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1-(1)-1 ビルピット排水による管きょの劣化に関する調査 

 

計画調整部 技術開発課 須藤 賢 
 
１．調査概要 
１．１ 調査目的 
下水道施設において発生する硫化水素は、臭気苦情だけでなく施設そのものの劣化につながるこ

とは広く知られている。しかし、硫化水素の発生について定性的に研究した成果はあっても、定量

的に説明できるものはなく、硫化水素発生の予測及び対策は困難な状況にある。更に、発生した硫

化水素濃度とコンクリート腐食の関係についても、処理施設等での調査事例はあるものの包括的な

研究は行なわれていない。特に下水道管路の場合、定常的な曝露ではなく、瞬間的な曝露にさらさ

れることや、硫化水素が管路施設内を移動･拡散することから、腐食の発生予測が困難な状況にある。

したがって、大都市においては大きな課題となっているビルピット排水の改善については、具体的

な劣化への影響等を提示できないまま、指導を行なっている現状がある。 

こうしたことから、本調査は、ビルピットから排出された硫化水素ガスの発生状況や人孔コンク

リート腐食度を調査することにより、ビルピットから排出される硫化水素ガスが管路施設の腐食へ

及ぼす影響を把握するとともに腐食予測式を検証するなど、ビル等の管理者へ適正な維持管理を要

請する際や管路施設の維持管理業務を効率的に行うための基礎資料を作成することを目的として実

施した。 
 
１．２ 調査内容 
１．２．１ これまでの調査内容 

(1) 平成１４年度（その１） 

臭気苦情多発６地区の人孔（１２箇所）への暴露用供試体の設置 

硫化水素ガス連続測定器によるガスの発生状況調査（１２人孔、１週間、１分ピッチ） 

(2) 平成１５年度（その２） 

硫化水素ガス連続測定器によるガスの発生状況調査（１２人孔、１週間、１分ピッチ） 

設置した暴露用供試体の腐食状況調査（１２人孔、半年及び１年後、中性化、ＥＰＭＡ試験） 

(3) 平成１６年度（その３） 

硫化水素ガス連続測定器によるガスの発生状況調査（５人孔、４週間、５分ピッチ） 

設置した暴露用供試体の腐食状況調査（２人孔 形状・質量変化、中性化、ＥＰＭＡ試験） 

人孔内壁のコンクリートコア採取・劣化分析（３人孔、中性化、ＥＰＭＡ試験） 

硫化水素ガスによるコンクリート腐食予測式 

 
１．２．２ 今回の調査内容 
(1) 人孔内壁コンクリートのサンプリング及び腐食状況調査 
(2) 硫化水素ガス発生状況調査 
(3) コンクリート腐食度分析試験 
(4) 硫化水素ガスによる管路施設の腐食予測式の作成 
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表 1 調査試験内容 

 調査内容 分析項目 調査期間 調査数量 

1 
硫化水素ガス発生

状況調査 
H2S 

１週間 

(連続測定) 

６調査 

（６人孔） 

2-1 

コンクリート腐食

情況の把握 

（現状把握） 

写真撮影 

2-2 

コンクリート 

腐食度分析試験 

（供試体による 

腐食度分析） 

① EPMA 試験 
② 蛍光Ｘ線解析 
③ Ｘ線回折分析 
④ フェノールフ
タレイン 

⑤ 劣化診断薬 
測定 

各１回 

既設人孔内壁の検体 

（３箇所） 

 

 
１．３ 調査期間 

平成 17 年 7 月 13 日 ～ 平成 18 年 3 月 24 日 

なお、現地調査は、平成 17 年 8 月 31 日(水)～平成 18 年 2 月 10 日(金)の期間中に 3回実施した。 

 

１．４ 調査対象施設 

当初は、クイックプランの臭気対策地点から選定したが、調査の結果、濃度が低かった地点は除

外している。また、昨年までの調査から、当初人孔内に設置した供試体の劣化進行はほとんど進ん

でいないことから、既設人孔壁体からのサンプルの解析を中心に調査を行うこととした。再構築さ

れた場所もあるため、新たな調査人孔を追加した。追加箇所は、管理事務所にヒアリングを行い、

硫化水素濃度が高いと思われる候補地点を複数選定し、実際の現地状況により最終的に２箇所の人

孔を決定した（新橋地区Ｎo.13、西新宿地区Ｎo.14）。調査対象施設と業務項目は、以下のとおり。 

 

表２ 施設の既知データ（調査対象地区概要） 

その１
硫化
水素
測定

腐食
調査

腐食
調査

2003年
3月

2003年
9月

2004年
3月

コア
採取

2004年
12月

2005年
1月

コア
採取

2005年
8月

2005年
11月

2006年
1月

Ｎo.6
2419-3B-060 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

Ｎo.13
2419-2A-026 ○ ○ ○ ○

西麻布地区 Ｎo.8
2516-2B-005 ○ ○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ ○

Ｎo.11
2014-3A-016 ○ ○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ ○

Ｎo.12
2014-3A-017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｎo.14
2014-4A-004 ○ ○ ○ ○

 は今回新たに調査対象とした人孔

新橋地区

西新宿地区

硫化水素測定

その２

区　域 人孔番号 硫化水素測定 備　考硫化水素測定

その４その３
時　　　期

 ※は追加調査 
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１．５ 調査箇所 
調査箇所位置図を、図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 調査箇所位置図 

 
 
１．６ 調査概要 

今回実施した現地調査工数及び分析工数を以下に示す。 

 

現地調査 

硫化水素濃度測定   ６箇所 

劣化状況調査   ６箇所 

サンプリング   ３箇所＋追加調査２箇所 

 

分 析 

中性化深さ試験（フェノールフタレイン）  ４供試体＋追加調査２供試体 

劣化深さ試験（劣化診断薬）   ４供試体＋追加調査２供試体 

Ｘ線回折分析  ４供試体 

ＥＰＭＡ分析  ４供試体 

蛍光Ｘ線分析  ４供試体 

 

③西新宿地区 

②西麻布地区 

①新橋地区 



 １-4

 

１．７ 調査・試験項目および内容 

１．７．１ 人孔内壁コンクリートのサンプリング及び腐食状況調査 

(1) 腐食・劣化調査 

外観・目視調査は、調査対象施設の劣化の現状を確認する目的で行う。 

調査方法は、調査対象施設について事前調査で得られた情報を踏まえたうえで、目視により行

う。 

調査項目は、以下に示すとおりである。 

○ 劣化度(腐食、破損、クラック) 

○ 付帯設備状況等(人孔蓋、足掛金具等) 

管路施設におけるコンクリートの劣化状況の程度は、腐食環境条件及び劣化度で判定する。 

 

(2) コア採取・復旧 

供試体は、中性化・劣化深さ試験、X線回折分析試験、EPMA 分析試験の試料とする目的でそれ

ぞれ調査対象施設より採取する。 

採取方法は、ホールインアンカーを対象箇所に打込み、削孔機を固定してコアボーリングを行

う。また、削孔機が固定出来ない場合等、作業環境に応じて手持ち式のハンドコアドリルを用い

る。 

採取位置は、他に比べて劣化の進行が激しく、鉄筋の干渉がない箇所とし、採取後、セメント

系早強モルタルで補修した｡ 

 

１．７．２ 硫化水素ガスの発生状況調査 

(1) 調査対象人孔６箇所の気相部調査 

気相部の調査は、硫化水素の発生量を調査し、腐食進行を推定するために行う。 

また、下水道の汚水は外気温の影響が少なく、年間の温度差は比較的一定であることが知られ

ているが、ビルピット排水については、夏季、気温の上昇に伴い硫化水素の発生量が増大する可

能性が予想される。しかし、実際にそうなのか、また発生量はどの程度変化するのかについては、

知見が少ない。このため、夏季、秋季、冬季で測定を行うこととした。 

調査方法は、硫化水素濃度の連続モニタリングが可能な拡散式硫化水素測定器(GHS－7AT)を用

い、調査対象人孔に吊り下げて測定する。また、測定位置は管頂直上とする。今回は、設置期間

を１週間の連続測定（１分間隔）とした。拡散式硫化水素測定器(GHS－7AT)を写真１に示し、測

定器設置状況例を写真２に示す。 

調査結果は、腐食環境条件と平均硫化水素濃度の関係(『下水道管路施設腐食対策の手引き(案) 

平成 14 年 5 月 (社)下水道協会』)により、腐食環境条件の判定を行った。 
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写真１ 拡散式硫化水素測定器(GHS－7AT)      写真２ 測定器設置状況例 

 

１．７．３ コンクリート腐食度調査 

(1) 中性化深さ試験（フェノールフタレイン） 

中性化深さ測定試験は、コンクリートの中性化領域を測定し、有効残存部材厚（健全部）を把

握する目的で行う。試験方法は、採取したコア供試体の割裂面に、フェノールフタレイン１％ア

ルコール溶液を噴霧し、コンクリート表面から変色しない部位までの最大深さを中性化深さとし

て測定する。 

ＲＣコンクリート構造物では以下のような観点から、中性化深さが耐久性を判断する指標の一

つとして用いられる。健全なコンクリート中の細孔溶液のｐＨは一般に 12～13 とされており、塩

分などを多量に含まない場合には、コンクリート中の鉄筋などの鋼材表面に不動態皮膜が生じ、

鉄筋は腐食しないと考えられる。一方、コンクリートは、セメントの水和の結果生成される水酸

化カルシウム(Ca(OH)2)が、空気中に含まれている炭酸ガス(CO2)と結合し、炭酸カルシウム(CaCO3)

を生成して中性化する。こうした中性化が鋼材表面にまで達すると、鋼材が腐食しやすい状態と

なる。鋼材が腐食する時には、著しい体積膨張を起こすため、かぶりのコンクリートに亀裂や剥

離を生じさせる。さらに、そこから水や空気が侵入すると鋼材の腐食を促進させることになり、

ＲＣコンクリート構造物の耐久性が著しく損なわれることになる。 

 

(2) 劣化深さ試験（劣化診断薬） 

劣化深さ測定試験は、コンクリートの劣化領域（中性化には至らないがｐＨの低下が見られる

領域）を測定し、有効残存部材厚（健全部）を把握する目的で行う。試験方法は、中性化深さ測

定試験と同様に、採取したコア供試体を割裂した後、劣化診断試薬を噴霧し、茶褐色から薄緑色

に変化する深さを測定する。 

本試験に用いる劣化診断試薬は、トリフェニルメタン化合物とレゾルシン化合物との混合物で、

硫酸腐食を受けたコンクリート中の硫黄侵入領域と最も相関性の高い試薬である。 

 

(3) Ⅹ線回折分析試験（劣化原因調査） 

Ｘ線回折分析試験は、試料中に含まれる結晶性物質の種類を分析することにより、コンクリー

トの腐食原因を推定する目的で行う。試験方法は、採取したコア供試体をメノウ乳鉢等で微粉砕
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し、アルミニウム製等の試料ホルダーに装着し、分析を行う。 

Ｘ線回折分析とは、物質の組成を明らかにする組成分析（定性分析）である。原理は、入射Ｘ

線の角度を連続的に変えながら結晶（分析試料）に当てるとその一部は回折（反射）を起こし、

回折Ｘ線が現れる。その回折Ｘ線の強度を記録すると、強度の異なる複数本の回折ピークからな

るパターンが得られる。この回折パターンは、結晶性物質に固有なものであるので、既知の回折

パターンと比較することにより、試料中に含まれる結晶性物質（鉱物）を同定することが出来る。 

 

(4) ＥＰＭＡ分析試験（硫黄侵入深さ、カルシウム分布調査） 

ＥＰＭＡ分析試験は、電子線マイクロアナライザ(Electron Probe Microanalyses、EPMA)によ

り、コンクリート中の硫黄の侵入深さ及びカルシウム・塩化物の分布及び量を測定し、劣化状況

を確認する目的で行う。試験方法は、まず、採取したコア供試体を深度方向に切出し、サンプル

が型崩れしないよう樹脂で固めた後、分析面を研磨し鏡面に仕上げる。次に分析面（研磨面）に

導電性を持たせるために炭素蒸着を行い分析用試料とし、分析装置によりマッピング分析を行う。 

 

(5) 蛍光Ｘ線分析試験（硫黄侵入深さ、カルシウム分布調査） 

ＥＰＭＡと同様に 30 ㎜×50 ㎜程度の大きさの試料サンプルを作成する。 

試料サンプルについて、蛍光Ｘ線分析装置を用い１㎜ピッチでのＸ線分析を行う。 

 

３ 硫化水素ガスによるコンクリート腐食予測式 

３．１ 予測の前提条件 

３．１．１ 腐食深度 

コンクリートの劣化については、様々な要因・現象が知られている。しかし、定量的なものは少

なく、劣化予測に組込めるものは限られている。このため、今回検討する対象は、中性化と硫酸性

腐食の二つの劣化に限定する。 

一般的な中性化は空気中の二酸化炭素によって生じるが、圧縮強度の低下も起こらず、コンクリ

ートの本質的な劣化ではないため、無筋コンクリートでは問題は生じない。しかし、鉄筋コンクリ

ートでは、ｐＨの低下により鉄筋表面の不動態皮膜が消失して鉄筋が腐食し始める。鉄筋の腐食は

膨張を伴う為にコンクリートにクラックが生じ、構造体に悪影響を及ぼすこととなる。 

硫酸性腐食は、コンクリート表面に生じた硫酸によるコンクリート腐食である。コンクリート中

の水酸化カルシウムと硫酸が反応すると二水石膏やエトリンガイトが生成される。二水石膏は強度

がほとんど無く、エトリンガイトは生成される際に、結合水を取り込み大きく膨張するなど、構造

体への影響が大きい。ＥＰＭＡ試験は、コンクリート内部の硫酸イオンの存在を判定するもので、

硫酸性腐食が進行していることを示している。 

一般的な中性化は、通常の環境では進行が緩やかであり、短期的な劣化が問題となる事例は少な

い。しかし、硫酸性腐食によってもコンクリートは中性化するが、その場合のスピードは二酸化炭

素によるものに比べて急激であることが多い。したがって、中性化が明確に確認できる場合、硫酸

性腐食による中性化である可能性が高い。ＥＰＭＡ試験によって判定された硫黄の進入範囲とフェ

ノールフタレインや劣化診断試薬で判定された中性化の範囲は同一ではないが、本質的には硫酸性

腐食の範囲をあらわしていると考えられる。但し、フェノールフタレインでは、図２のように、硫
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黄が侵入しコンクリートや鉄筋への影響が始まっていても、ｐＨの低下が少ない範囲では呈色する。

そのため、フェノールフタレインで得られた中性化深度よりも深く硫黄が侵入していることが多い

と考えられる。 

 

 

図２  硫酸イオンによるコンクリート腐食の概念図(3) 

 

当初、今回調査及び前回調査で得られた腐食深度データと、硫化水素濃度について傾向分析を行

なったところ、傾向が判定できない結果となった。このため、乖離が大きい西麻布（Ｎo.8）と西新

宿（Ｎo.11）について、再度サンプリングを行い、中性化及び劣化診断を行なっている。本報告で

は、再調査のデータを採用している。合計６個のサンプリングを行なったことになるが、追加で行

なった２本については、以下の３つのデータのうち、ＥＰＭＡ試験を行なっていない。 

(1) フェノールフタレイン試薬による中性化深度 

(2) 劣化診断薬による硫黄の侵入深度 

(3) ＥＰＭＡ分析による硫黄の侵入深度 

 

今回、硫黄の侵入深度の計測には、劣化診断薬とＥＰＭＡの２つの方法を用いた。ＥＰＭＡ分析

は、劣化診断薬による試験に比べると非常に高価で、分析にも時間を要するが、その性質上正確な

値を得ることが可能であり、分析結果の信頼性は最も高い。今回の試験結果を比較するとＥＰＭＡ

分析の方が劣化範囲が深い傾向が見られたが、差はわずかであり、ＥＰＭＡ分析を行わない供試体

については、劣化診断薬でその代替とすることが可能であると判断した。解析では、ＥＰＭＡ分析

を行ったものについては、その値を用い、行わなかったものについては劣化診断薬試験結果を用い

ている。 

 

３．１．２ 表面剥落 

硫酸劣化したコンクリート表面は、結合力が弱まり微小な力でも剥落することがある。特に人孔
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の場合は、雨天時の流水の影響や車輌通行の震動など、剥落が起こりやすい環境といえる。更に、

コア抜き時に振動等で表面部分が剥落する場合もある。今回コアを採取した人孔の表面も全体的に

骨材が露出していたが、剥落の程度を推定し、当初の表面からの腐食深度を正確に得ることは、現

実的には不可能である。 

そこで、ここでは表面の剥落している人孔については、剥落したモルタル厚を周囲の状況から 5mm

程度と仮定し、先に述べた腐食深度に加えて予測を行った。 

 

３．１．３ 濃度データと稼動年数 

表３に、計測された硫化水素濃度を示す。 

予測式に用いる濃度は、各地点毎の累積平均より 1分間の平均濃度を算出し、これを用いること

とした。計測した年度、季節等により濃度は変動しており、夏季に上昇傾向が見られる場所もあっ

たが、その傾向は明確でないため、平均値とした。 

 

表３ 硫化水素濃度集計 

その１

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2003年3月 2003年9月 2004年3月 2004年12月 2004年12月 2005年1月 2005年1月 2005年9月 2005年11月 2005年12月 2006年2月

6 9,738.3 6,962.1 2,213.7 5,525.5 5,256.5 2,653.5 4,302.0 20,054.0 17,675.0 18,330.7 38,862.7 5,235.9 11,961.3 0.519 1.187

13 25,364.7 9,467.5 13,829.5 11,652.3 15,078.5 1.496

西麻布
地 区 8 4,963.7 5,103.4 8,160.3 14,835.5 11,487.0 10,175.5 10,418.5 39,014.6 31,639.0 34,264.8 22,088.2 9,306.3 17,468.2 0.923 1.733

11 26,287.7 81,972.5 50,433.7 15,076.0 32,935.5 49,179.0 39,746.5 123,425.1 38,985.0 31,264.8 51,540.6 42,233.0 49,167.9 4.190 4.878

12 31,819.1 84,225.9 49,733.4 274,717.8 80,826.0 64,090.2 49,710.6 55,259.5 90,731.9 5.482 9.001

14 57,825.6 39,416.0 28,434.8 22,018.2 36,923.7 3.663

調査地点累積平均

～その４
まで

硫化水素濃度（ppm/1週間・分）

～その３
まで

～その４
まで

人孔
番号

～その３
まで

西新宿
地 区

平均

ppm/min
地区名

新 橋
地 区

その２ その３（４週連続） その４

 

 

また、各地点の稼動年数は、供用開始から平成 17 年（「委託その３」については平成 16 年度）ま

でを稼動年数として用いた。 

 

３．２既知の予測式 

３．２．１ 吉本・北川の予測式 

硫化水素ガスによるコンクリート腐食については、いく人かの研究者が実験等から得られた知見

を元に予測式を提案している。その一つとして 1990 年に日本下水道事業団の吉本国春・北川三夫(1)

が提案したものは、影響因子をガス濃度と稼動年数とし、その積から劣化深度を推定している。 

ｄ＝ 1.33(Ｃ×Ｔ)0.5  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 式１ 

Ｃ：ガス濃度(ppm) 
Ｔ：稼動年数(年) 
ｄ：腐食深度(mm) 

 

３．２．２ ビックリート技術審査証明・報告書からの予測式 

近年硫化水素ガスによる腐食対策として防菌または抗菌剤混入コンクリートの研究・開発も進み、

多くの技術が実用化されている。こうした技術開発の中では、通常のコンクリートとの効果比較を
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行なっており、硫化水素ガス濃度とコンクリートの劣化深度に関するデータが得られている。以下

は、ニッケル系防菌コンクリートである「ビックリート」の開発から得た推定式である。北川・吉

本の提案式同様に、ガス濃度と曝露年数の積から腐食深度を導いている。（報告書(2)ではガス濃度と

劣化速度の関係式が導かれている） 

ｄ＝ 1.8416×Logｅ(Ｃ×Ｔ)＋3.5365 ‥‥‥‥ 式２ 

Ｃ：ガス濃度(ppm) 
Ｔ：稼動年数(年) 
ｄ：腐食深度(mm) 

 

３．３ 腐食予測式 

以上のことから、腐食予測式を検討した。 

ｄ＝ 0.5221×(Ｃ×Ｔ)0.6918（Ｒ2=0.8630） 

Ｃ：ガス濃度(ppm) 

Ｔ：曝露年数(年) 

ｄ：腐食深度(mm) 
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新橋地区No.6（その３）

新橋地区No.13（今回）

西新宿地区No.14（今回）

西新宿地区No.12（今回）

西麻布地区No.8（今回追加）

西新宿地区No.11（今回追加）

今回の５点より求めた予測式1

今回の５点より求めた予測式2

今回の５点＋その３の1点より求めた予測式3

今回の５点＋その３の1点より求めた予測式4

吉本・北川の推定式

ビックリート暴露試験結果式

 
グラフ１ 予測式 
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表４に、推定に用いたデータを示す。 

表４ 推定用データ 

地　区 人孔Ｎｏ
フェノールフタレ

イン試験
による

腐食深度
(mm)

劣化診断薬
による硫黄
侵入深度

(mm)

EPMA分析
による硫黄
侵入深度

(mm)

～Ｈ16年度
硫化水素濃度

C
(ppm/1分)

①

～H17年度
硫化水素濃度

C
(ppm/1分)

①

～Ｈ16年度
稼動年数　T

(年)
②

～H17年度
稼動年数　T

(年)
②

～Ｈ16年度
Ｃ×Ｔ

(①×②)

～H17年度
Ｃ×Ｔ

(①×②) 備考

新橋地区 13 15 18 20 1.50 77 115.16 昭和3年築造
西新宿地区 12 21 23 23 9.00 40 360.04 昭和40年築造
西新宿地区 14 11 13 15 3.66 49 179.45 昭和31年築造

西新宿地区 11 15 18 4.88 40 195.10 昭和40年築造
西麻布地区 8 19 20 1.73 54 93.58 昭和25年築造

その４
剥落5mm
考慮結果
(H17年

度)  
 

算出した近似式は、全体的には、吉本・北川式やビックリートの推定式とほぼ同じ傾向となって

いる。若干初期の腐食進行が遅い傾向はあるが、長期的には大きめの値となる。これまでの推定式

は処理施設での暴露試験を元にしたものであり、劣化が一定深さで停滞するような傾向が見られた。

劣化メカニズムを考えた場合、進行が緩慢になることは不自然であり、原因は表面の劣化部分によ

って硫化水素の暴露が妨げられるためと考えられる。 

今回のような管路施設の場合、雨天時に脆弱部が剥落していくため、暴露による劣化が進行しや

すくなると考えれば、劣化が進む傾向が強くなる方が合理的である。 

 
４ 劣化進行 

４．１ 予測式を用いた劣化進行比較 

提案した予測式を用い、濃度によって、腐食進行にどの程度の差が出るかを検証した。 

ケース 1：悪臭防止法で定められた上限値 0.2ppm の場合 

ケース 2：西麻布地区人孔Ｎo.8 相当の 2.0ppm の場合 

ケース 3：西新宿地区人孔Ｎo.12 相当の 9.0ppm の場合 

2.57 mm

12.63 mm

35.75 mm
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ケース３　9.0ppmの場合

ケース２　2.0ppmの場合

ケース１　0.2ppmの場合

 

グラフ２ 予測式における濃度別腐食進行比較 
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上記のように 0.2ppm 程度であれば、殆ど劣化しないことになる。人孔から異臭を感じる場合は、

人孔内部の濃度はこれよりも高くなっていることが想定される。一般に人間は、硫化水素濃度

0.3ppm で誰もが臭気を感知し、3ppm で不快を感じる。局では経験上、臭気苦情が発生した場合、周

辺の桝で 50ppm 以上の濃度が検出されると言われている。しかしビルピット由来であれば、排出時

間が１日１時間（既往調査(4）では、硫化水素濃度上昇時間は１０～１５分／日）としても平均濃度

は 2ppm 程度となる。50 年稼動した場合約 13 ㎜であり、調査した人孔では著しい腐食環境とはいえ

ないであろう。予測式から単純に判断すれば、 

臭気を感じる場合でも、腐食の進行が大きいとは言えない。 

こととなる。 

 

４．２ 人孔における硫化水素腐食 

今回調査での平均硫化水素濃度は、最も高い地点で10ppmほどあり、腐食深度は35mm程度となる。

本調査で対象としてきた人孔は、設置時期が古いため、現場打ちあるいはレンガ積み人孔であった。

現場打ち人孔は、側壁は斜壁や直壁を除けば、壁厚が 200mm 以上あるため、ビルピット排水による

硫酸性腐食に対して十分な余裕がある。中性化についても、側壁は無筋であるため鉄筋腐食による

問題は発生しない。 

今回、硫化水素濃度が最も大きく表面劣化も見られた西新宿Ｎo.11、12 では、更正工事が実施済

みであるが、人孔については、ステップと蓋の交換を行っただけで躯体の補修は特に行なわれてい

ない。これは、西麻布も同様である。 

しかし、現在主流となっているプレキャストの組立人孔は、壁厚が薄く、鉄筋もあることから、

腐食による危険性は増加している。組立人孔の構造の一例を表５示す。 

 

表５ 組立人孔形状 

配    筋 
号数 壁厚 

リング筋 縦  筋 被り 
備  考 

1 号 75mm φ5×16 本 φ5＠100 約 35mm 

2 号 100mm φ5×24 本 φ5＠100 約 47mm 

3 号 125mm φ6×24 本 φ6＠100 約 60mm 

配筋位置は 
全て壁中心 

 

４．３ 管きょにおける硫化水素腐食 

ビルピット内で発生した硫化水素は、ポンプによってくみ上げられ、取付管から下水管に流入し

た際に攪拌されて気化する可能性が高い。その地点から離れるほど、また時間が立つほど拡散し濃

度は減少する。流入部は最も高い硫化水素濃度にさらされることになるが、管渠内に計測器を設置

することは困難であり、今回のような長期測定の場合、雨天時に水没し測定不能となる可能性があ

ることから、管きょ内の調査は行っておらず、本調査でも人孔で濃度測定を行っている。今回の調

査地点の西新宿№11、12 は排水が人孔に直接流入しており、ビルピット排水の流入地点の環境に近

いと言え、実際非常に高い濃度が観測されている。管きょは人孔に比べ厚みが薄いことから危険性

が高い。一般的な小口径ヒューム管の諸元を表６に示す。 
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表６ 鉄筋コンクリート（Ｂ型管）寸法表 

呼び径 厚み 被り 備  考 

350mm 32mm 16mm 

400mm 35mm 17.5mm 

450mm 38mm 19mm 

500mm 42mm 21mm 

600mm 50mm 25mm 

700mm 58mm 29mm 

配筋位置は 
全て中心とした 

 

戦前の管きょには、230mm といったコンクリート管渠も存在しているが、現在、300 ㎜以下は塩ビ

管であり、それ以前は陶管である。最も薄い 350mm で厚みが 32mm、鉄筋の被りが 16mm と組立人孔

の半分以下である。表７は、許容年数を 50 年として許容濃度を推定したものである。耐用年数は、

硫酸性腐食によってコンクリートの脆弱化が進行し、構造体として危険な水準に達する時期である。

今回は危険な段階を管厚の半分となる鉄筋位置まで硫黄が侵入する時期とした。この段階では、中

性化による鉄筋腐食が懸念される状態となり、二水石膏となった脆弱な部分が存在する。 

壁厚の半分が全て脆弱化するわけではないため、直ちに危険とは言い切れないが、管内面から脆

弱化が進み管厚の減少が進行しているため、それ以前でも危険性はある。予測の前提として、硫酸

腐食環境で無い場合、劣化が進行しない扱いとなっているが、実際には、個別環境により様々な劣

化が進行するため、耐用年数は、更に短縮される可能性がある。 

 

表７ 呼び系毎の許容濃度 

呼び径 被り 許容年数(年) 許容平均硫化水素濃度 
(ppm) 

350mm 16mm 2.82 

450mm 17.5mm 3.21 

450mm 19mm 3.61 

500mm 21mm 4.17 

600mm 25mm 5.37 

700mm 29mm 

50 

6.65 

 

４．４ 硫化水素腐食の影響評価 

実際に、ビルピット排水によってどの程度、施設寿命が短縮されるか今回の測定地点で検討を行

った。しかし、下水道管きょ内では別要因でも硫化水素が発生する可能性があるため、ビルピット

排水が無い場合の硫化水素濃度を設定する必要がある。ビルピットが原因で発生する硫化水素は瞬

間的に濃度が上がるため概ね推定できるが、恒常的に発生している硫化水素は、0ppm の時もあり季

節的な変化があるなど、平均的な数字を出すことは難しい。今回は臭気苦情の目安となる 50ppm 以
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上の値をビルピット排水による硫化水素濃度の上昇として扱った。最も濃度の高い西新宿地区№.12

人孔のデータを用い、50ppm 以上の値が全体に占める割合を算出した。全体平均濃度は 11.6ppm に

対し、50ppm 以下の平均濃度は 4.1ppm であった。これは全体時間の約 96％にあたる。平均濃度とし

てはかなり高い値であり、実際はビルピット排水による濃度上昇分がかなり含まれた値と思われる。 

グラフ３は、３種類の管きょでの硫化水素濃度と耐用年数の関係を示したものである。 

 

No12 全体平均濃度
11.600 ppm

No12 50ppm以下の平均濃度
4.100 ppm

28.7 年 81.1 年12.1 年 34.3 年18.0 年 50.9 年
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HP700mm（厚58mm）　腐食許容値29mmの場合

HP500mm（厚42mm）　腐食許容値21mmの場合

HP350mm（厚32mm）　腐食許容値16mmの場合

 

グラフ３ 予測式における濃度と耐用年数の関係 

 

推定式でのビルピット排水の影響による耐用年数の短縮を表８に示す。 

今回の対象地点では、ビルピット排水が無い場合でも、4ppm という比較的高い平均濃度であった

ため、450mm 以下の管きょでは、50 年の耐用年数を確保できないことになり、50 年を下回る早い時

期に改築更新を迫られる状況である。（管きょの更生は既に実施済みである） 

同一濃度でも口径（管厚）毎に耐用年数は異なってくるが一般的にコンクリート構造物の耐用年

数とされる『50 年』を、管厚の薄い管渠でも確保するためには、管路内の硫化水素濃度を平均 2ppm

以下に抑えることが必要という結果となった。 
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表８ 硫化水素濃度の違いによる耐用年数の差 

耐用年数(年) 

管径 ﾋﾞﾙﾋﾟｯﾄ排水の 
影響を考慮する場合 
平均 11.6ppm 

ﾋﾞﾙﾋﾟｯﾄ排水の 
影響を考慮しない場合 

平均 4.1ppm 

短縮年数 

350mm 12.1 34.3 22.2 

400mm 13.8 39.1 25.3 

450mm 15.6 44.0 28.4 

500mm 18.0 50.9 32.9 

600mm 23.1 65.5 42.4 

700mm 28.7 81.1 52.4 

 

５ 今後の課題 

５．１ 調査データ数 

本業務委託の調査だけでは、データ個数が少ないため、予測式を導くことはかなり無理があると

言える。しかし、環境が違うとはいえ、既存の高濃度の腐食環境で得られた推定式と類似の式とな

っており、傾向としては一定の成果が得られていると判断する。 

今後は、各管理事務所で旧来行われてきた硫化水素測定データの集約やそれによる追加のサンプ

リング、そしてこれから行う調査においては計測方法、調査項目の統一を行うことで、推定式の精

度を高めていくことが可能となると思われる。 

 

５．２ 計測方法 

コンクリートの流下水素ガス腐食についてはまだまだ未解明な部分も存在する。その１つとして

腐食進行に大きく関わると思われる湿度については現在のところ調査する手段が実質的に無い状態

である。測定自体は可能だが、計測機が硫化水素ガスで破壊されるため、調査の際は計器を使い捨

てで行なうことになり、非常に高価なものとなる。硫化水素ガスの存在下で測定可能な計測機の開

発が望まれる。また、流下水素ガス測定については、現在の機器では５分ピッチ計測で連続１ヶ月

間しか計測出来ないことから、長期的計測が難しい。計測ピッチを大きくすれば長期計測（最大 60

日：バッテリーの制約）は可能であるが、ビルピットの場合、間欠的な排出であることから計測間

隔を大きくすると拡散により精度の高い値を得ることが難しくなる。今回の調査で一部の人孔で認

められた季節変動等のデータを明確に取得するのも困難となる。また、雨天時に水没した場合、使

用できなくなる可能性もあり、長期的な計測は工夫が必要である。 

今後の課題としては、機器の改善と年間の計測回数を増やし、全体的な濃度傾向を正確につかむ

ことであろう。今回の測定でも、短期的に大きな変動が発生しており、１回の測定では適正なデー

タを得ることは難しい。 

 

５．３ 腐食深度試験方法 

今回調査では、硫黄侵入深度を得る為に蛍光Ｘ線回折法を初めて実施した。この手法は、主に単

一生成物に対しては従来から使われてきた手法であるが、コンクリートに対しては実績が無かった
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手法である。コンクリートの硫黄進入深度を明確に計測する手法としては、ＥＰＭＡ試験が一般的

であり精度も高いが、費用が高く実施が難しいことから、代替手法としての期待をもって行った。

得られた結果はＥＰＭＡ試験とほぼ一致していたが、骨材を除くモルタル部分を選定する前処理の

手間がかかるため、コスト的なメリットは無い結果となった。逆に劣化診断薬（トリフェニルメタ

ン化合物とレゾルシン化合物の混合物）による硫黄侵入深度測定はＥＰＭＡ試験と同等の値となり、

今回の結果では十分な精度を持っていることが確認できた。ただ、ＥＰＭＡ分析より劣化が浅くな

る傾向があり、危険側であるため、劣化診断薬の場合は、劣化範囲を＋数ミリ見込むのが現実的で

ある。フェノールフタレイン溶液による中性化試験も同じ傾向を示したが、全体に劣化範囲が少な

目となり、ばらつきも大きかった。中性化試験を除いた３種類の試験の中では、腐食予測式の推定

を行うような精度の高い研究・調査には、やはりＥＰＭＡ分析で mm 単位の精度を確保する必要があ

る。しかし、改築更新等維持管理の目安として行う劣化調査であれば、劣化診断薬により測定し、

安全側に数ミリ大きめな評価をすれば安価で実用的な運用が行えるであろう。 

 

６ 今後の研究について 

今回の調査結果によれば、都内の人孔の多くを占める現場打ち人孔では、相当高濃度の硫化水素

の発生が無ければ、劣化が問題となる状況とはならないと思われる。しかし現在主流となっている

組立人孔では警戒が必要である。 

厚みが少ない管きょについては、非常に危険性が高いことが予測された。現在使用されている管

きょの中で最も薄い 350mm の場合、一番濃度の高い調査地点では、10 年程度で鉄筋部分に硫黄の侵

食が達する結果となった。鉄筋部分に硫黄が浸透しても、その部分までの全てが脆弱化するわけで

はなく、危機的な劣化までには時間を要すると考えられるが、鉄筋腐食による劣化の可能性も高く

なり、50 年の耐用年数を満たすことは困難と思われる。 

今回の調査で、基礎的な研究は終了するが、流入排水による施設寿命の短縮を防ぐためには、流

入水質等に対する規制の導入を検討するべきだが、説得力のある水準まで研究内容を上げることは、

相当な困難が予想される。例えば、硫黄の侵入が認められることから硫酸性腐食であることは明ら

かだが、その原因がビルピットであると特定するためには、更に多くのデータの積み重ねが必要で

ある。今回の調査結果は、対象施設の曝露期間のごく一部のデータに過ぎない。濃度のばらつきの

大きさを考えると、設定した平均濃度も「平均的」と言い切れる客観性はない。また、大きな影響

があるといわれている湿度について測定できないなど、他の要因も含めた研究とはなっていない。

こうしたことからサンプル数の少なさを含めて、客観性のないレベルに留まっていることは否定で

きない。あくまで、「劣化影響はあるだろう」といった水準である。 

条例等の規制を前提とした調査であれば、人孔を使用して推定するような間接的な手法ではなく、

ビルピット排水の流入とそれによって生じている劣化について、より直接的な実態調査を行なう段

階に進んでいくことが望ましい。例えば、ビルピット排水の流下地点で、直接濃度を測定し、濃度

が高い部分の管内状態と付き合わせることで、影響が把握できる可能性があり、より客観性を持っ

た研究となると思われる。 

また、サンプル数を増加させることだけでなく、長期的な濃度測定や劣化進行診断を行うことや、

ビルピット排水が無い管きょについてのデータも含め、より多種類のデータを収集するなど、質・

量ともに充実した調査を行っていくことで客観性のある研究となると思われる。 
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