT）については、法令定期点検時の全面停電を回避するため、電

力会社と協議のうえ、２CB＋２VCT 方式とすることが望ましい。また、事故の発生・復旧を想定し

て、できる限り簡単な回路とすることも必要である。 

 図-8.8.6に受電方式構成の例を示す。ただし、この例は高圧も特別高圧も含むため器具の配置

等実際の単結とは異なるため注意を要する。 
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図-8.8.6 受電方式構成の例 

4.について； 

 遮断器は、一般に真空式、ガス式の遮断器を選定する。表-8.8.3に各遮断器の特性を示す。 

表-8.8.3 遮断器の種類と特性 

 

6.について； 

 変圧器には、種々の形式があるが、防災上並びに保守上から、モールド式またはガス絶縁式の

変圧器を選ぶことが望ましい。表-8.8.4に変圧器を採用する際に指定すべき事項を示す。 
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表-8.8.4 変圧器の指定事項 

 
 

8.8.5 配電設備 

配電設備は、次の各項による。 

1. 配電電圧は、その使用目的並びに負荷側の特性を十分考慮して決定する。 

2. 配電方式は負荷に合わせて選択する。 

3. 各配電線には、電路を流れる負荷電流及び故障電流を、安全に投入・遮断できる遮

断器などを設置する。 

4. 配電用開閉装置は、閉鎖形配電盤方式とする。 

5. 電線は、ケーブルを使用する。なお、電線路は保守管理が容易な構造とする。 

〔解説〕 

1.について； 

 配電電圧は、負荷群の容量、配電線の電圧降下などの条件により決定する。しかし、配電系統

全体からみると、電圧の種類は少なく整理されていることが望ましい。数グループに分けられて

いるような場合は、グループ内は同一電圧とする。 

2.について； 

 配電方式は表-8.8.6 に示すように、電圧、使用線数など異なる方式があり、コストや安全性、

信頼性にも影響するため、用途や負荷に応じて適切に選択する。 
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表-8.8.6 各種配電方式 

 

5.について； 

 主要設備への配電線をケーブルにすると、風雪による絶縁の劣化及び損傷事故などが少なく、

かつ整理も容易である。ケーブルの選定には、布設条件などを検討することが必要である。図-

8.8.10に選定手順を示す。 

 

図-8.8.10 ケーブル選定の手順 

 

8.8.6 動力設備 

動力設備は、次の各項による。 

1. 負荷群の近くに配置し閉鎖形の配電盤方式とする。 

2. 負荷回路には、負荷電流の開閉ができる開閉器とともに、故障電流を安全に遮断で

きる遮断器またはヒューズを設置する。 
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〔解説〕 

1.について； 

 動力設備は、できる限り負荷に近く、かつ全体負荷の中心にあることが望ましい。 

 負荷が集中しているポンプ場などでは１箇所でよいが、浄水場のように負荷が多く分散してい

る場合は、数グループの負荷にまとめて動力設備を設ける方がよい。この場合、浄水処理の系統

を考慮して分けることが望ましい。また、大容量で重要な負荷をもっている母線では、事故また

は保守などによる停電をできるだけ少なくするため、２区分以上とすることが望ましい。 

 電圧は個々の負荷の容量に見合った電圧を考慮して、負荷群をまとめることも必要である。 

 負荷への配線はケーブルとし、電圧降下、温度上昇、短絡電流を考慮した適正な許容電流のも

のとする。 

2.について； 

 高圧用負荷開閉装置としては、高圧コンビネーションスタータユニットがあり真空式、気中式、

ガス式に分けられる。 

 

8.8.7 保護及び保安設備 

電力設備の保護及び保安設備は、次の各項による。 

1. 回路に発生する異常電流を想定して、波及事故の防止、事故時の停電範囲の局限化

が行えるよう、各設備間には十分な保護協調を施す。 

2. 回路の異常電圧に対して、各設備間には十分な絶縁協調を施す。 

3. 各機器は適正な保護装置により保護する。 

4. 接地は、種類ごとに区分して有効に施工する。 

5. 各設備は、感電事故を防止するよう十分な配慮がなされているとともに、インター

ロックにより誤操作を防止できるものとする。 

〔解説〕 

1.について； 

 回路に発生する異常電流としては、過負荷電流、短絡電流及び地絡電流がある。これらの異常

電流は、各機器に電気的、機械的並びに熱的応力を与え、設備を破壊、焼損する。したがって、こ

れらの異常電流が発生したときは、電路が異常電流に耐えるものであるとともに直ちにこれを除

去し、事故の拡大を防止する必要がある。 

 この異常を検知し指令を出すものが、保護継電器であり、これを除去するものが遮断器、負荷

開閉器またはヒューズなどである。 

 この基本になるものが、受電点における故障電流であり、電力会社に確認するとともに、主回

路の故障電流（短絡及び地絡）の想定計算をする必要がある。 
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 これをもとに、受電点以降の各保護方式を検討し、電力会社系統への波及事故防止、停電区間

並びに停電時間を 小限とするように保護協調をとる。 

2.について； 

 回路に発生する異常電圧は、外部異常電圧としての雷サージ（雷インパルス）、内部異常電圧と

しての開閉サージ並びに持続性異常電圧に分けられる。 

 絶縁協調とは、電路の絶縁強度を設定し、内部異常電圧に対し十分耐えるとともに、外部異常

電圧に対しては、避雷器により抑制して電圧を電路の絶縁強度より低く保つことにより保護する

ことである。 

3.について； 

 各機器は、事故が発生している間の異常電流または異常電圧に耐えられるよう、十分な短時間

耐量（短絡強度）と耐電圧を有していなければならない。 

 各機器を保護するに当たっては「電気設備技術基準」に適合するとともに、次のことを考慮す

る。 

① コンデンサ等の油入式機器は、本体事故の影響が大きいので、内部故障検出装置を有する

とともに、単独に遮断保護ができること。 

② 配電線路は、事故の生じている回路を選択遮断できること。 

③ 変流器はモールド形とし、過電流強度（耐電流）及び過電流定数（磁束密度の飽和度）が

適合していること。 

④ 各機器を接続するケーブルなどは、短絡電流に十分耐えられるとともに遮断特性と協調し

ていること。 

4.について； 

 接地の目的は、対地電位の上昇を制限することにより、感電防止、機器の損傷防止、火災及び

爆発の防止を図ることにある。また、強電側接地からの事故電流の回り込みによる電子部品の損

傷が問題となるので、強電、弱電の接地の分離と離隔距離について注意する必要がある。 

 接地工事は、電気設備技術基準により、A種、B種、C種及び D種の４種が定められており、目

的により系統接地、機器接地、雷接地、静電接地、電子接地その他に区分される。接地工事の種

類を表-8.8.9に示す。 

 接地線の太さを決定する場合は、①機械的強度、②耐食性、③電流容量の３つの要素から考え

るが、内線規程では銅線の許容温度（150℃）から、主として③電流容量に重点を置いて定められ

ている。 

 接地については、次のことを考慮する。 

① 誘導雷サージに対しては、連接接地などにより逆電圧を防止する。 
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② 避雷器の接地点と低圧機器の接地点は、相互に影響が生じないよう離す。 

③ 通信機器やコンピュータ等電子機器回路の接地抵抗は、10Ω以下とする。 

④ 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路に接続されている機器などの接

地線及び接地極は、共用しないことを原則とする。 

⑤ 接地抵抗測定用に電気室等維持管理に適した場所に接地端子盤を設ける。 

表-8.8.9 接地工事の種類 

 

 

8.8.8 力率改善設備 

力率改善設備は、次の各項による。 

1. 受変電設備における総合力率の改善を図る。 

2. 電動機回路には、進相コンデンサを直接並列に設けるとともに、高圧母線には、総

合力率調整用高圧進相コンデンサ群を設けることが望ましい。 

3. コンデンサ主回路には、内部故障を単独で保護し、波及事故を防止するため、限流

ヒューズなどを設置する。 

4. 進相コンデンサには、直列リアクトル及び放電コイルなどの放電装置を必要に応じ

て設置する。 

5. 高圧進相コンデンサ群は、２以上に分割し制御可能とする。 

〔解説〕 

1.について； 

 水道施設で使用する電動機や変圧器等の電力負荷の多くは、誘導性負荷のため無効電力が増加

して力率を悪くする。力率が悪くなると負荷電流が増加し、電力損失の増大や電圧降下を招くこ

とになるので、容量性負荷である進相コンデンサによって力率の改善を図る必要がある。力率の

改善を行うと電力損失の低減による省エネルギーや電力料金の低減も図られる。 

 力率の改善による効果は次のとおりである。 

① 電力料金の低減 

a 進相用コンデンサ設置前の力率に対し、改善の度合いに応じ各電力会社ごとに定められた料金

制度に基づき、基本料金が割引される。 

b 進相コンデンサ設置によって、後述のように電力需要家施設内の線路損失や変圧器損失（銅損）

が低減されるので、低減損失に見合った電力料金が節減になる。 
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② 設備余裕の増加 

 進相コンデンサの設置点から電源側の受配電設備容量（変圧器・電線）に力率改善による皮相

電流減少分だけの余裕ができ、設備増設の抑止や負荷の増設が可能になる。 

③ 線路損失の低減 

 進相コンデンサの設置点から電源側の線路抵抗によって発生する損失が、力率改善による線路

（皮相）電流減少によって低減される。 

④ 変圧器損失の低減 

 進相コンデンサの設置点から電源側の受配電用変圧器の銅損が力率改善による線路（皮相）電

流減少によって低減される。 

⑤ 線路電圧降下の低減 

 進相コンデンサの設置点から電源側の線路インピーダンスによる電圧降下が力率改善による線

路（皮相）電流減少によって低減され、諸負荷の運転効率が向上する。ただし、力率が進み過ぎ

になると逆に回路電圧が上昇する場合があるので注意が必要である。 

 

8.8.9 無停電電源装置 

無停電電源装置は、次の各項による 

1. 負荷の重要性と整合した信頼性を有する設備構成とする。 

2. 設備容量は、負荷調査を十分行い、常時、停電時及び瞬時（始動時）容量を考慮し

て決定する。 

3. 設備は閉鎖形配電盤収納形とするとともに、耐震対策及び温度管理を施す。 

4. 各負荷への供給は、系統化、分割化を図るとともに、事故時の波及を防止するため、

各回路には配線用遮断器を設置する。 

〔解説〕 

1.について； 

 水道施設の運用に際しては、平常時はもちろん停電時などの非常時においても、安定した制御

と監視ができることが求められる。したがって、これらに必要な電源を供給する本設備は、一段

と高い信頼性を有することが必要である。 

 一方、負荷の運用状況から、一度供給を開始すると途中で止めることが許されない場合が多い

ので、定期点検及び増設改良が、停電しないで行えるよう考慮しておく必要がある。 

 無停電電源装置は、直流電源装置及び交流無停電電源装置（Uninterruptible Power Supply、

以下、UPS という）に分けられる。 

1）直流電源装置 

 直流電源装置は整流装置及び蓄電池により構成される。主として受変電、配電設備などの制御

回路、表示灯回路に用いられており、小規模の設備を除いて蓄電池を備える。 
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2）交流無停電電源装置（UPS） 

 交流無停電電源装置は、整流装置、蓄電池及びインバータ装置により構成される。計装設備、

監視制御設備、通信設備の電源に用いられており、常時無停電で良質の交流を供給することが要

求される。 

 UPS の選定に当たっては、運用形態、本体の故障時を想定した冗長性、維持管理の容易性を考慮

するとともに、ライフサイクルコストの低減にも配慮する。また、長寿命、省メンテナンス性の

蓄電池の採用が望ましい。 

 停電補償時間については、対象負荷及び用途により様々であるが、大きく分けて、データの消

失を防ぐ退避時間だけの場合と、復電するまでの時間の場合とがある。前者では 10 分程度の汎用

UPS でよい場合もあるが、後者は負荷の重要度や自家用発電設備の有無などの条件により決定す

る。UPS の方式の種類と特徴を表-8.8.10に示す。 

表-8.8.10 ＵＰＳの方式の種類と特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.9 自家用発電設備 

8.9.1 総 則 

 自家用発電設備には、停電時に必要な電源を確保することを目的として設置する非常用発電設

備と、負荷率平準化や電力ピークカットなどを目的として設置する常用発電設備がある。 

 非常用発電設備は、停電に伴って生じる減断水や施設運用上の支障をできる限り低減するため

に設置する設備である。そのため、停電時に電力を安全、迅速に発生し、短時間のうちに電源の

切替えが可能で、かつ駆動用内燃機関の燃料貯蔵や、日常の保守が容易なものとする。また、主

要浄水場等に優先的に設置することや、想定するリスクに対応した連続運転時間と燃料の確保、

及び風水害に対する設置場所等についても検討する。 

 常用発電設備は、総合効率の向上が図れる場合などに導入を検討する。 
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8.9.2 基本設計 

自家用発電設備の設計は、次の各項による。 

1. 主要施設には、非常用発電設備を必要に応じて設置する。容量については、確保す

べき電力設備容量を集計して決定する。 

2. 自家用発電設備は始動が確実な信頼度の高いものとする。 

3. 熱エネルギーの有効利用が図れるときは、コージェネレーションシステムによる常

用発電設備についても検討する。 

〔解説〕 

1.について； 

 非常用発電設備は、商用電源停電時の施設の運用条件等を検討して、その必要性と容量を決定

する。必要性と容量は、商用電源の停電の状況から施設運用上の支障、減断水の状況などを網羅

した、停電中における水道システム全体の水運用計画から、非常時に確保しなければならない電

力設備容量を集計し、設備の仕様、連続運転時間及び燃料貯蔵量を決定する。 

 非常用電源として必要な電力は、施設保安用電力と施設運転用電力に分けられる。 

 ① 施設保安用電力 

 保安用電力は、施設の状況から非常用照明、計装、一部のバルブ駆動用、塩素施設除害用、通

信連絡用及び消防用などの電力で、このほぼ全容量を確保することが望ましい。 

 ② 施設運転用電力 

 運転用電力は、浄水処理用電力と主ポンプ用電力であり、浄水処理用電力は沈澱池、薬品注入

設備、ろ過池等の電力である。 

 浄水場の取水、配水系が自然流下の場合は、安定給水確保のため、ほぼ通常時の施設運転が可

能な設備容量を確保することが望ましい。 

 ポンプ送配水系の場合は、水運用の相互融通体制、配水池容量、電力系統の信頼度、経済性な

どを多角的に検討し、停電時の影響を 小限にとどめられるような設備容量とする。 

2.について； 

 自家用発電設備は、商用電源の停電時等において、重要負荷に対して迅速に電源を供給する必

要があることから、発電機の始動が確実な信頼度の高い設備とする。なお、始動工程は自動化し、

取扱い、運転操作、保守が容易なものとする。 

 

8.9.3 機 種 

非常用発電設備を設ける場合は、発電機は同期発電機とし、その励磁方式はブラシレス

励磁方式または静止励磁方式、原動機はガスタービンまたはディーゼル機関を標準とす

る。 
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〔解説〕 

1.発電機 

 非常用発電設備の発電機には、三相交流同期発電機が主として使用される。 

2.原動機 

 ガスタービン発電設備とディーゼル発電設備の比較を表-8.9.2に示す。 

表-8.9.2 ガスタービン発電設備とディーゼル発電設備の比較 

 

 

8.9.4 出 力 

自家用発電設備の発電機の容量及び原動機の出力は、負荷となる電力の総合値に対して

十分な連続定格値を必要とする。 

〔解説〕 

 発電機及び原動機の容量は、製造者の標準品の中から選定する。その容量の算出に当たっては、

定常的に必要な負荷容量、電動機始動時の電圧降下の許容値による容量、短時間過負荷耐量、逆

相電流の許容値による容量等のうち も大きい容量のものとする。 

 

8.9.5 付属設備 

自家用発電設備の付属設備は、次の各項による。 

1.自家用発電設備には燃料設備を設け、事故や災害にも対応できる量の燃料を貯蔵する。 

2.自家用発電設備には、制御用配電盤、商用電源との切替え装置及び各種の保護装置を

設置する。 

3.原動機には始動装置等の補助設備を設置する。 

4.原動機には給排気設備を設置する。 

5.自家用発電設備には換気、騒音、排気、耐震対策を講じ、必要に応じて寒冷時対策を

講ずる。 
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〔解説〕 

1.について； 

非常用の自家用発電設備は、その設置目的から突然の停電に対して確実な運転が要求されるた

め、良質な燃料を常に貯蔵する必要がある。燃料貯蔵量を検討するに当たっては、事故や災害を

想定した水道システム全体の相互水運用、縮小運転の可否、施設の重要度、燃料貯蔵タンクの維

持管理の容易さ、試験運転時の燃料消費量、燃料品質の劣化、燃料補給にかかる時間などを考慮

して決定する。 

一般的には、電力会社の事故に対しては 小 10 時間程度運転できる貯蔵量とし、地震などの災

害に対しては 24 時間以上の運転ができる燃料を貯蔵することが望ましい。 

燃料設備には、機関頂部より１～２m高いところに設け、重力によって機関本体に直接給油する

燃料タンク（小出槽）と、発電設備を長時間運転するのに必要な燃料を貯える燃料貯蔵タンクが

ある。 

 

8.10 監視制御システム 

8.10.1 総 則 

 監視制御システムは、取水施設から浄水施設及び配水施設に至る水道施設全般にわたり、安全

で良質な水を安定かつ安価に提供する上で重要な役割を担っている。監視制御システムが確立す

る以前は、運転員が直接、設備機器を監視操作することが主流であった。しかし、計装技術の発

展に伴い、水量・水圧・水質の適正管理、信頼性・安全性の向上及びコスト削減などの理由から、

すべてのプロセスに監視制御システムが導入されてきた。今日においては、監視制御システムな

くしては水道施設の運用は成り立たないといっても過言ではない。 

 監視制御システムの構成は、水道施設の各プロセス監視と水圧・水量などをコントロールする

監視制御、水道施設を適切に運用するための運転と施設管理の情報を収集・分析・提供する情報

処理設備、施設間において必要な情報を通信する伝送設備などを組み合わせたもので、水道施設

全体の監視制御をシステム化している。 

したがって、監視制御システムは水道施設の規模や運転管理方式に対応し、施設の運転状況を

的確に把握できるものとする。さらに、災害や設備故障などにより水道施設に異常が発生した場

合、断水、減水、水質異常等により社会的に多大な影響を与えるおそれがある。そのため、監視

制御システムの信頼性の向上対策を講じ、非常時においても水道施設の運転状況を的確に判断し、

適切に運転操作できるものとする必要がある。 

 

8.10.2 監視制御システムの計画 

監視制御システムの計画は、次の各項による。 
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1. 監視制御システムは、水道施設の規模、浄水処理方式、管理形態に適合したものと

する。 

2. システム構成及び設置機器類は、障害発生時の影響が小さくなるよう高信頼化対策

を施すとともに、長期間の連続使用に耐えるものとする。 

3. 水道施設の改良更新に伴う機能変更に対して柔軟に対応できる拡張性を有するほ

か、標準的な機器の採用を基本とする。 

4. システムの構築、運用、保全及び廃棄費用を含めたライフサイクルコストが 小と

なるよう配慮する。 

5. システムを構成する機器類の設置場所は、温度、湿度、腐食性ガス、塵埃、振動な

どの環境条件を考慮する。 

 

8.10.3 監視制御設備 

監視制御設備は、次の各項による。 

1. 監視制御方式には多様な方式があるので、水道施設の規模、監視制御範囲、運転管

理体制に対応した適切なシステム及び機器を選定する。 

2. 監視操作機能としては、水道施設の運転情報を的確に表示、記録、保存するほか、

ヒューマンインターフェースは視認性及び操作性に優れたものとする。 

3. 制御機能としては、対象施設の制御に必要な性能を有するほか、システムを構成す

る装置間の通信、現場機器等との入出力などが確実に行えるものとする。 

4 .制御対象施設の運用に異常が発生した場合でも、安定給水を確保するための安全対

策を施すほか、ヒューマンエラーの抑制にも配慮する。 

5. 水道施設運用の効率性及び安全性を向上させるため、必要に応じて監視用テレビ装

置を設置する。 

〔解説〕 

1.について； 

 監視制御方式は、制御用コンピュータを使用しない方式と使用する方式に大別され、制御用コ

ンピュータを使用する方式は、集中制御方式と分散制御方式に分類される。 

1）制御用コンピュータを使用しない制御方式 

 制御用コンピュータを使用しない制御方式は、中央監視盤や現場制御盤に組み込まれたリレー

回路や調節計等により、直接、現場の機器を制御する方式である。制御方式がシンプルで、比較

的制御対象の規模が小さい場合に採用され、高い経済性を発揮できる。シーケンス制御とループ

制御が主体であり、高度な演算処理を必要とするような制御や、シーケンス制御とループ制御を

複合した制御には適さない。リレー回路は保守点検が容易であるが、制御を変更する際は、器具

や配線の追加及び撤去を伴うため、融通性にやや欠ける。構成の例を図-8.10.1に示す。 

2）集中制御方式 

 集中制御方式は、制御機能と監視機能を中央に設置された制御用コンピュータで行う方式であ
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り、比較的小規模な施設の監視制御に適している。制御用コンピュータにより、シーケンス制御、

ループ制御は勿論のこと、複合制御や高度な演算を必要とする制御も可能である。制御内容の変

更は、ソフトウェアで対処できるので柔軟性があり、リレー回路など盤内の改造に比べれば変更

は容易である。しかし、ソフトウェアの機能変更は費用がかかること、製造者の製造中止や保守

部品の供給停止等の影響を受けることなどに注意が必要である。構成の例を図-8.10.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

図-8.10.1 制御用コンピュータを使用しない   図-8.10.2 集中制御方式のシステムの構成 
システム構成の例                              の例 

 

3）分散制御方式 

 分散制御方式は、制御機能を水処理工程あるいは設備区分ごとに設けた複数の制御用コンピュ

ータに分散して行わせるものである。比較的規模の大きな浄水場のように取水、凝集沈澱、ろ過、

薬品注入、送配水など複数のプロセスを有する施設に適している。集中制御方式と同様な制御が

可能であり、中央監視操作設備と現場制御装置及び各現場制御装置間は、制御用 LAN などにより

接続される。装置の障害範囲を一部に限定し、システム全体の信頼性を高めることができるほか、

設備の増設や制御内容の変更などは、制御用コンピュータの増設あるいはソフトウェアの変更で

対応可能であり拡張性に優れている。しかし、ソフトウェアの機能変更は費用がかかること、製

造者の製造中止や保守部品の供給停止等の影響を受けることなどに注意が必要である。構成の例

を図-8.10.3、図-8.10.4に示す。 

 

図-8.10.3 分散制御方式のシステムの構成の例（中規模） 
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図-8.10.4 分散制御方式のシステムの構成の例（大規模） 

2.について； 

 監視操作設備の基本的な機能は、水道施設の運転状態を監視し、水量、水圧、水質等の計測を

行うとともに、必要に応じてそれらの情報を表示、記録、保存し、異常を検知した場合には確実

に警報を出力することである。監視操作設備及び機能の概要を次に示す。 

1）監視操作設備 

 監視操作盤、計装盤、ミニグラフィックパネル、VDT（Visual Display Terminal）装置、大画

面表示装置、監視用テレビ装置等を施設の規模に応じて組み合わせることにより構成する。 

 監視操作設備は、設備機器の運転状態や故障状況、水処理工程における各種計測値などの情報

を目的、用途によって整理し、必要な時に必要な形で正確に運転員に提供することが要求される。

監視設備は、運転員が迅速かつ的確に運転状況を把握できるよう、監視性に優れた設備とする。 

2）監視操作機能 

 (1) 状態表示 

 機器、装置の運転状態やプロセスの状態を、監視盤・計装盤の表示灯や指示計、VDT 装置に表示

し、水道施設の運用状態を把握する。 

 (2) 警報 

 機器、装置の故障や計測値の上下限警報の発生・復旧を検出し、故障表示灯や VDT 装置に表示

するとともに、警報音を発して運転員に通報する。 

 (3) 記録・保存 

 プロセスの計測値や設備機器の動作履歴は一定の期間保存し、必要に応じて利用できるように

しておく。これらの情報は、水道施設の運転記録である日報、月報、年報の作成の基本データと

なるほか、運転方式の改善やトラブル発生時の解析に役立つ。 
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3.について； 

 制御用コンピュータは、制御機能、通信機能、入出力機能から構成される。それぞれの装置及

び機能の概要を次に示す。 

1）制御機能 

 分散制御方式の制御機能を実現する方式としては、DCS（分散制御システム）と PLC（プログラ

マブルコントローラまたはシーケンスコントローラ）に大別される。 

2）通信機能 

 水道施設の監視制御システムで使用される情報通信手段としては、監視制御情報の高速大量デ

ータの伝送が可能な LAN（Local Area Network）が一般的である。 

3）入出力機能 

 制御用コンピュータへの入出力については、多種多様な機器や装置からの信号を取り扱うため、

標準化された一定の基準に基づいたものとする必要がある。 

4.について； 

 安全対策技術は、監視制御設備を運用する際の各種のリスクを未然に防止し、あるいはリスク

が顕在化した場合の影響を支障のないレベルに抑えることを目的とする。安全対策技術の代表的

なものとして、フェールセーフ、インターロック、エラープルーフがあり、その概要を次に示す

（表-8.10.4参照）。 

表-8.10.4 安全対策技術の適用の例 

 

 (1) フェールセーフ 

 フェールセーフでは、一般的に故障が発生した場合に安全な状態にするため停止させることが

多いが、水道施設は水の供給を継続することがより重視されるため、基本的には運転状態をホー

ルドした上で、その後、運転員が運転停止を判断する場合が多い。 

 (2) インターロック 

 インターロックは、誤操作により設備や人へ影響を与えないように、間違った手順では動作し

ないようにするものであり、ヒューマンエラー対策の一つである。 

 (3) エラープルーフ 

 エラープルーフは、ヒューマンエラーの発生防止対策と波及防止対策から構成される。ヒュー
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マンエラーの発生防止対策としては、人間がミスをすることを前提として、人間が作業を行わな

くても良いようにする、あるいはその作業を容易なものにすることが基本的な方法であり、監視

制御設備による自動化が代表例である。波及防止対策としては、トラブルが発生した場合でもそ

の影響を 小限とするため早期に異常を検出し、影響が致命的なものにならないようにするもの

で、警報発生時の運転支援機能などが挙げられる。エラープルーフの概要を図-8.10.7に示す。 

5.について； 

水道施設の異常発生時の迅速な情報収集及び効率的な運転管理を目的として、監視用テレビ装

置の導入を検討する。これは、取水から浄水までの各水処理工程、ポンプなど設備稼働状態、構

内への不審者の侵入監視等の機能を有する。特に遠方の無人施設においては、運転状況の把握と

施設監視業務を目的として設置する。侵入監視用には、侵入を検知するテンションセンサや赤外

線センサ、拡声装置、投光器などを併用する。 

 
図-8.10.7 エラープルーフの概要 

 

8.10.4 情報処理設備 

情報処理設備は、次の各項による。 

1. 情報処理設備は、運転情報及び施設管理情報等をもとに水道施設の効率的運用を図

るものであり、設置の目的及び必要性を明確にした上で、費用対効果の優れたシステ

ムを構築する。 

2. 水運用計画、運転支援などの情報処理の内容に応じて、目的に適合したハードウェ

ア及びソフトウェアを導入する。 

3. 構築されたソフトウェア及び蓄積されたデータは貴重な情報資産であり、水道施設

運用の改善及び設備更新計画にも活用できるよう配慮する。 

4. 情報漏洩やウィルス侵入などの情報リスクの低減を図るため、セキュリティ対策を

徹底する。 

5. 水道施設運用の効率性及び安全性を向上させるため、必要に応じて監視用テレビ装

置を設置する。 
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8.10.5 伝送設備 

伝送設備は、次の各項による。 

1. 伝送設備は、遠方にある監視制御設備または情報処理設備等を、通信により相互に

接続するものであり、必要な情報伝送量、通信速度に対応したものとする。 

2. 伝送路は、水道施設の管理形態、通常時の運用方法及び災害発生時の影響を考慮し

て選定し、通信の重要性に応じて冗長化やバックアップを考慮する。 

 

8.10.6 広域化への対応 

1. 広域的な監視制御システムの構築に当たっては、水道施設の配置、水運用及び危機

管理について十分検討し、水道施設運用の安定性及び効率性をバランスよく実現する

よう考慮する。 

2. 複数の既存監視制御システムを統合する場合は、各システムの実現するべき機能及

び耐用年数を把握した上で、段階的統合または全システムの同時更新による統合を行

う。 

 

8.11 計装用機器 

8.11.1 総 則 

1. 計装の定義 

 水道の計装設備は、水道施設を円滑に管理するためのもので、施設の運転や管理に必要な情報

を迅速かつ的確に把握し、操作に反映させるための設備である。このことから、計装は単に施設

の監視と制御のための設備としてだけでなく、情報を有効に活用するための技術も含めた広い意

味のものとして定義される。 

 また、近年計装とは施設の監視・制御・情報処理を扱う技術と設備のことをいう場合が多いが、

本章において計装用機器とは、流量・水位・水圧・水質等の計測機器、指示計、記録計、調節計、

信号変換器、避雷用機器、簡易テレメータ装置等のことをいい、それら計装用機器で構成された

設備を、計装設備として解説する。 

2. 計装用機器設置の目的 

 水道施設における計装用機器設置の目的は、取水、導水、浄水、送水及び配水等の各施設の計

測、制御の自動化及び集中管理化を行うことによって、操作の容易性、確実性及び安全性等を確

保するとともに、適切な情報管理を通じて水道施設全体の運転管理や設備管理を効率化すること

である。従って、計装用機器を設置する際は、求められた機能が十分発揮できるものでなければ

ならない。計装用機器は、適切に設置することによって次のような効果が期待できる。 

① 水質、水量及び水圧等の品質管理の向上 

② 施設の稼働状況の把握、並びに合理的な制御による運転の安定性及び安全性の確保 

③ 異常時における迅速かつ適切な対応 
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④ 労働の軽減、安全衛生の維持などによる労働条件の向上 

⑤ 薬品、動力等の適正使用による生産性の向上 

⑥ 適切な情報管理による水道施設全体の運転管理や設備管理機能の向上 

3. 計装用機器の構成 

 計装用機器の構成は、管理上必要な計測と制御上必要な項目と項目数、設備の安全性及び重要

性などによって決定される。水道施設における主な計測の種類には、流量計測、水位計測、水圧

計測及び水質計測があり、またその他の計測として、温度、湿度、雨量等の気象計測や電圧、電

流、電力等の電気計測などがある。計装用機器の構成の例を図-8.11.1に示す。 

 

図-8.11.1 計装機器の構成の例 

 1）計装用機器の構成及び規模を決めるに当たって、留意すべき点は次のとおりである。 

① 監視及び制御目的を明確に捉え、事業規模、施設規模に応じて必要 小限の機器をバラン

ス良く配置し、施設全体として調和の取れた設備とする。 

② 計装用機器は、中央監視制御設備や遠方監視制御設備など上位システムと連携することが

多い。従って、安定した監視制御の見地から、施設ごとあるいは設備ごとのネットワーク

についても留意する。 

③ 各機器は信頼性及び安全性の高いものを選定し、重要度に応じてバックアップ装置を備え

る。 
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④ 計測・監視の項目と点数は、中央設備において常時監視を必要とするものとそうでないも

の、また表現についても指示・表示だけのものと、記録・積算及び警報まで行うものなど、

その目的と必要性に応じて、項目ごとの重要度を明確にする必要があり、それらを考慮し

た上で、できる限り必要 小限度の項目、点数にとどめ簡素化する。 

⑤ 制御については、計測量を基にして運転員が手動で操作するだけにとどめるか、変位や変

量を基にしてワンループコントローラなどの調節機器を用いて制御ループを組むか、制御

の方式と重要性などによって機器の構成を決定する。 

 2）計装用機器の選定及び設置・環境条件について留意すべき点は次のとおりである。 

① 機器は同じ使用目的に対して、構造、原理、材質、形状及び寸法等の異なる多くの機種が

あり、それぞれ一長一短がある。従って、機器は使用条件、測定範囲、精度、設置条件、環

境条件等に も適合し、かつ信頼性の高いもので、さらにライフサイクルコストを考慮す

るとともに、校正や保守が容易なものを選定する。また、その機能のみでなく機器の取付

けや外観についても留意して選定する。 

② 設置条件と環境条件は、機器や装置の信頼性、耐久性、安定性に大きな影響を与え、精度

の保証にも問題が生じるので、各条件に適合した機器を選定する。また、各機器間の信号

を伝達する伝送路については、誘導障害及び雷害を受けないよう対策を講じる。 

③ 機種及び信号は、計画の容易性、保守の簡易性、機器の互換性及び予備品の共通性などか

ら、できるだけ統一することが望ましい。 

④ 機器は技術革新により日々進化している。既存の方式、技術に捉われることなく、 新の

情報収集に努め、性能・操作性・信頼性・安全性・経済性などを総合的に判断し、新技術の

導入についても検討する。 

 

8.11.2 計装設備の設置計画 

計装設備の設置計画に当たっては、その目的を明確にするとともに、施設の規模、地域

特性に適合したもので、かつ施設の管理体制及び将来における設備更新などを考慮して計

画する。 

〔解説〕 

計装設備の計画手順の例を図-8.11.2に示す。 

 

8.11.3 計装設備の安全対策 

計装設備は、信頼性と安定性を維持するために保護装置、バックアップ装置を備えるな

ど、十分な安全対策を講じる。 
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図-8.11.2 計装設備の計画手順の例 

 

8.11.4 流量計測 

流量計測は、次の各項による。 

1. 流量計測のための計器は、測定条件、測定範囲、精度等を考慮し選定する。特に取

引用や有収率に関係する流量計は、精度の高いものを選定する。 

2. 流量計の設置に当たっては、設置条件及び環境条件に留意する。 

〔解説〕 

 流量計は、水処理工程における量的把握や薬品注入の制御などに用いられるほか、送水量、受

水量、配水量等の計測にも用いられ、その計測値は、有収率の把握や取引量にも影響する。従っ

て、これらの流量計測用機器については、高い精度が求められる。 

 流量計の精度は、機種により、また同機種でも口径や流速によって異なり、使用環境、設置条

件及び測定範囲などによっても左右されるので、これらの条件の下で満足できるものを選定する。 

 流量計の種類には、管路用として、電磁誘導の法則を利用する電磁流量計、超音波を利用する

超音波流量計、ベンチュリ管やオリフィス等の絞り機構に生じる差圧を利用する差圧式流量計、

流れによって回転する羽根車を利用する羽根車式流量計などがある。その他、開水路用として堰

式流量計、薬品注入など少流量計測に用いられる面積式流量計などがある。 

 主な流量計の種類を表-8.11.1に示す。 
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表-8.11.1 主な流量計の種類 

 

 

8.11.5 水位計測 

水位計測は、次の各項による。 

1. 水位計測のための計器は測定条件、測定範囲、精度等を考慮し選定する。 

2. 水位計の設置に当たっては、設置条件及び環境条件に留意する。 

〔解説〕 

 水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つであり、用

途としては、水処理工程の水位の監視と制御はもとより、薬品の在庫管理及びポンプの水位制御

用などにも使用される。重要な水位監視及び制御などに使用する場合は、二重化することが望ま

しい。 

 水道施設の監視、制御に使用される水位計には投込式、差圧式、超音波式、電波式、静電容量

式、フロート式、電極式等がある。表-8.11.2に主な水位計の種類を示す。 
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表-8.11.2 主な水位計の種類 

 

 

8.11.6 水圧計測 

水圧計測は、次の各項による。 

1. 水圧計測のための計器は、使用目的、測定条件、測定範囲、精度、応答性が適正な

ものを選定する。 

2. 水圧計の設置に当たっては、設置条件及び環境条件に留意する。 

〔解説〕 

 水圧計測は、水道施設において重要な計測項目の一つで、各種ポンプの圧力確認、送配水管の

水圧管理、漏水防止対策上の水圧調整など、導水施設から配水施設まで広く用いられる。 

 水圧計の種類は、主に現場設備での指示計器として使用される機械式水圧計としてブルドン管

式、ダイヤフラム式、ベローズ式がある。 
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8.11.7 水質計測 

水質計測は次の各項による。 

1. 水質計器は、信頼性が高くて応答性が良く、校正及び保守が容易なものを選定する。

また、設置状況に応じて、耐湿性、耐腐食性等周囲の環境条件に適したものを選定す

る。 

2. 水質計測は、水質計器の設置環境、採水方式に留意する。 

〔解説〕 

 水質計器は、取水から浄水までの水処理工程や送配水管網での水質監視に用いるものと、凝集

剤、アルカリ剤、消毒剤等の薬品注入制御に使用されるものがあり、高精度で安定性及び信頼性

のあるものが要求される。 

 水質計器の精度は、他の工業計器と異なり、測定原理の相違や計器の種類、あるいは同一機種

であっても測定レンジの違いによって値が異なることもある。また、計器の値と手分析値につい

ても、測定原理や測定条件の違いがあるため同様なことがいえる。 

 凝集剤の注入制御には、濁度計、pH 計、アルカリ度計、水温計が、pH 調整のアルカリ剤などの

注入制御には、pH 計、アルカリ度計が、塩素剤注入制御には塩素要求量計、アンモニア計、残留

塩素計等が使用される。オゾン制御には溶存（液相）オゾン濃度計や排オゾン濃度計が使用され

る。 

 監視用の計器には、微量揮発性有機化合物（VOC）計、油膜計測器、油分計測器、低濃度濁度計、

色度計、トリハロメタン計、電気伝導率計、UV（紫外線吸光度）計、ORP（酸化還元電位）計、シ

アン計等があり、必要に応じて設置する。主な水質計器の構造・原理・特徴を表-8.11.3に、浄水

場における水質計器の設置の例を表-8.11.4に示す。 

1.について； 

1）濁度計 

 濁度計は、残留塩素計などとともに、水道施設において も重要な水質計器で、特に浄水場に

おいては、河川水などの原水、沈澱水、ろ過水などの浄水工程において欠くことのできない計器

である。 

2）色度計 

 色度計は、主に浄水などの水中に溶解している物質やコロイド状の物質により淡黄色から黄褐

色に着色した色度合を計測するもので、測定方式には透過光測定法がある。色度と濁度の両方測

定可能な濁色度計もある。 

3）pH 計 

 pH 計は、各処理プロセスにおける pH 調整用及び凝集剤の注入制御用、また浄水 終工程での

pH 値確認のため使用する。 
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4）残留塩素計  

 残留塩素計は、水道水の安全性を保持する上で も重要な水質計器である。 

表-8.11.3 主な水質計器の構造・原理・特徴
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表-8.11.4 浄水場における水質計器の設置例 
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5）塩素要求量計 

 測定槽での残留塩素が常に一定の値となるよう、測定水に注入する塩素量を電解電流でコント

ロールする制御系を構成する。この制御系において、測定水中に含まれるアンモニア態窒素、鉄、

マンガン、有機物等により塩素が消費され、残留塩素が低下すると、設定値に戻すため電解電流

を増加し塩素が補充される。この時の塩素補充量が塩素要求量となるため、この電解電流を測定

し塩素要求量を求める。 

6）アルカリ度計 

 アルカリ度計は、中和滴定により測定水のアルカリ度を測定するもので、凝集剤の注入制御及

び配水管腐食防止のため使用される。 

7）アンモニア態窒素計 

 生活排水、工場排水、し尿、肥料などに含まれる、たんぱく質、尿素、尿酸等の有機性窒素が分

解していく過程において、アンモニア態窒素が生成される。アンモニア態窒素は塩素を多量に消

費するため、消毒剤の注入において大きな影響を与える。アンモニア態窒素計は、アンモニウム

イオン電極により水中のアンモニア態窒素の連続測定を行う計器である。 

8）電気伝導率計 

 電気伝導率計は、水の電気伝導率を測定する計器で、浄水場や配水施設の水質管理の指標とし

て使用することがある。 

9）油の検出 

 原水（河川）の水質事故は、灯油や軽油などによる油流出事故が多い。原水中の油を測定する

計器には、油膜計測器と油分計測器がある。 

10）微量揮発性有機化合物（VOC）計 

 浄水場において、原水の汚染事故に対応するため、揮発性有機化合物をμg/L オーダーまで連続

測定できる VOC 計を設置することがある。 

11）オゾン濃度計 

 オゾン濃度の連続測定には、紫外線吸光度法や隔膜電極法、ポーラログラフ法、半導体センサ

法などがある。 

12）UV（紫外線吸光度）計 

 UV 計は、有機物の総量の目安を測るために使用される。 

13）トリハロメタン計 

 トリハロメタン計は、塩素剤による消毒工程において生成されるトリハロメタンを測定する計

器である。膜分離蛍光定量法を用いた計器は、公定法であるガスクロマトグラフ法と高い相関を

持ち、連続監視が可能である。 
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14）TOC（全有機炭素）計 

 TOC 計は、水中に存在する有機物中の炭素の量（TOC）を測定するもので、原水の水質汚濁監視

のため設置することがある。 

15）ORP（酸化還元電位）計 

 酸化還元電位は、水中に存在する酸化還元物質の量を示す指標として用いられ、測定原理は、

pH 計とほぼ同様である。海水淡水化施設などにおいて、シアン、クロム等による汚染状況を知る

ための管理指標として用いることがある。 

16）FI 計（SDI 計） 

 海水淡水化などで RO 膜や NF 膜を使用する場合、水中のコロイドを含む懸濁物質が膜表面にケ

ーキ層を形成し、透過流速が低下してくる。FI 計は、濁度計では測定不可能な懸濁物質を測定す

る計器である。  

17）水質自動監視装置 

 水質自動監視装置は、配水末端での水質管理や、配水系統の異常の早期発見などのために使用

される。装置には、色度、濁度、残留塩素、pH、水温、電気伝導率なども測定可能なものもある。 

18）魚類による水質監視装置 

 魚類による水質監視装置は、バイオアッセイによる水の連続監視装置で、検水が常時流入する

水槽に魚類を飼い、その魚類の異常な挙動から水質の異常を検知するものである。 

2.について； 

1）設置方式 

 水質計測は、測定水の直近地点に設置する現場設置方式と、集中採水方式によって水質試験室

などに設置する中央集中設置方式がある。水質計器の設置場所による比較を表-8.11.5に示す。 

表-8.11.5 水質計器の設置場所による比較 
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8.11.8 その他の計測 

塩素ガス漏洩検知器、汚泥濃度計、電気計測用機器、設備監視用機器、気象観測用機器

等の各機器は、それぞれの用途に適したものとし、使用目的、設置条件及び環境条件に適

合した機種を選定する。 

〔解説〕 

1.塩素ガス漏洩検知器 

① 漏洩塩素ガスを連続的に検知し、警報を発する検知器とする。 

② 中和設備を連動して自動作動させるための制御設備を設ける。 

③ 漏洩が直ちに検出できるよう適切な場所へサンプリング装置を設置する。 

④ 反応液の補充や電極の清掃など、保守点検作業に十分なスペースの確保と照明設備を設置

する。 

⑤ 試料吸気管は、硬質塩化ビニルまたは同等品を使用し、吸込側検知器入口には風量調節用

のバルブを設置する。 

2.汚泥濃度計 

 汚泥濃度計は、沈澱池からの排泥及び排泥池、濃縮槽からの送泥などの際、汚泥濃度を測定す

るものである。機器の種類としては、散乱光方式、透過光方式、レーザ光式、マイクロ波式、消泡

式などがある。。 

3.電気計測用機器 

 受変電設備や動力設備などにおいて、電圧、電流、電力、力率などを計測する機器で、主に現

場設備に設置する各種指示計、高電圧や大電流の場合、計器の測定範囲に変換するための計器用

変成器、及び計装信号として外部出力するためのトランスデューサ（変換器）などがある。 

4.設備監視用機器 

 ポンプ設備等において、電動機及びポンプの軸受け温度や振動の連続監視のため、温度計や振

動計を必要に応じて設置する 

5.気象観測機器 

 河川流量の予測や需要予測、また太陽光発電などにおいて、種々の気象観測が必要となる。気

象観測装置には、雨量計、風向計、風速計、日射計、温度計、湿度計などがある。 

 

8.11.9 指示・記録用機器 

指示・記録用機器は、施設の計測値及び稼働状況の把握やデータ管理に適合するもので、

その選定及び設置に当たっては、使用目的や設置条件に留意する。 
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〔解説〕 

 指示・記録用機器には、現場操作盤や中央監視室の監視盤などに配置される指示計及び記録計

等がある。 

 

8.11.10 調節機器 

1. 調節機器は安定かつ確実に動作するものであること。 

2. 調節機器の動作特性及び種類は、その制御系に適合するものであること。 

〔解説〕 

 調節機器は水量、水位、水質等の計測信号と設定値を演算部によって比較し、その偏差を検出

し、この偏差がゼロとなるよう操作部に操作信号を出力するものである。 

 

8.11.11 信号変換用機器 

信号変換用機器は、用途及び設置条件に適合したものを選定する。 

〔解説〕 

 水道施設の監視・制御及び情報処理を行うには、各種の機器間で様々な信号の送受信が行われ

る。そしてこれらの信号は、使用目的に合った信号に変換する必要がある。 

 信号変換には、抵抗─電流、電圧─電流、空気圧─電流変換等がある。 

 

8.11.12 避雷用機器 

避雷用機器は、用途及び設置条件に適合したものを選定する。 

〔解説〕 

 雷害対策としては、避雷針設備を設ける場合が多いが、避雷針による保護は建築物外部の直撃

雷のみであり、建築物内部に侵入してくる誘導雷に対しての保護は期待できない。避雷用機器は、

この誘導雷による雷サージ対策として設置する。 

 

8.11.13 簡易テレメータ 

簡易テレメータは、施設の規模、重要度、管理体制などを考慮し、適切なものを選定する。 

〔解説〕 

 簡易テレメータは、主に伝送点数が少ない小規模な施設の遠方監視装置として使用される。 
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8.12 各種施設の計装 

8.12.1 総 則 

水道における計装を大別すると、取水場、浄水場及び配水場等個々の施設を対象としたプラン

ト制御に用いるものと、水源から配水施設まで水道施設全体を総合的に一体化して、運転管理す

る系統運用制御に用いるものがあり、効率的な監視制御を行うために、施設に適合した計装設備

を設置する必要がある。水道施設の計測及び制御の項目の例を図-8.12.1に示す。また、小規模浄

水場の計測及び制御項目の例を図-8.12.2に示す。これらの項目は、原水水質の良否、浄水処理の

方法、取水の方式及び送配水方式によって、いくつかの項目を省略あるいは追加する場合がある

が、総じて施設の規模に関係なく、取水から配水に至るまでの工程で必要とされる計測及び制御

の項目である。 

計装設備の規模及び構成の決定に当たっては、計装の目的と効果の明確化、信頼性・安全性、

イニシャルコストやランニングコストなど基本的事項を検討する。 

 

8.12.2 貯水及び取水施設 

貯水及び取水施設の計装は、次の各項による。 

1. 水源の種類と維持管理に適した水位計及び流量計を設置し、必要に応じて水質計器、

水質監視水槽などを設けることが望ましい。 

2. 貯水及び取水施設における計装機器の各入・出力端子部には、避雷器などの適切な

保護装置を設置する。 

 

8.12.3 導水施設 

導水施設の計装は、次の各項による。 

1. 導水施設には、導水方式や維持管理に適した流量計を設けることが望ましい。 

2. ポンプによる導水量の制御は、8.2.10 ポンプの制御を参照する。 

3. 導水施設における計装機器の保護装置は、8.12.2 貯水及び取水施設の２.に準ずる。 

 

8.12.4 着水井 

着水井の計装は、次の各項による。 

1. 着水井には、その規模及び目的に適した水位計、流量計を設置し、必要に応じて水

質計器を設置する。 

2. 着水井の流量を制御する場合は、水位の変動に対して安定で確実な制御方法による。 
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図-8.12.1 水道施設の計測及び制御項目の例 



 205

 

図-8.12.2 小規模浄水場の計測及び制御項目の例 

 

8.12.5 凝集池及び凝集沈澱池 

凝集池及び凝集沈澱池の計装は、次の各項による。 

1. 凝集池及び凝集沈澱池には、必要に応じて水質計器等を設置する。 

2. 計装機器は、周囲の環境条件に適した機器を選定する。 

3. 凝集沈澱池の排泥制御は、排泥池の条件なども考慮し、安全確実に行える設備とする。
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8.12.6 ろ過池 

ろ過池の計装は、次の各項による。 

1. ろ過池にはろ過流量計と損失水頭計を設置するとともに、必要に応じ水質計器など

を設置する。 

2. ろ過流量制御を行う場合は、総ろ過水量を任意に制御できることが望ましい。 

3. 洗浄操作をシーケンス制御方式による場合には、各機器は動作が確実で、安全性と

信頼性の高いものを選定する。 

4. 洗浄タンクには水位計を設け、揚水ポンプなどと連動できる装置とし水位警報表示

を行う。 

 

8.12.7 浄水池 

浄水池の計装は、次の各項による。 

1. 浄水池には水位計を設置し、必要に応じて水質計器を設置する。 

2. 計装機器は、耐塩素ガス並びに耐湿性などその環境条件を考慮する。 

 

8.12.8 凝集用薬品注入設備 

凝集用薬品注入設備の計装は、次の各項による。 

1. 薬品の種類、注入方式及び維持管理に適した流量計、液位計及び調節弁等を設置す

る。 

2. 薬品注入設備の計装は、精度、信頼性が高く、水質の変化に対応できるものとする。 

3. 計装機器の構造材は、薬品による腐食などに耐えられるものとする。 

 

8.12.9 消毒設備 

消毒設備の計装は、次の各項による。 

1. 消毒剤の注入及び維持管理に適した流量計、圧力計、調節弁及び残留塩素計等を設

置する。 

2. 計装機器は、環境条件に適したものであるとともに、必要部分は耐腐食性を持つも

のとする。 

3. 消毒設備の保安として、貯蔵所及び注入機室等には塩素漏洩検知器を設置する。 

 

8.12.10 塩素処理設備 

塩素処理設備の計装は、次の各項による。 

1. 計装設備は、原水水量・水質の変化に対応できる制御と計測ができるものとする。 

2. 消毒設備の保安として、貯蔵所及び注入機室等には塩素漏洩検知器を設置する。 
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8.12.11 酸剤・アルカリ剤注入設備 

酸剤・アルカリ剤注入設備の計装は、次の各項による。 

1. 計装機器は、薬品の使用条件やその周辺の環境条件に適したものであるとともに、

安全に取り扱える構造とする。 

2. 流量計、圧力計、液位計等は、薬品の溶解や注入に適したものを設けるとともに、

制御に適した調節弁などを設置する。 

3. 薬品注入設備の計装は、精度、信頼性が高く水質の変化に対応できるものとする。 

 

8.12.12 活性炭吸着設備  

活性炭吸着設備の計装は、次の各項による。 

1. 粉末活性炭吸着設備の計装機器及び注入機器は防塵性、防爆性、耐摩耗性、耐腐食

性等を考慮する。 

2. 粒状活性炭吸着設備は、炭層（固定層式、流動層式）の管理に必要な計装機器を設

置する。 

 

8.12.13 オゾン処理設備 

オゾン処理設備の計装は、次の各項による。 

1. 計測機器は、オゾンの性質やその周辺環境に適したものであるとともに、維持管理

が容易で安全に取り扱える構造とする。 

2. オゾンの発生、注入等が安全かつ効率的で、適切な制御ができるものとする。 

3. オゾンの計装は、精度、信頼性が高く水質の変化に対応できるものとする。 

 

8.12.14 膜ろ過設備 

膜ろ過設備の計装は、次の各項による。 

1. 膜ろ過設備の運転は、特性や維持管理等を考慮して自動運転とする。 

2. 膜ろ過設備における計装機器は、流量計、圧力計、水位計、濁度計、温度計、更に

必要に応じ微粒子計、膜損傷検知器等を設置する。 

3. 膜損傷、ろ過水濁度の上昇等の異常時には、当該処理装置を速やかに自動停止し、

これに伴う警報等必要な処理を行う制御装置を有するものとする。 

 

8.12.15 紫外線処理設備 

紫外線処理設備の計装は、次の各項による。 

1. 紫外線照射装置は、紫外線を常時安定して照射できるとともに、紫外線強度を常時

監視できる構造とする。 

2. 紫外線処理設備は、紫外線強度計、濁度計、温度計、流量計等の計装機器を設置する。

3. 膜損傷、ろ過水濁度の上昇等の異常時には、当該処理装置を速やかに自動停止し、

これに伴う警報等必要な処理を行う制御装置を有するものとする。 
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8.12.16 排水処理施設 

排水処理施設の計装は、次の各項による。 

1. 排泥は、自動排泥制御を原則とし、均等排泥などが可能とする。 

2. 調整・濃縮施設の計装は、必要に応じて水質計器等を設置する。 

3. 脱水施設の計装は、その処理方法に適合し、 も安全で確実な計装機器及び制御方

式とする。 

4. 設置環境や測定条件などを考慮する。 

 

8.12.17 送水施設 

送水施設の計装は、次の各項による。 

1. 送水施設の監視と制御に適した流量計、水圧計を設置する。。 

2. 送水流量の制御は、浄水池及び配水池等の貯留量を活用し、送水施設の安全にして

確実、かつ経済的運用を確保できるものとする。 

3. 送水施設における計装機器の保護装置は 8.12.2 貯水及び取水施設に準ずる。 

〔解説〕 

1.について； 

送・配水施設において、ポンプ加圧方式の場合には水圧計が必要とされることが多く、設置に

当たっては、周囲の環境条件、空気混入などの設置条件及び保守点検について検討する必要があ

る。送水施設の流量計には、電磁式、超音波式及び差圧式、水圧計にはブルドン管式、ベローズ

式が多く使用されている。また、水位計にはフロート式、静電容量式、電極式、投込式が主に使

用されている。 

 

8.12.18 配水施設 

配水施設の計装は、次の各項による。 

1. 配水施設の監視、制御及び水量管理に適した流量計、水位計及び水圧計を設置し、

必要に応じて水質計器を設ける。 

2. 配水流量の制御は、配水施設の安全で効率的運用及び配水区域内の適正な水量・水

圧を確保できるものとする。 

3. 配水施設の運転管理に適した計測及び制御信号は、浄水場または送・配水場に伝送

することが望ましい。 

4. 配水施設における計装設備の保護装置は、8.12.2 貯水及び取水施設の２.に準ずる。 

〔解説〕 

 配水施設の計装は、配水量の時間的変化が大きく、また配水池、配水塔及び高架タンクの設置

場所が、遠隔地あるいは高所にあるなどの特殊性を考慮する必要がある。 
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2.について； 

配水流量制御の目的は、配水区域内の適正な水量配分及び水圧の均等化を図るもので、特に、

水圧管理は、夜間などにおける必要以上の高い水圧による配水管の破裂や漏水の防止、または低

水圧による給水不良地域の解消を図ることを目的とする。 

一方、需要量に見合った円滑な配水を行うために、配水区域における需要量の時間的変動を的

確に把握するとともに、配水池への必要水量の送水など、送水流量制御と関連付けた効率的な配

水池運用を行う必要がある。 

送・配水施設の計装フロー図の例を図-8.12.14に示す。低地区の配水は自然流下式で特に制御

は行わず、配水管の破裂など事故時における事故防止用として、緊急遮断弁が設置されている。 

高地区及び中地区への配水はポンプ加圧方式で、同系統に対しては同一揚程のポンプが使用さ

れ、制御目標は、ポンプ吐出し圧力一定制御、または末端圧力一定制御が行われ、制御方式はポ

ンプ台数制御もしくは回転速度制御が一般的である。 

 

図-8.12.14 送・配水施設の計装フロー図の例 

 

3.について； 

配水池、配水塔及び高架タンク等の配水施設は遠隔距離にある場合が多く、無人化する傾向に

ある。施設の安全管理並びに経済運用を行うために、計測信号を浄水場または送・配水場に伝送

することが望ましい。 

 

8.12.19 ポンプ設備 

ポンプ設備の計装は、次の各項による。 

1. ポンプ設備の運転及び監視と制御に適した水位計、圧力計及び流量計を設置し、必

要に応じて回転速度計を設ける。 
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2. ポンプ設備の計装電源は電気機器等の回路とは分離し、UPS からの電源供給が望ま

しい。 

3. ポンプの制御方式は、ポンプの制御目的に応じ運転の安全性、確実性及び経済性に

適合するものとする。 

 

8.12.20 海水淡水化施設（逆浸透設備） 

逆浸透設備は、保安フィルタ、高圧ポンプ、膜モジュール、サックバック水槽、膜洗浄

設備等で構成されており、その計装は膜の種類・構成等に整合したシステムとする。 

1. 逆浸透設備の運転制御は自動運転を原則とし、原水設備・調整設備等と総合的に連

動できるものとする。 

2. 逆浸透設備の計装機器は、水位計、流量計、圧力計等、並びに水質計器として pH 計、

濁度計、温度計、残留塩素計、ORP 計、電気伝導率計、FI（SDI）計及びアルカリ度計

を適切に配置し、周辺環境条件に適したものとするとともに安全に取り替えられる構

造とする。 

 

8.13 機械室・電気室・監視室 

8.13.1 総 則 

 機械室・電気室・監視室の設計に当たっては、設置する設備が十分その機能を発揮できるよう

な配慮が必要である。各室は外部からの浸水、建物付属設備の給排水管、ガス管、油管などから

の漏れによる設備への波及事故を招かないようにする。 

 機械室は、重量物や回転機器等が設置されることから、安全に作業や点検が行える空間を有す

る必要がある。 

 電気室に設置される電気設備や監視室に設置される監視制御システムは、その高度化、電子化、

複雑化により、装置の信頼性を維持する設置環境が必要である。また、運転管理及び保全管理の

面では、安全性、作業性に十分な配慮が求められる。 

 なお、各室とも法令による規制を受ける場合があるので、十分留意する。さらに、機械室、電

気室は人が常駐しないことが多いため、保安、防犯にも十分な対策を講じる。 

 

8.13.2 機械室 

機械室は、次の各項による。 

1. 機械室は、収納設備を保守点検、分解整備するのに必要な面積を有し、また機器の

搬出入に必要な経路を確保するとともに、必要な場合クレーンなどを設置する。 

2. 地下式については、浸水及び漏水に対し十分な排水能力を有し、室内への出入口は

２箇所以上とする。 
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3. 室内の温度及び湿度を一定範囲に保持するため換気装置を設け、採光部及び扉は保

安を考慮したものとする。 

 

8.13.3 電気室 

電気室は、次の各項による。 

1. 電気室の位置は、できるだけ負荷の中心的位置が望ましいが、設置場所の状況、負

荷の配置、配線ルートなどを考慮して選定する。 

2. 電気室の広さ及び高さは、機器の搬出入、保守点検、分解整備及び将来の設備更新

に必要な余裕を有していること。また、出入口は２箇所以上とする。 

3. 電気室の環境は、設備の機能が安定して発揮できるよう、換気設備や空調設備など

が完備されているとともに、室内は腐食性ガスや可燃性ガスなどから、位置的、構造

的に十分に遮蔽する。 

4. 電気室は、消防法及び建築基準法に適合した構造とする。 

また、室内の採光及び扉は、保安を考慮したものとするとともに、開口部は、鳥獣、

昆虫等の侵入防止措置を施す。 

〔解説〕 

2.について； 

設備更新を想定した設計が不可欠であり、同一電気室内で更新を行うための面積を考慮する（表

-8.13.1 を参照） 

表-8.13.1 受配電設備の 小保有距離 
 （ｍ） 

部位別 

機器別 

前面または 

操作面 

背面または 

点検面 

列相互間 

（点検を行う

面） 

その他の面 

高圧配電盤 1.0 0.6 1.2 － 

低圧配電盤 1.0 0.6 1.2 － 

変圧器など 0.6 0.6 1.2 0.2 

 （高圧受電設備規程 2008 より） 

 

8.13.4 監視室 

監視室は、施設の規模、用途等を考慮し、施設管理の中枢としての機能を有すると同時

に、安全に運転管理が行える作業環境となるように計画する。また、災害時の対応拠点と

しての設置環境を有する必要がある。 

 

8.13.5 照明設備 

照明設備は、次の各項による。 

1. 照明は、使用目的に適合した諸活動が快適に行える照度を有するとともに、効率の

高い光源を使用することにより省エネルギーに努める。 
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2. 運転管理上必要な場所には、非常用照明を設ける。 

3. 照明器具の配置は、保守管理が容易に行えるよう考慮する。 

 

 

8.13.6 騒音防止その他 

騒音防止その他については、次の各項による。 

1. 敷地境界外へ騒音や振動が波及するのを防止する処置を施す。 

2. 監視室、事務室などへ騒音や振動が波及しないよう考慮する。 

3. 照明器具の配置は、保守管理が容易に行えるよう考慮する。 

〔解説〕 

1.について； 

民家に近い場所に設置されるポンプ場などの水道施設は、ポンプ、電動機、内燃機関、電力設

備等から発生する騒音、振動により、付近の住民に迷惑を及ぼさないよう防音、防振対策を施さ

なければならない。また、建設当初は付近に民家などがない場合でも、将来民家などの接近が予

想される場合は、あらかじめ対策を講じておくか、または将来防音、防振装置を設置可能なもの

としておくことが望ましい。 

 

8.14 新エネルギー 

8.14.1 総 則 

水道事業は、エネルギー消費産業の側面を有し、全国の電力の約 0.8％（平成 22 年）を消費し

ており、水道事業者には環境保全に積極的に取り組むことが求められている。本指針では水道事

業体での導入例が多い小水力発電と太陽光発電について取り上げる。 

 

8.14.2 小水力発電 

小水力発電は、次の各項による。 

1. 利用可能な流量・有効水頭（落差）、発電電力を消費する施設、設置場所の立地条件

等、総合的に検討を行う。 

2. 導入効果について検討し、目的の明確化と経済性の確認を行う。 

3. 効率的に発電できる機器を選定する。 

〔解説〕 

水道施設における未利用エネルギーで も大きなものと考えられるのが導・送・配水の残存水

頭である。従来は、減圧弁などにより送・配水圧力を調整しているが、この減圧弁の代わりに水
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車による発電設備を設置して電気エネルギーに変換し、その残存水頭の有効利用を図ることがで

きる。 

 

8.14.3 太陽光発電 

太陽光発電は、次の各項による。 

1. 太陽電池は、変換効率がよく維持管理が容易なものを選定する。 

2. 導入効果について検討し、目的の明確化と経済性の確認を行う。 

3. 太陽電池パネル、架台、接続箱、パワーコンディショナ等から構成される。 

4. 運転方式、系統連系方式、データ計測方式などを検討する。 

〔解説〕 

水道施設には平成 12 年度頃から太陽光発電の導入が進み、沈澱池やろ過池の覆蓋、配水池上部

等に設置している例が多い。 


