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1 概要 

処理水中の微細な汚れは砂ろ過池に捕捉されるため、一定周期でろ過砂の洗浄を行うが、こ

の際、ろ過砂の流出が起こるため砂層が不均一となる。よって、砂ろ過の性能を均一にするた

め、砂層の管理が必要となる。 
従来は通水中の砂ろ過池を一池づつ排水し、砂層の高さを金尺で実測していたが、この作業

方法はいくつかの問題点があった。このため、通水中の池の砂層に水位検出器（ダイアフラム

圧力式水位計）を着地させて水位を測定し、砂層の高さを間接的に測定できる方法を発案した。

これにより、従来抱えていた問題点は全て解決された。また、今回の発案方法で測定した結果

と実測した結果の誤差は僅かであり、この発案方法の有効性が認められた。 
また、水位検出器が砂層に潜ってしまうのを防止したり、測定器の柄が伸縮するようにする

など、作業性を良くするための工夫も施した。 
 

2 砂ろ過設備について 

2.1 仕様 

落合水再生センターには上向流砂ろ過方式の砂ろ過設備が 33 池ある。ここでは 1 日当たり

45 万 m3の二次処理水が高度処理され、神田川に放流される。また、処理水の一部は落合水再

生センター内の雑用水としても使用される。 
高度処理水の浄化目標値は SS：8mg/L 以下、BOD：10 mg/L 以下である。ちなみに、落合

水再生センターの二次処理水の水質は SS：30mg/L 以下、BOD：20 mg/L 以下である。 
ろ過面積は 1 池当たり約 68m2であり、晴天時日最大時のろ過速度は 1 日当たり 200m であ

る。 
これらの仕様を表－1 にまとめた。 
 

表 1 砂ろ過設備仕様 

池数 33 池 
高度処理量（晴天時日最大水量） 450,000ｍ3/日 
ろ過面積 約 68m2/池 
ろ過速度（晴天時日最大時） 200m/日 
SS（二次処理水） 30mg/L 以下 
SS（処理水浄化目標値） 8 mg/L 以下 
BOD（二次処理水） 20 mg/L 以下 
BOD（処理水浄化目標値） 10 mg/L 以下 

 



2.2 構造 

砂ろ過池の概略構造を図－1 に示す。ろ過層は大きく二段階構造になっており、砂利層と砂

層に大別される。二次処理水は砂利層から砂層に向かって流れ、大きい浮遊物質は砂利層で捕

捉され、小さい浮遊物質は砂層で捕捉される。水位はグリッド面を基準位置とすると常に 1.22m
を保っている。 

砂層 

砂利層 

水面 

1.22ｍ 

・
・

・ ・・・

・ ・
・・

・ ・

・

・

・ ・・

・ ・

・・

・・・・

0.9ｍ 

1.3ｍ 

グリッド 

 
図 1 砂ろ過池概略構造 

 
2.3 洗浄 

砂ろ過の運転を継続していると砂層に捕捉された浮遊物質が多くなり、ろ過能力が低下して

くるため一定周期で砂層を洗浄する必要がある。夏季は 48 時間、冬季は 24 時間周期で洗浄を

行う。 
洗浄工程は、まずろ過池の水抜きを行う。次に、空気と水を混合して砂層に送り、砂層を攪

拌しながら洗浄する。その後、洗浄水を上向流に流し、攪拌された浮遊物質を洗い流す。これ

らの工程は 2 回行われ、洗浄後ろ過池の下部より水を抜き、砂を締める。 
 

2.4 砂層管理の必要性 

洗浄は砂層を攪拌するため、ろ過砂の一部が洗浄排水層に流出してしまう。流出したろ過砂

は砂回収設備により回収され、各池に分配される。しかし、砂の流出量は池によって不均一な

ため、回収砂の分配が均一にされても砂層の厚さはそれぞれ異なってくる。よって、各池の高

度処理能力を均一にするため砂層の管理が必要になる。管理対象はグリッド面から砂層上面の

厚さで、管理基準値は 0.2m である。 
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3 従前の砂層測定 

3.1 作業手順 

今回の発案装置使用以前に行っていた砂層測定の作業手順は大別して 7 つある。その手順を

以下に記す。 
(1) 運転管理係との事前連絡及び調整 

設備停止を伴うため、事前に運転管理係と作業の手順や時間帯を連絡・調整しあう。 
(2) 砂ろ過池の水抜き 
(3) 砂ろ過設備の停止 
(4) 砂層測定（24 箇所／池） 

砂層面の 24 箇所に金尺を差込み、その厚さをそれぞれ測定する。 
(5) 砂ろ過設備の復帰 
(6) 運転管理係への事後連絡 
(7) 現場清掃 

砂層測定者の長靴に付着した砂が池間を移動時に池の外に出てしまうため、これらを回収

する。 
 

3.2 作業時間 

17 名の職員で 3 時間を要する。 
 

3.3 問題点 

従前の作業方法だといくつかの問題点があった。一番の問題点は、プラントの停止である。

二番目の問題点は、作業環境の悪さである。水抜き後のろ過池は湿度が多いため体感温度が高

く、不快な臭気も充満している。また、水抜き後の池に降りるのに梯子を使うなど危険な作業

も発生する。三番目の問題点は、多くの人手と時間を要することである。 
これらの問題点を解決する方法を平成 15 年度から平成 16 年度にかけて考案した。 

 
4 発案装置について 

4.1 要求される能力 

作業改善のためには、3.3 の問題点を解決する測定方法または測定装置が必要になるが、それ

らに要求されるものは次の 3 点である。 
(1) プラント停止を伴わないで測定可能であること 
(2) 不快な作業や危険な作業を削減できること 
(3) 作業人数、作業時間を削減できること 

これらの問題点を解決するために考案した砂層の測定原理と装置を以下に記す。 
 

4.2 測定原理 

2.2 で述べたように、砂ろ過池のグリッド面から水面までは常に 1.22m である。つまり、砂

層上部から水面までの水位が分かれば、この水位を 1.22m から引くことでグリッド面からの砂

層を間接的に測定できる。 
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砂層＝1.22－砂層上部から水面までの水位（m） 
 
4.3 装置説明 

水位測定を行う装置（以下、砂層測定器と呼ぶ）を図－2 に示す。図の右側にあるものが水

位センサーであり、ダイヤフラム圧力式水位計を使用している。柄の部分は伸縮が可能であり、

作業性を良くしている。また、測定時にセンサーが砂に埋もれることを防ぐための工夫（着砂

板の取り付け）を行っている。左側にあるものが水位表示部であり、デジタル式表示である。 

 

水位表示部 

水位センサー 

図 2 砂層測定器 

 

この砂層測定器を使った測定概略図を図－3 に示す。 
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図 3 砂層測定の概略図 

 
4.4 性能検証 

砂層測定器によって得られた測定値と、実測によって得られた測定値の差を検証する。検証

には、33 池ある砂ろ過池のうちの 1 池（15 号池－1、15 号池－2）の測定値で検証した。 
測定値を表－2 に示す。値は砂層面上の 9 箇所の平均値である。 

表 2 性能検証結果 

 実測値(A) 
砂層測定器による 

測定値(B) 
A に対する B の差 

15 号池－1 12.4cm 11.8cm -0.6cm 
15 号池－2 11.5cm 10.6cm -0.9cm 

 
砂層測定器による測定値と実測値との差は 1cm 未満であり、砂層管理においてこの程度の差

は問題ない。よって、砂層測定器の性能は十分に要求を満たす。 
 

5 発案結果 

砂層測定器を考案したことによって 3.3 で述べた問題点は全て解決され、砂層測定の効率が

著しく上昇した。この結果、平成 17 年度からの砂層測定は今回の発案方式で行うことに決定し

た。実績例として、平成 17 年度の砂ろ過設備補修工事の設計時に行う砂層測定には、今回の砂
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層測定器を使用している。 
以下では、今回の発案結果を従前作業時の問題点と照らして検証する。 

 
5.1 設備影響 

砂層測定器による測定は、水位のみ測定すればよいので設備の停止は発生しない。このため、

設備停止・復帰時の操作ミスの可能性や運転管理係との事前事後の連絡・調整は無くなった。

さらに、設備停止を行わないことにより職員の精神的な緊張も緩和された。今回の発案の結果、

従前の砂層測定時に最も懸念されていた問題は解決した。 
 

5.2 作業環境 

砂ろ過池の水抜きを行わずに砂層を測定するため、池内に降りる作業は無くなった。このた

め、蒸暑い環境下での作業や、悪臭が充満した環境下での作業は無くなった。さらに、梯子を

使うなどの作業も無くなったため、危険作業も無くなった。これにより、二番目の問題点も解

決された。 
 

5.3 作業時間 

砂層測定を行う場合、従前の作業方法では職員 17 名で 3 時間を要していたが、砂層測定器を

使用する方法では職員 2 名で 2 時間を要するだけとなった。従前作業を 17×3＝51 時間、砂層

測定器を使用した作業を2×2＝4時間と単純に時間換算した場合、47時間の削減を可能にした。

作業に要する人数は 15 人削減され、作業時間は約 92％削減できた。この結果から、三番目の

問題点は解決されたといえる。 
 

6 今後の課題 

今回の発案によって従前の問題は解決できが、まだ実績が不十分である。よって、継続的に

砂層測定器を使用した実績を積み、砂ろ過設備の維持管理に役立てていくことが必要である。

また、他のプラントに応用利用が可能であるか模索する。 
砂層測定器の改善としては、砂層測定器の水位表示部の改善を考えている。現在の表示は水

位の値を示しており、その値を 1.22m から引くことで砂層の値を算出していた。これでは手間

がかかるため、砂層の値を直接表示出来るように改良しようと考えている。 
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