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Ⅱ 機械設備編 

 

 

１ 共通設備 

 

1.1ポンプ設備 

 

1.1.1一般事項 

1.この節は、取水、導水、送水、配水、増圧、表洗、逆洗、排水、揚水、場内給水、採水などの用途で使

用されるターボポンプについて規定する。 

2.ポンプの仕様は、特記仕様書による。 

3.ポンプの構造及び性能は、特記仕様書に示す設計条件、仕様に対して十分な機能を有し、耐久性、安全

性、操作性及び保守管理を考慮したものとする。また、次の要件を満たすものでなければならない。 

(1)設計図書で示した条件の使用範囲で需要水量変動に対し、円滑に、かつ効率よく追従が可能である。 

(2)偏流や旋回流が生じないもので、振動や騒音が少なく円滑に運転ができるとともに、設計図書に示す水

利条件に対してキャビテーションが発生しない。 

(3)高頻度、長時間の連続運転に耐える頑丈なもので、耐摩耗性及び耐食性に優れている。 

(4)槽内形ポンプにあっては、運転上支障となる空気流入などの現象が発生しない。 

(5)管路の形状、押込圧力などによって、サージング、電動機の過負荷などが生じない。 

(6)導水、送配水などの長距離管路を有するポンプでは、急停止時の水盤現象（ウォーターハンマ）等の不

具合がポンプの運転に支障をきたさないよう、フライホイール、緩衝逆止弁の設置等を検討する。 

(7)ポンプ吸込管又は吐出管には、排水管（ドレン管）の設置を検討する。 

 

1.1.2適用規格 

1.ポンプ及びその部品並びにそれらに関連する水力用語とその定義は次の規格による。 

JIS B0131「ターボポンプ用語」 

2.ポンプの性能は、次の規格による試験を行った場合に、所定の機能を発揮するものでなければならない。 

JIS B8301「遠心ポンプ、斜流ポンプ及び軸流ポンプ－試験方法」 

 

1.1.3両吸込渦巻ポンプ 

1.適用規格 

JIS B8322「両吸込渦巻ポンプ」 

また、この規格の適用範囲を超える口径のポンプについては準用とする。 

2.主要部材質 

(1)次のものを標準とする。 

ア．ケーシング  FC200、FC250、FCD400、FCD450又は同等品 

イ．羽根車  CAC402、CAC406、SCS1、SCS13又は同等品 

ウ．主軸  S30C、S35C、S45C、SUS304、SUS403、SC410又は同等品 

(2)特記仕様書で羽根車をステンレス製とし、その材質を定めない場合は、次のものを標準とする。 

ア．羽根車  SCS13又は同等品 

3.軸封 

(1)グランドパッキンを標準とし、材質は設計書・特記仕様書に定めるものとする。 

(2)特記仕様書でメカニカルシールとし、その仕様を定めない場合は次による。 

ア．適用規格  JIS B2405「メカニカルシール通則」 
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イ．形式  無注水、無給水又は自己給水形、アウトサイド形、カートリッジ式 

4.塗装 

ポンプには原則として次の塗装を施す。ただし、ステンレス鋼その他のさびを生じない材質の部分、す

り合わせ部及びはめ合部は、塗装をしない。なお、塗装仕様は「Ⅰ共通編 6.1（塗装工事）」を参照する。 

(1)接水部（本体内面及び槽内形ポンプにあっては槽内部分） 

  水道用液状エポキシ樹脂塗装、水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装又はエポキシ樹脂粉体塗装のうち、特

記仕様書で指定したもの。ただし、内面が塗装できないケースは監督員と協議すること。 

(2)前号以外の部分  エポキシ樹脂系塗装 

5.ポンプの構造 

(1)性能曲線（吐出し量－揚程曲線）は、右下がり特性のなめらかな曲線とし、途中に落込みや山高などが

ないものとする。 

(2)横軸ポンプのケーシングは、軸平面で上下に分割する水平割り形とし、上部ケーシングを取外すことに

より回転体の取外し及び内部の点検が可能な構造とする。 

(3)ケーシングの上部は、結露や飛散した水がたまるくぼみなどのない構造とする。 

(4)上部及び下部ケーシングは、それぞれ一体鋳造品とする。 

(5)大型ポンプのケーシングには、内部の目視点検ができるように、開口部（フランジ式）を設ける。 

(6)羽根車は、一体鋳造品のクローズ形とする。 

(7)ケーシングリング及びインペラリングのあるものは、取替えが容易な構造とする。 

(8)主軸は一体成形品とし、ねじれ、曲げ応力などに対して十分な強度を有するものとする。 

6.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)共通ベース（又はポンプベース）、基礎ボルト（アンカーボルト） 

(2)軸継手、軸継手カバー 

(3)空気抜き弁、ドレン弁 

(4)ダイヤル式温度計（接点付き） 

(5)吸込側連成計（又は圧力計）、吐出側圧力計 

(6)ポンプ付帯小配管弁類 

(7)潤滑油（油潤滑の場合） 

 

1.1.4片吸込渦巻ポンプ 

1.適用規格 

(1)吸込口径が 200mmを超える片吸込渦巻ポンプについて規定する。 

(2)準拠規格  JIS B8313「小形渦巻ポンプ」 

2.主要部材質 

「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）2.」を参照する。 

3.軸封 

  「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）3.」を参照する。 

4.塗装 

  「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）4.」を参照する。 

5.ポンプの構造 

  「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）5.）」を参照する。 

6.付属品 

  「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）6.」を参照する。 

 

1.1.5立軸斜流ポンプ 
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1.主要部材質 

次のものを標準とする。 

(1)ケーシング  FC250、FCD450-10（耐震性等の強度を要するもの。）又は同等品 

(2)羽根車  CAC406、CAC502A、SCS13（耐震性及び耐食性を要求するもの。）又は同等品 

(3)主軸  S45C、SUS403、SS400又は同等品 

2.軸封 

「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）3.（軸封）」を参照する。 

3.ポンプの構造は、次のとおりとする。 

(1)主軸は動力伝達に対して十分な強度と寸法を有し、運転範囲において十分安全であること。なお、水中

軸受部にはスリーブを設けるとともに、中間軸継手を設けて据付け、分解、点検が容易な構造とする。 

(2)揚水管は、フランジ継手とし分解、組立てが容易な構造とする。 

(3)吐出エルボは、フランジ曲管形状とし、主軸の貫通部には適切な軸封装置を設けるものとする。 

(4)水中軸受は次によるものとする。 

ア．水中軸受はセラミックス軸受とする。 

イ．セラミックスは、軸受に適する硬さ、耐熱耐摩耗性、摺動性、靭性に優れ長期間の連続運転に十分耐

えるものとする。 

ウ．セラミックス軸受以外のゴム軸受及び潤滑水回収式の場合は、特記仕様書による。 

4.付属品 

「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）6.」を参照する（ただし吸込側連成計を除く。）。 

 

1.1.6小形渦巻ポンプ 

1.適用規格 

(1)吸込口径が 200mm以下の片吸込渦巻ポンプについて規定する。 

(2)適用規格  JIS B8313「小形渦巻ポンプ」 

2.主要部材質 

(1)前項の規格による。 

(2)特記仕様書でステンレス製ポンプとし、その主要部材質を定めない場合は、次のものを標準とする。 

ア．ケーシング  SCS13又は同等品 

イ．羽根車  SCS13、SUS304又は同等品 

ウ．主軸  SUS304、SUS403又は同等品 

3.軸封 

「1.1.3（両吸込渦巻ポンプ）3.」を参照する。 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)共通ベース（又はポンプベース）、基礎ボルト（アンカーボルト） 

(2)軸継手、軸継手カバー 

(3)空気抜き弁（又は漏斗）、ドレン弁 

(4)吐出し側圧力計 

(5)ポンプ付帯小配管弁類 

(6)潤滑油（滑り軸受の場合） 

 

1.1.7小形多段遠心ポンプ 

1.適用規格 

JIS B8319「小形多段遠心ポンプ」 

2.主要部材質 
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(1)前項の規格による。 

(2)特記仕様書でステンレス製ポンプとし、その主要部材質を定めない場合は「1.1.6小形渦巻ポンプ 2.主

要部材質」を参照する。 

3.軸封 

「1.1.6（小形渦巻ポンプ）3.」を参照する。 

4.付属品 

「1.1.6（小形渦巻ポンプ）4.」を参照する。 

 

1.1.8電動機一体小形遠心ポンプ 

1.形式 

(1)直動式（電動機一体形） 

(2)床置形又はインライン形 

(3)立軸又は横軸 

(4)フランジ形 

2.主要部材質 

(1)次のものを標準とする。 

ア．ケーシング  FC200又は同等品 

イ．羽根車  CAC406又は同等品 

ウ．主軸  SUS304、SUS403又は同等品 

(2)特記仕様書でステンレス製のポンプとし、その主要部材質を定めない場合は、次のものを標準とする。 

ア．ケーシング  SUS304、SCS13又は同等品 

イ．羽根車  SUS304、SCS13又は同等品 

ウ．主軸  SUS304、SUS403又は同等品 

3.軸封 

メカニカルシールを標準とする。 

4.電動機仕様 

(1)保護等級 IP44以上 

(2)耐熱クラスE種 

5.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)基礎ボルト（アンカーボルト）（床置形の場合） 

(2)空気抜き弁（又は漏斗）、ドレン弁 

(3)ポンプ付帯小配管弁類 

 

1.1.9水中モータポンプ 

1.適用規格 

JIS B8325「設備排水用水中モータポンプ」 

2.水中ポンプの形式は、設計図書による。 

3.ポンプはモータ直結形とし、伝達トルク及び振り振動に対して十分な強度を有するものとする。 

4.軸封部封入液はタービン油を標準とするが、タービン油以外の軸封部封入液の場合は、特記仕様書によ

る。 

5.付属品は 1.の規格による。 

 

1.1.10電気井戸ポンプ 

1.適用規格 
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(1)JIS B8314「浅井戸用電気井戸ポンプ｣ 

(2)JIS B8318「深井戸用電気井戸ポンプ」 

2.主要部材質は前項の規格による。 

3.井戸ポンプは、給水系統、清水槽の容量、許容温度、主器の運転時間から決定される揚程と容量を有す

るものとする。 

4.付属品は 1.の規格による。 

 

1.1.11施工 

1.ポンプは、図面に示す所定の位置に設置する。 

2.ポンプ基礎を当該工事で設ける場合は「Ⅰ共通編３（工事）及び４（機械設備工事）」により構築する。

なお、基礎の構築にあたっては、ポンプの静荷重及び動荷重を十分検討する。また、既設又は関連工事で

設ける基礎に据付ける場合は、ポンプの静荷重及び動荷重に対し十分な強度、構造であることを確認する。 

3.ポンプの組立ては、はめ合部を損傷しないように行う。 

4.ポンプ、配管などの据付けにあたっては、無理な力がかからないよう十分な芯出しを行う。 

5.ポンプ、電動機などの軸受潤滑油等は、機器据付け後に注油する。 

6.図面に示す既設又は関連工事で布設する配管との取合い位置と、ポンプの吸込口及び吐出し口との間は、

当該工事で配管を布設する。布設にあたっては「Ⅰ共通編 4.3（配管・弁類）」の主配管に係る事項を適

用する。 

(1)配管の管種、口径（呼び径）及び経路は特記仕様書による。 

(2)前項にかかわらず、ポンプ周辺の配管については、監督員の承諾を得たうえで、ポンプの吸込口及び吐

出し口との取合い位置に合わせて適切な経路を選定することができる。 

(3)吸込側配管には原則として次のものを設けるものとし、詳細は特記仕様書による。 

ア．伸縮管又はルーズ管 

イ．手動遮断弁（既設又は関連工事で布設する場合は除く。） 

(4)吐出し側配管には原則として次のものを設けるものとし、詳細は特記仕様書による。 

ア．伸縮管又はルーズ管 

イ．逆止め弁 

ウ．電動弁 

エ．手動遮断弁（既設又は関連工事で布設する場合は除く。） 

7．ポンプの吸込口及び吐出し口と配管とで、フランジの呼び圧が異なる場合は、ポンプと接続する配管（又

は伸縮管）の両端に異なる呼び圧のフランジを設けることで調整する。 

8.ポンプの吸込口及び吐出し口と配管とで、フランジの口径（呼び径）が異なる場合は、間にレジューサ

（片落管）を設け、これで調整する。レジューサ（片落管）の布設位置は、原則として図面による。 

9.耐震対策 

(1)ポンプの据付け 

ア．横軸ポンプの基礎は、電動機の基礎と一体の鉄筋コンクリート構造とする。鋼板製共通ベースの設置

も検討する。 

イ．長い胴体を有する立軸斜流ポンプ等は、必要により中間に振止めを設け強固に固定する。 

(2)ポンプの付属配管 

ア．ポンプに接続する吸込管及び吐出し管は、ルーズ管を設置する。 

イ．ポンプ吐出し管がポンプ場の壁を貫通する場合は、伸縮可とう管を設置する。 

ウ．ポンプの冷却水配管は、地震動と共振しないように適切な位置で支持、固定する。 

(3)ポンプ設備の安全性の向上 
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ア．主ポンプの電源・制御設備は、ポンプごとに個別に設置する（Ⅲ電気設備編 4.2（コントロールセン

タ（多段積閉鎖配電盤））4.）を参照する。）。冷却水ポンプ等の補機は、異常時のバックアップ等を

考慮して複数台設置する。 

イ．導水ポンプ、送配水ポンプなど重要なポンプ配管系統には、圧力計、流量計などを設置して、事故の

早期発見に努める。 

ウ．導水ポンプ、送配水ポンプなど重要なポンプ配管系統には、地震時に想定される停電によるウォータ

ーハンマ対策を行う（1.1.1（一般事項）3.(6)を参照する。）。 

エ．導水ポンプ、送配水ポンプなど重要なポンプと配管のフランジ接合は、RF形（大型面座形）－GF形

（溝形）フランジで接合することが望ましい。RF形－GＦ形フランジを図－Ⅱ.1.1に示す。 

(4)電動機の据付けはポンプに準じる。 

 

 

図－Ⅱ.1.1 RF形（大型面座形）－GF形（溝形）フランジ 

 

1.1.12補修 

1.再組立て時に確実に原状に復するよう、分解時には各部品の組合せ位置に印等を付ける。 

2.ポンプ及び電動機の搬出入は、潤滑油類（グリース類を除く。）を抜き取った状態で行う。 

3.分解清掃後、各部の目視による点検を行う。また、腐食部及び摩耗部については、状態を詳細に観察す

るとともに、腐食量、摩耗量などの測定を行う。 

4.羽根車を補修して再利用する場合は、傷､亀裂､腐食その他の損傷部に染色浸透探傷検査を行う。また、

すり合わせ部の修正加工及び静バランス修正を行う（口径 200mm以下のポンプを除く。）。 

5.軸は、非破壊検査、振れ測定を行う（口径 200mm以下のポンプを除く。）。 

6.施工上支障となるポンプ付帯の小配管やケーブル類などで再使用するものは、取外して保管する等適切

な養生を行う。 

7.ポンプ及び電動機の補修にあたっては、補修前及び後で次の項目について測定及び測定値の比較を行い、

異常の有無を確認する。 

(1)振動 

(2)騒音 

(3)軸受温度上昇 

8.ポンプ等を取外した後、開口部、点検歩廊（隣接するポンプとの連絡部等）などの転落、墜落の危険が

ある箇所には、バリケード等の適切な安全対策を施す。 

9.ポンプ等を取外した後、吸込側及び吐出し側の配管には、フランジ板（ふた）を取付ける。設置するフ

ランジ板（ふた）に水圧がかかる場合は、強度計算を実施する。 
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10.ポンプ及び電動機の輸送にあたっては、追突、偏荷重、衝撃などによって傷、変形、破損などが生じる

ことのないように、可動部の固定、包装その他の適切な養生を行う。 

 

1.2ポンプ用弁類 

 

1.2.1ポンプ用弁 

本弁は、ポンプの吸込み側又は吐出し側等に設けるもので、電動弁（コーン弁、バタフライ弁及び仕切

弁）、油圧式弁（コーン弁）及び空気式（バタフライ弁及び仕切弁）とし、仕様内容は次のとおりである。 

1.構造概要 

(1)電動弁 

ア．本弁は、電動機により開閉を行うもので、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）とし、下部には必要

により据付け用の台脚を設ける。 

イ．電動弁は、開閉用歯車減速機、駆動用電動機及び手動開閉機構を備える構造とする。 

ウ．本弁は、操作スイッチにより弁の開閉及び中間開度での停止が簡単、確実にできること。 

エ．開閉機構は、振動、弛緩その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

オ．減速機は、平歯車とウォーム歯車を使用し歯車伝導部及びその軸受は、すべて密封箱に収める。 

カ．本弁は手動でも開閉できる構造とし、自動操作のとき手動ハンドルは回転せず、手動操作のときは自

動操作ができないインターロック機構を備える。手動ハンドルは右回り［開］とし、［開閉］をマーク

表示する。 

キ．自動操作で全開、全閉のとき又は開閉いずれの動作中でも、一定以上のトルクが働いたときは、各リ

ミットスイッチ又は機械的安全装置により自動停止する。 

ク．弁には開度指示計を設けると共に、発信器を内蔵し現場及び操作台等に、それぞれ指示する。 

ケ．仕切弁は、外ネジ式片テーパを標準とする。 

コ．コーン弁は、開閉前にシート面を浮かせるためのリフティング機構等（シーティング機構）を備える。

なお、開度指示計は開閉動作のみを表示する構造とする。 

(2)油圧式弁 

ア．本弁は、油圧装置により開閉を行うもので、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）とし、下部には必

要により据付け用の台脚を設ける。 

イ．油圧式弁は、起動シリンダとロッキング機構、コントローリングモータ、復元機構、速度調節弁、背

圧弁、マイクロスイッチ及び油圧配管を備える構造とする。 

ウ．本弁は、操作スイッチにより弁の開閉及び中間開度での停止が簡単、確実にできること。 

エ．開閉機構は、振動、弛緩その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

オ．本弁は手動でも開閉できる構造とし、自動操作のとき手動ハンドルは回転せず、手動操作のときは自

動操作ができない、インターロック機構を備える。 

カ．弁には開度指示計を設けると共に、発信器を内蔵し現場及び操作台等に、それぞれ指示する。 

(3)空気式弁 

ア．本弁は、空気作動装置により開閉を行うもので、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）とし、下部に

は必要により、据付け用の台脚を設けること。 

イ．開閉機構は、振動、弛緩、その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

ウ．本弁は、操作スイッチにより弁の開閉（コントロール弁、オンオフ弁）又は中間開度（コントロール

弁）での停止が、簡単、確実にできること。 

エ．コントロール弁は、開度指示計を設けると共に発信器を、オンオフ弁には全開、全閉リミットスイッ

チを内蔵し、現場及び操作台等に、それぞれ指示する。 

オ．コントロール弁は手動でも開閉できる構造とし、自動操作のとき手動ハンドルは回転せず、手動操作

のときは、自動操作ができないインターロック機構を備える。 
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カ．コントロール弁は、自動操作で全開、全閉のとき又は開閉いずれの動作中でも、一定以上のトルクが

働いたときは、各リミットスイッチ又は機械的安全装置により自動停止する。 

キ．空気式弁は、複作動形（オンオフ弁、コントロール弁）又はスプリングリターン形とし、シリンダ駆

動部は完全シールを施した密閉構造とする。 

2.材質 

(1)コーン弁 

ア．弁箱、弁体  鋳鉄品又は炭素鋼鋳鋼品 

イ．弁棒  ニッケルクロム鋼又はクロムモリブデン鋼 

ウ．弁座  モネルメタル 

エ．軸受部  （軸スリーブ）ステンレス鋼 （ブッシュ）青銅鋳物 

(2)バタフライ弁 

ア．弁箱、弁体  圧延鋼材、鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋼鋳鋼品 

イ．弁棒  ステンレス鋼 

ウ．弁座  ゴム製又は金属製 

(3)仕切弁 

ア．弁箱、弁体  鋳鉄品又は高温高圧用鋳鋼品 

イ．弁棒  黄銅棒又はステンレス鋼 

ウ．弁座  青銅鋳物又はステンレス鋼鋳鋼品 

3.付属品 

下記の付属品を標準とする。 

(1)電動弁 

ア．リミットスイッチ及びトルクスイッチ  1式 

イ．スペースヒータ  1式 

ウ．基礎ボルト（台脚のあるもの）  1式 

エ．その他必要品  1式 

(2)油圧式弁 

ア．起動用電磁弁  1個 

イ．緊急閉止用電磁弁  1個 

ウ．基礎ボルト  1式 

エ．その他必要品  1式 

(3)空気式弁 

ア．空気式操作機  1式 

イ．エアフィルタ  1式 

ウ．減圧弁  1式 

エ．電磁弁  1式 

オ．基礎ボルト  1式 

カ．基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

 

1.2.2逆止弁 

本弁はポンプの吐出し側に設け、停電その他によりポンプが急停止した時の、ウォーターハンマ及び逆

流防止を図るものである。 

1.構造概要 

(1)本弁はスイング式を標準とし、ポンプの急停止時に発生する、水撃作用による圧力上昇の防止又は軽減

のため、緩閉形か又は急閉形（強制）とし、必要に応じバイパス弁を併用した逆止弁とすること。 

(2)本弁は、弁体の取出し及び点検調整が簡単にできる構造とし、衝撃に十分耐えるよう、特に堅牢に製作
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すること。 

(3)軸封部等は、油圧、水圧を問わず、完全なシールを施し、変形変質のおそれがなく、摺動部は極力抵抗

の少ない構造とすること。 

(4)本弁の弁箱及び弁体に設ける軸受の摺動部には必ずブッシュを挿入し、直接弁箱及び弁体が摩耗しない

構造とすること。 

(5)緩閉形又は急閉形（強制）の逆止弁は、外部から作動状態が確認できる構造とし、緩閉形の緩衝装置は、

油圧シリンダ等により行い、本弁又はバイパス弁の閉鎖速度の調整が、可能な機能を有すること。 

(6)本弁は緩閉形のシリンダ等から、油脂類が本体内部に侵入しないよう、完全密閉構造とすること（特に

シリンダが頂部にあるもの。）。 

2.材質 

(1)弁箱、弁体  鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品、高温高圧用鋳鋼品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(2)軸類  ステンレス鋼又は黄銅棒 

(3)弁座  青銅鋳物又はステンレス鋼鋳鋼品 

(4)軸受部  鋳鉄品又は青銅鋳物 

3.付属品 

下記の付属品を標準とする。 

(1)基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

(2)その他必要品  1式 

 

1.3空気源設備 

 

1.3.1一般事項 

1.この節で規定する空気源設備等は、空気作動式の弁類の制御、ろ過池の空洗用及び工業計器並びに盤類

への腐食性ガス進入防止のための内部加圧（エアパージ）等のために、加圧空気を供給する空気源設備、

主ポンプ等の抽気呼水用及びろ過池等で用いられる真空サイホン弁用の真空源設備とする。 

2.適用規格 

(1)JIS B0142「油圧及び空気圧用語」 

(2)JIS B8370「空気圧システム通則」 

3.空気源設備は、空気圧縮機、ミストセパレータ、空気タンク、除湿器、エアフィルタ、減圧弁などから

構成される。 

4.真空源設備は、真空ポンプ、真空タンクなどから構成される。 

 

1.3.2空気圧縮機 

1.共通事項 

(1)空気圧縮機及びその部品並びに関連する空力用語とその定義は、次の規格による。 

JIS B0132「送風機・圧縮機用語」 

(2)空気圧縮機の性能は、次の規格による試験を行った場合に、所定の機能を発揮するものとする。 

JIS B8341「容積形圧縮機－試験及び検査方法」 

(3)最高圧力、空気量、定格出力などの仕様は特記仕様書による。 

2.回転圧縮機 

(1)形式 

ア．無給油、無潤滑式 

イ．その他の詳細は特記仕様書による。 

(2)主要部材質 

ア．ローダ  JIS G5121「ステンレス鋼鋳鋼品」 SCS13又は同等品 
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イ．シャフト  JIS G5121「ステンレス鋼鋳鋼品」 SCS13又は同等品 

ウ．歯車  ニッケル合金又は同等品 

エ．ケーシング  JIS G5501「ねずみ鋳鉄品」 FC400又は同等品 

(3)付属品 

次のものを標準とする。 

  基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付けボルト（据付け脚付の場合） 

3.小型往復空気圧縮機 

(1)適用規格  JIS B8342「小型往復空気圧縮機」 

(2)形式  無給油、無潤滑式 

(3)運転方式  圧力開閉器式を標準とする。 

(4)付属品 

次のものを標準とする。 

ア．安全弁 

イ．圧力計 

ウ．ホース継手 

エ．ベルトガード 

オ．止め弁 

カ．フィルタ付減圧弁 

 

1.3.3空気槽 

1.形式円筒立形自立式（点検マンホール付、4本脚） 

2.主要部材質 

(1)胴部  SS400又は同等品 

(2)鏡板  SS400又は同等品 

(3)マンホール  SS400又は同等品 

(4)フランジ  SS400又は同等品 

(5)脚  SS400又は同等品 

3.適用法規・規格 

第 2種圧力容器検査合格品とする。 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)安全弁（低揚程形ばね式） 

(2)圧力計 

(3)自動排水弁 

 

1.3.4除湿装置（エアドライヤ） 

1.共通事項 

(1)除湿装置は、出口での大気圧露点を－15℃以下とする。 

(2)出口空気流量、許容圧力降下及びその他の仕様は、特記仕様書による。 

2.膜式除湿装置 

(1)ガス分離膜方式とする。 

(2)膜モジュールには、中空糸膜を使用する。 

(3)中空糸の材質はポリイミド製とする。 

(4)モジュールの入口側にはエアフィルタ及びオイルミストフィルタを設ける。 

(5)圧縮空気の温度が高い場合は、中空糸を保護するためアフタークーラを設置する。 
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3.冷凍式ドライヤ 

(1)適用規格  JIS B8391「エアドライヤ」 

(2)形式 

ア．運転モード自動（連続／断続）、手動 

イ．冷却方式 強制空気冷却式 

(3)付属品 

次のものを標準とする。 

ア．圧力計 

イ．自動排水弁 

4.吸着式除湿器 

(1)除湿器は、吸着剤を充填した除湿筒 2筒と、再生用加熱装置、切換え弁等により構成される。 

(2)除湿器には、バイパス管及びバイパス弁を設ける。 

(3)除湿筒は、鋼板製の立形円筒式とし、2筒とも共通ベッドに堅固に取付ける。 

(4)吸着剤は、活性アルミナ等を充填して、それが圧縮空気中に混入しない構造とする。また、吸着剤は耐

水性に優れ、寿命の長いものを選定する。 

(5)再生用加熱装置は、加熱器、送風機又はインジェクタにより構成される。 

(6)切換弁は、タイマーの指令又は湿度の測定により、除湿筒 2筒の除湿行程と再生行程を交互に自動で切

換える 4方弁とし、切換時に圧縮空気を急激に送排気することなく、除湿筒内の吸着剤を破壊及び流出を

起こさない構造とする。 

(7)付属品 

次のものを標準とする。 

ア．圧力計 

イ．温度計 

ウ．安全弁 

エ．逆止弁 

オ．ストレーナ 

カ．水分離器 

 

1.3.5エアフィルタ等 

1.エアフィルタは、次の規格による。 

JIS B8371「空気圧－空気圧フィルタ」 

2.エアフィルタに加えミクロミストフィルタ、活性炭フィルタなどを併用する場合は、特記仕様書による。 

3.減圧弁は、次の規格による。 

JIS B8372「空気圧－空気圧用減圧弁及びフィルタ付減圧弁」 

4.空気分岐ヘッダ管の材質は、STPG370Sch40又は同等品とする。 

 

1.3.6真空ポンプ 

1.適用規格 

JIS B 8323「水封式真空ポンプ」 

2.主要部材質は前項の規格による。 

3.軸封 

グランドパッキンを標準とする。 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)補水槽 
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補水槽は、鋼製（SS、SUS）又はFRPを標準とし、塩素雰囲気等で腐食するおそれがある場合はSUS316

製とする。また、次の機器を設ける。 

ア．給水用ボールタップ 

イ．オーバーフロー 

ウ．ドレン弁 

エ．水位検出用電極 

(2)基礎ボルト（アンカーボルト） 

(3)軸継手、軸継手カバー 

(4)真空計 

 

1.3.7真空タンク 

1.形式 円筒立形自立式（点検マンホール付、4本脚） 

2.主要部材質は、特記仕様書による。 

3.構造 

(1)真空タンクは、サイホンの形成に必要な真空を保持し長期の連続運転に十分耐えるよう気密性、耐食性

を十分留意した構造とする。 

(2)真空タンクは 1台で高真空及び低真空を保てる構造とし、気密性、耐食性に優れたものとする。 

(3)真空を形成するための真空醸成管を付属し、真空タンクの高真空、低真空を適切な真空度に保つように

する。 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)真空醸成管 

(2)真空弁 

(3)液位計 

(4)液位制御計 

(5)真空計 

(6)手動弁 

(7)基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

1.3.8施工 

1.据付け 

空気源設備の据付けは「Ⅰ共通編 3.3（設備機器等の据付け）」を参照とするもののほか、以下の項目

により的確に施工する。 

(1)基礎を当該工事で設ける場合は「Ⅰ共通編 3.2（共通土工）」により構築する。 

(2)圧縮機並びに電動機の水平は、原則として各々の軸又は本体の上で、水準器を用いて調整する。 

(3)圧縮機Vプーリと電動機Vプーリのベルト溝は、対等の位置にあること。 

(4)プーリ間の平行度及び面ずれは、原則としてプーリの外面にピアノ線を張り、プーリを回転させて 90°、

180°、270°、360°の全ての位置で同一面になるように調整する。 

(5)空気タンク及び吸着式除湿器などの立形円筒のものは、垂直度に十分注意し据付ける。 

2.配管 

空気源設備の配管は「Ⅰ共通編 4.3（配管・弁類）」によるもののほか、以下の項目により確実に実施

する。 

(1)吸込口は、塩素ガス、排気ガスなどの影響を受けないところで、十分な容量の吸込フィルタ等を設け、

じんあい、異物などを除去し、圧縮機等の損傷を防止する。なお、吸込口を屋外へ取付ける場合は、雨水

等を吸引しないよう、雨水カバーを取付ける。 
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(2)吐出し管の口径は、圧縮機吐出し口径と同径とする。 

(3)圧縮機と配管の接続は、原則としてフランジ継手とする。 

(4)吐出し管と空気タンクとの接続は、できるだけ曲がり、絞りなど、圧力損失の原因とならず、また、共

振を起こさない配管とする。 

(5)吐出し管の延長を十分考慮し、必要に応じて、熱膨張を吸収する伸縮継手を設ける。 

(6)配管の低部には、自動排水弁等を設け、氷結等による配管の破損を防止する。 

(7)配管中に遮断弁を取付ける場合は、圧縮機と遮断弁の間には、十分な容量の安全弁を取付ける。 

(8)2台以上の圧縮機を 1本の吐出し管で空気タンクに導く場合は、逆止め弁及び遮断弁を設け、圧縮機と

遮断弁の間には、十分な容量の安全弁を取付ける。 

(9)アンローダと空気タンクを接続する配管は、原則として空気タンクから直接取出す。 

(10)冷却水配管は、厳寒時において、停止中の氷結を避けるため、排水が行える配管とする。 

(11)冷却水管は、必要十分な冷却水量を確保できる口径とする。 

(12)ディスタンスピースのドレン配管には、原則として弁あるいはコックを取付けない。 

3.第二種圧力容器個別検定 

空気槽を含む、第二種圧力容器に該当するものは、第二種圧力容器明細書（機械等検定規則第四条の個

別検定合格印が押されているもの。）が添付されていること。 

 

1.4排風機（送風機） 

本機は、ポンプ室等の空気の清浄化及び温度上昇防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3種換気方法）

を行う。 

1.構造概要 

(1)本機は、羽根車を回転させ、羽根の作用によって、気体を圧送するターボ形空気機械（ファン、ブロワ

等）を標準とする。 

(2)本機は目的に応じて、給気又は排気か、それを併用するもので長期運転（連続又は断続）に十分耐え、

効率良く、騒音、振動が少ないものとする。 

(3)回転体は、完全な平衡をとると共に、ころがり軸受を使用し、十分な強度とする。 

(4)各部材質は、目的に応じて耐食性、耐油性、耐薬品性及び耐熱性とする。 

(5)必要に応じて、ダンパ又は可変速電動機で風量を調整する。 

(6)フィルタを設ける場合は、除塵効果の良好なものとし、分解、組立てが容易な構造とする。 

(7)本機を屋外に設置する時は、全体カバーで保護し腐食防止を図る。 

2.材質 

(1)ケーシング  一般構造用圧延鋼材、熱間圧延鋼材、ステンレス鋼板又はPVC 

(2)羽根車  ケーシングに準ずるかアルミニウム合金板、冷間圧延鋼材又は鋳物 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)全体カバー  ステンレス鋼板 

3.付属品 

下記の付属品を標準とする。 

(1)Vベルト伝動装置（直結を除く。）  1式 

(2)相フランジ  1式 

(3)基礎ボルト  1式 

(4)その他必要品  1式 

 

1.5荷役機械設備 

 

1.5.1一般事項 
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1.この節で規定する荷役機械設備は、水道施設において、大型機器の搬入出、据付け、解体などに使用す

る、吊り上げ荷重が 3t以上のクラブ式天井クレーン、ホイスト式天井クレーン及びサスペンション式電動

横行電気ホイストに適用する。ただし、チェーンブロックには適用しない。 

2.この節で使用する用語の定義は、次の関係法規並びに規格による。 

(1)労働安全衛生法 

(2)労働安全衛生法施行令 

(3)労働安全衛生規則 

(4)クレーン等安全規則 

(5)クレーン等構造規格 

(6)JIS B0146-1「クレーン用語」第 1部 一般 

(7)JIS B0146-2「クレーン用語」第 2部 移動式クレーン 

(8)JIS B8801「天井クレーン」 

(9)JIS C9620「電気ホイスト」 

3.荷役機械設備は、関係法規並びに規格に従って、安全かつ正確な運転ができるものとする。詳細は特記

仕様書による。 

4.荷役機械設備の構造は、次の要件を満たすものでなければならない。 

(1)長期間にわたって、機能が維持できるとともに、特に安全な運転操作並びに維持管理が行える構造とす

る。 

(2)耐震性を十分考慮する。 

(3)横行装置、走行装置は、原則として 4輪とし、2輪を駆動車輪とする。また、走行装置の軸受には、原

則として各々集中給油ができるものとする。 

(4)横行装置及び走行装置の車輪は、輪圧に対して十分安全なもので、かつ十分な強度を有する軸受を使用

し、軽く駆動できる構造とする。 

(5)減速機以外の歯車部は、鋼板製カバーを設け、点検及び給油が可能な構造とする。 

(6)走行レールは、原則として 15kg/m以上で、次の規格による。 

ア．JIS E1101「普通レール及び分岐器類用特殊レール」 

イ．JIS E1103「軽レール」 

(7)次に掲げる安全装置を備える。 

ア．巻過防止装置 

イ．横行レールの両端に横行車輪の直径の 1/4以上の高さの車輪止め 

ウ．走行レールの両端に緩衝装置（バッファ） 

エ．地震発生時に横行及び走行レールから逸脱しないように、走行装置に逸脱防止装置を設ける。 

(8)次に掲げる安全装置を必要に応じて備える。 

ア．ガーダ下面には、作業床面の照度が十分確保できる投光器を設ける。投光器は、耐振、耐衝撃性を考

慮し、管球の取替えが容易な高天井器具を使用する。 

イ．クレーン本体には、次の部品を取付ける。 

（ア）操作員が容易に識別できる位置に方向表示板 

（イ）定格荷重、その他必要な事項を記入した銘板 

（ウ）赤色の通電表示灯 

（エ）作業者に注意を促すための十分な音量の警報装置 

ウ．給電用キャブタイヤケーブルの端には、赤色の通電表示灯を設ける。 

エ．ガーダにはクレーンの点検が容易にできる幅 40cm以上の点検歩廊を設ける。 

オ．点検歩廊及びクラブには、高さ 90cm以上で、中さん及び高さが 3cm以上のつま先板付きの手摺を設

け、安全面に十分配慮する。 

カ．クレーン上の回転露出部分には、保護網あるいはケースを取付ける。 
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キ．フックブロック、バッファ、その他監督員が指示する部分には、注意表示のための塗装を施す。 

ク．サドルあるいはガーダの両端には、走行レールの点検が容易にできるゲージを取付ける。 

ケ．ボルト・ナット及びねじなどには、ゆるみ止め又は抜け止めを施す。 

(9)給電装置は、原則として次のとおりとする。 

ア．給電方式は、キャブタイヤケーブルとする。 

イ．使用するケーブルは、次の規格による、2PNCTとする。 

JIS C3327「600Vゴムキャブタイヤケーブル」 

ウ．走行装置への給電方式は、ハンガーレールカーテン方式又はケーブルリール方式とする。 

エ．横行装置への給電方式は、ハンガーレールカーテン方式とし堅固で円滑に作動するものであること。 

オ．ハンガーレールは、建屋あるいは走行レール取付け桁（ランウェイガーダ）から、形鋼等で堅固に支

持する。 

カ．キャブタイヤケーブルに直接張力がかからないこと。 

5.荷役機械設備の各速度は、原則として次による。 

(1)巻上速度  概ね 2m/分 

(2)横行速度  概ね 10m/分 

(3)走行速度  概ね 20m/分 

6.主要部品の材料は、関係法規並びに規格に準拠するとともに、部品の大きさ、作用する力の大きさなど

を基準に、最適なものを選定する。 

 

1.5.2クラブ式天井クレーン 

1.各部の構造 

(1)この節で規定するクラブ式天井クレーンは、床上で運転し、かつ運転する者が荷の移動とともに移動す

る方式とする。 

(2)巻上げ、横行及び走行の各動作は、各々個別の電動機により行える。 

(3)桁（ガーダ） 

ア．ガーダの形状は、トラスガーダ、プレートガーダ又はボックスガーダとする。 

イ．ガーダのたわみは、定格荷重を中央で吊り上げた時、次の数値を満足する。 

ガーダのスパンに対して、1/800以下 

(4)サドル 

ア．原則として、ガーダと同等な材料を使用して、強固な箱形の構造とする。 

イ．荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、2本の走行レールに均等にかかる構造とする。 

(5)クラブ 

ア．荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、2本の走行レールに均等にかかる構造とする。 

イ．横行レールはガーダ上に、原則としてボルトによって取付ける。 

(6)巻上装置 

ア．巻上げは、クラブの巻上装置により行う。 

イ．巻上装置は、電動機の回転を適切な減速装置を介してドラムに伝え、これを回転させてワイヤロープ

を巻取る。 

ウ．巻上装置には、十分な制動用量をもった機械式及び電気式制動装置を備える。また、巻下げ時の加速

を防止する装置を内蔵する。 

エ．ワイヤロープは、フックブロック及び滑車を介して、ドラムの両端から巻取る構造とする。 

オ．ドラムは、鋳鋼製、鋼板製又は機械構造用の鋼管製とする。 

カ．ドラムのピッチ円の直径は、使用するワイヤロープの直径の 14 倍以上とし、かつワイヤロープを一

重で巻取ることができる大きさで、捨て巻きは 2巻以上とする。 

キ．ワイヤロープは、次の規格によるフィラー形とし、荷重に対して十分な強度を有する。 
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JIS G3525「ワイヤロープ」 

ク．ワイヤロープの末端は、外部からの調整が容易で、取換えが迅速に行えるように固定する。 

ケ．フックブロックのフックは、原則として次の規格によるもので、荷重を吊り上げた場合は、容易に回

転するものとする。 

JIS B2803「フック」 

2.電動機 

使用する電動機は、原則として次に掲げるものとする。 

(1)適用規格 

ア．JEM 1202「クレーン用全閉外扇巻線形低圧三相誘導電動機」 

イ．JIS C4210「一般用低圧三相かご形誘導電動機」 

ウ．JIS C4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」 

(2)選定条件 

ア．反復起動停止に対し、機械的及び電気的に十分な耐久性を有する。 

イ．負荷の速度－トルク特性に十分適合する。特に起動トルクに余裕がある。 

ウ．慣性モーメントが小さく、小型軽量である。 

エ．走行の電動機には、始動電流制限装置を設け、ゆるやかな始動が行える。 

3.制御機器 

(1)各電動機の始動方式は、負荷のトルク特性、電動機のトルク特性を十分考慮して決定する。 

(2)電動機の制御器は可逆制御器とする。 

(3)抵抗器は、熱容量が大きく電動機を円滑に始動できるもので、材質は鋳鉄又は鋼板グリッド製とし、金

網等で防護する。 

(4)各電動機には、過負荷保護装置及びその他保護装置を設ける。 

(5)制御盤は、ガーダ上に設けるものとし、クレーンに必要な制御電気機器は、盤内に収納する。 

4.操作方式 

(1)操作は、押ボタンスイッチにより、床上及びプラットホームから操作できる。 

(2)電源スイッチ及び保安装置用電源スイッチは、吊り下げ式を標準とする。 

(3)押ボタンスイッチからジョイントボックスまでは、キャブタイヤケーブルとし、これに張力がかからな

いよう鎖等で吊り下げる。 

(4)押ボタンスイッチには、操作用銘板を取付ける。 

(5)巻上げ、巻下げ、横行及び走行の各スイッチは、自己復帰型とする。 

5.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)走行レール及び取付け具 

(2)玉掛用ワイヤー 

(3)油脂類 

 

1.5.3ホイスト式天井クレーン 

1.各部の構造 

(1)この節で規定するホイスト式天井クレーンは、床上で運転し、かつ運転する者が、荷の移動とともに移

動する方式のトップランニング式ダブルレール形とする。 

(2)巻上げ、横行及び走行の各動作は各々個別の電動機により行える。 

(3)桁（ガーダ） 

ア．ガーダの形状は、次の材料又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料を使用し強固に組立てたプ

レートガーダとする。 

JIS G3101「一般構造用圧延鋼材」 
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イ．ガーダのたわみは、1.5.2（クラブ式天井クレーン）1.を参照する。 

(4)サドル 

ア．原則として、ガーダと同等な材料を使用して強固な構造とする。 

イ．荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に、2本の走行レールに平等に分布する構造とする。 

(5)電動ホイストは、関係法規並びに次の規格による。 

JIS C9620「電気ホイスト」 

(6)トロリ 

ア．荷を吊り上げた場合は、その荷重が常に 2本の横行レールに均等にかかる構造とする。 

イ．横行レールはガーダ上に、原則としてボルトによって取付ける。 

(7)ガーダに設ける制御盤は、原則として密閉構造とする。 

2.電動機 

(1)走行用の電動機は 2個備え、それぞれ制御装置を設ける。 

(2)走行用の電動機には、始動電流制御装置を設けゆるやかな始動をさせる。 

3.操作方式 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）4.を参照する。 

4.付属品 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）5.を参照する。 

 

1.5.4サスペンション式電動横行電気ホイスト 

1.各部の構造 

(1)この節で規定するサスペンション式電動横行電気ホイストは、床上で運転し、かつ運転する者が荷の移

動とともに移動する方式とする。 

(2)サスペンション式電動横行電気ホイストは、I 型鋼等の 1 本のガーダの下部フランジを横行レールとし

て懸垂し、ガーダに走行装置を備えたもの。 

(3)ガーダは、原則として次の材料又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料を使用する。 

JIS G3101「一般構造用圧延鋼材」 

(4)ガーダのたわみは、1.5.2（クラブ式天井クレーン）1.を参照する。 

(5)サドル 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）1.を参照する。 

(6)電気ホイスト 

ア．電気ホイストは、関係法規並びに次の規格による。 

JIS C9620「電気ホイスト」 

イ．横行レールに対して横行部がずれ又は傾き等を生じた場合においても、横行部が横行レールより外れ

ない。 

ウ．横行車輪は良質の材料を使用し、形状が正しく、丈夫で耐久力が大きい。 

エ．両車輪のフランジ間隔又はガイドローラの間隔は、横行レール幅（標準寸法）とのすき間が振り分け

の片側で 7mm以下となるようにする。 

オ．曲線レール上を走行するものについては、使用レールに適合し、長時間の運転に支障がない。また、

レールの曲率は、車輪に偏摩耗を起こさない範囲とする。 

カ．定格荷重を吊った場合に、安定して横行できる。 

キ．巻上げ、横行及び走行の各動作は、各々個別の電動機により行う。 

(7)ガーダに設ける制御盤は、原則として密閉構造とする。 

2.電動機 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）2.を参照する。 

3.操作方式 
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1.5.2（クラブ式天井クレーン）4.を参照する。 

4.付属品 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）5.を参照する。 

 

1.5.5トラックスケール設備 

1.一般事項 

この節で規定するトラックスケール設備は、排水処理施設の脱水ケーキ搬出時あるいは浄水処理薬品搬

入時の計量用に用いるものとする。このトラックスケールを取引証明用に使用する場合は、計量法に定め

られた検定品でなければならない。 

2.容量及び型式 

(1)種類 

トラックスケールの種類については特記仕様書及び図面等で詳細に指定する。 

ア．地上式 

イ．埋込式 

ウ．簡易型 

エ．軸重計 

(2)秤量  車重と積載量の和以上 

(3)寸法  （幅）車輪間＋500mm以上 （長さ）ホイールベース＋1,000mm以上 

(4)型式  ロードセル式 

ア．ロードセル 

（ア）定格値  秤量による 

（イ）数量  4個 

イ．加算器 

（ア）加算点数  4点 

（イ）構造  防滴型 

（ウ）数量  1個 

ウ．重量表示器（デジタル指示計） 

（ア）入力  加算器からの信号 

（イ）指示  定格値 

（ウ）出力  重量表示用信号 DC4～20mA 

（エ）過重量警報用信号 

（オ）数量  1個 

エ．専用ケーブル 

 

1.5.6施工 

1.据付け 

荷役機械設備の据付けは「Ⅰ共通編 3.3（設備機器等の据付け）」を参照するもののほか、以下の項目

により的確に実施する。 

(1)走行レールは、左右のレール平行度、高低差、勾配、うねりに十分注意し据付ける。 

(2)レール締結部は、上下、左右のくい違いに注意し据付ける。 

(3)走行レール両端のバッファの位置合わせは正確に行う。 

(4)走行レールは、D種接地工事を行う。 

(5)ガータ上の配線は、すべてケーブルを使用するものとし、電線管で保護する。 

(6)機器の据付けに際しては、重量物の落下、溶接の火花などに対して十分な養生を行ったうえ施工する。 
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２ 主ポンプ設備 

 

2.1一般事項 

1.本設備は、主ポンプ、主ポンプ用弁及び付属機器からなり、機能を十分発揮し、かつ安全性の高いもの

である。 

2.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

2.2主ポンプ 

1.一般事項 

(1)本機は、原水の導水ポンプ又は浄水の送配水ポンプに用いる。 

(2)ポンプ形式は、軸流ポンプ又は斜流ポンプのいずれかとし、標準仕様は、1.1（ポンプ設備）による。 

2.構造概要 

(1)横軸ポンプのケーシングは、軸中心で上下二つ割り形とし、上部ケーシングの取外しにより、内部点検

及び回転部取出しが簡単にできる構造とする。 

(2)立軸ポンプは一床式又は二床式で、分解、組立てが簡単な構造とし、軸封水部及び軸受は、自己注水潤

滑法又は外部注水潤滑法か、それを併用する。 

(3)ポンプケーシング及び羽根車は、使用条件を考慮するとともに、ポンプ性能が十分発揮できるよう設計

し、流水の摩擦損失が最小になるよう精密に仕上げる。 

(4)ポンプの回転体は、完全な平衡をとるとともに、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(5)ライナリングは、戻り水による損失が最小となるよう十分考慮し、設計製作する。 

(6)羽根車の摺動部が摩耗した場合は、削り込んでウエアリングの取付けができるよう、十分な肉厚とする。 

(7)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(8)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受とし、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構造とする。 

(9)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(10)軸封部は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とし、グランドパッキンの場合は炭化繊維の

パッキンを、メカニカルシール方式の場合は、ポンプの仕様及び密封水の性質等、十分検討の上用いる。 

(11)圧力計、連成計等ゲージ類は、スタンドを設け、並べて取付け、必要に応じ脈動防止の緩衝装置等を

備える。 

(12)異物混入防止のためにストレーナを設ける場合は、単独で取替えが容易な構造とし、孔面積は管口径

の 4倍以上、孔径はφ10～φ25で十分な板厚を有すること。 

(13)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(14)構築物等への防振対策が必要な場合の共通床盤の構造は、特記仕様書又は設計図書による。 

(15)本機には、保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設ける。

なお、鋼製床板及び階段の設計、製作は、設計図書による。 

3.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(2)羽根車  青銅鋳物、リン青銅鋳物、アルミニウム青銅鋳物又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)主軸スリーブ  ステンレス鋼、ステンレス鋳鋼品又は特殊鋼 

(5)ライナリング  羽根車に準ずる 

(6)各種小配管  ステンレス管又は銅管 
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(7)共通床盤  鋳鉄品又は鋼板 

(8)ストレーナ  ステンレス鋼板 

4.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)圧力計、連成計又は真空計  1式 

(3)弁類（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

(4)各種小配管（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

(5)カップリング（特記仕様書による。）  1式 

(6)保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

(7)ストレーナ（特記仕様書による。）  1式 

(8)基礎ボルト  1式 

(9)保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

(10)制御機器及び装置（特記仕様書による。）  1式 

(11)その他必要品  1式 

5.制御機器及び装置 

特記仕様書で、ポンプの運転方式及び保護方式を指定した場合のポンプの始動、運転及び停止並びに発

生する異常に応じて、運転停止、故障表示及び警報等に必要な制御機器及び装置は次のとおりである。 

(1)横軸ポンプの満水検知器は、電気接点付きとし十分な使用実績を有するもので、空気が残留せず確実に

作動する構造とする（押込ポンプの時は不要）。 

(2)圧力発信器（真空発信器）は、長期の連続使用に十分耐え、耐食性を有し、密閉構造とする。 

(3)軸受温度計は警報接点付きとし、設定温度が容易に調整でき、調整位置が変動しない構造とする。 

(4)ポンプの起動完了及び抽気装置の停止等、制御部へ指令するための圧力検知器は、設定圧力が容易に調

整でき、調整位置が変動しない構造とする（上限用及び下限用）。 

(5)軸封水、冷却水、潤滑水及び潤滑油等の供給を確認するための検出器は、十分な使用実績を有し確実に

作動するもので、必要に応じて目視できる構造とする。 

(6)ポンプの回転計（パイロット発電機等）及び停止確認装置は、長期の連続使用に十分耐える構造とし、

反カップリング側に設ける。 

(7)ポンプの無送水運転を検出するための検知装置は、逆止弁等と連動して制御できるもので、耐食性を有

すること。 

(8)吸気、軸封水、冷却水、潤滑水及び潤滑油等のポンプ周りの小配管の必要箇所には、制御用電動弁（ボ

ール弁等）及び電磁弁（直動式又はパイロット式）を設ける。 

(9)特記仕様書及び図面による付属品の制御機器及び装置は、1台につき下記のとおりとする。 

ア．満水検知器（真空破壊電磁弁含む。）  1組 

イ．接点付軸受温度計（各軸受に 1個）  1式 

ウ．圧力検知器（圧力確認及び圧力低下警報用）  1組 

エ．回転計及び停止確認装置  1組 

オ．各種検知器（フローメータ、リレー等）  1式 

カ．制御用電動弁及び電磁弁（配管工事に含む。）  1式 

キ．圧力発信器（電気工事に含む。）  1式 

ク．真空発信器（電気工事に含む。）  1式 

コ．その他必要品  1式 

 

2.3主ポンプ用弁 
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2.3.1電動弁及び油圧式弁 

本弁は、主ポンプの吸込み側又は吐出し側に設けるもので、電動弁（コーン弁、バタフライ弁及び仕切

弁）又は油圧式弁（コーン弁）とし、仕様内容は次のとおりである。 

1.構造、材質 

1.2.1（ポンプ用弁）による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)電動弁 

ア．弁開度発信器（特記仕様書による。）  1式 

イ．リミットスイッチ及びトルクスイッチ  1式 

ウ．スペースヒータ  1式 

エ．基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

オ．その他必要品  1式 

(2)油圧式弁 

ア．起動用電磁弁  1個 

イ．緊急閉止用電磁弁  1個 

ウ．弁開度発信器（特記仕様書による。）  1式 

エ．基礎ボルト  1式 

オ．その他必要品  1式 

 

2.3.2油圧装置 

本装置は、油圧式弁の操作用として使用するもので、圧油ポンプ、空気圧縮機（圧縮ガス使用の時は不

要）、圧油槽及び貯油槽からなるものとする。 

1.圧油ポンプ 

(1)構造概要 

ア．本機は高圧に十分耐える構造とし、負荷圧力の変動に対して、吐出し量の変化が少ないものとする。 

イ．本機は容積形ポンプ（歯車、ベーン及びプランジャポンプ等）とし、圧油槽又は油圧シリンダに直接

送油する方式とする。 

ウ．本機は作動油の粘性、圧縮性、温度等を十分考慮する。 

エ．ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げる。 

オ．主軸は、トルク等に対して十分な強度とする。 

カ．ポンプの可動部と固定部及び付属機器等からの漏油は極力少なくし、シール材の取替えが簡単にでき

る構造とする。 

(2)材料  特記仕様書による。 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．出入口弁（特記仕様書による。）  1式 

イ．逆止弁（特記仕様書による。）  1個 

ウ．圧力調整弁（リリーフ弁）（特記仕様書による。）  1式 

エ．安全弁（特記仕様書による。）  1個 

オ．ろ過器（複式）  1式 

カ．圧力計  1個 

キ．減圧弁（特記仕様書による。）  1個 

ク．基礎ボルト  1式 

ケ．その他必要品  1式 
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2.空気圧縮機 

(1)構造、材質  1.3.2（空気圧縮機）による。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．Vベルト伝動装置及びカバー  1式 

イ．アフタークーラ（特記仕様書による。）  1式 

ウ．油水分離器（セパレータ）（特記仕様書による。）  1式 

エ．圧力調整弁（アンローダ弁）（特記仕様書による。）  1式 

オ．圧力検知装置（特記仕様書による。）  1式 

カ．圧力計  1式 

キ．弁類  1式 

ク．安全装置（特記仕様書による。）  1式 

ケ．警報装置（特記仕様書による。）  1式 

コ．基礎ボルト  1式 

サ．その他必要品  1式 

3.圧油槽 

(1)構造概要 

ア．本槽は、十分な強度をもち、これに満たした油の重量を支え、局部応力にも安全であり、各種の外荷

重にも耐える構造とする。 

イ．本槽は立形又は横形定置式とし、第 2種圧力容器構造規格を準用し、製作する。 

ウ．本槽には流出入口、ドレン、マンホール及び付属品等の取付け口を備える。 

(2)材質 

本体  ボイラ用圧延鋼、一般構造用圧延鋼、溶接構造用圧延鋼、ステンレス鋼板 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．安全弁  1個 

イ．圧力計  1個 

ウ．液面計  1個 

エ．液面制御装置（特記仕様書による。）  1式 

オ．圧力警報発信器（特記仕様書による。）  1式 

カ．弁類  1式 

キ．基礎ボルト  1式 

ク．その他必要品  1式 

 

2.4逆止弁 

本弁は主ポンプの吐出し側に設け、停電その他によりポンプが急停止した時のウォーターハンマ及び逆

流防止を図るものである。 

1.構造、材質 

1.2.2（逆止弁）による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)バイパス弁（特記仕様書による。）  1式 

(2)ダッシュポット（特記仕様書による。）  1式 

(3)電気接点（特記仕様書による。）  1式 

(4)基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 
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(5)その他必要品  1式 

 

2.5真空ポンプ 

本機は、主ポンプ等の運転準備のための抽気呼水用である。 

1.構造、材質 

1.3.6（真空ポンプ）による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)フレキシブルカップリング（保護カバー付き）  1式 

(3)真空計  1個 

(4)各種弁（特記仕様書による。）  1個 

(5)補水槽（自動給水装置他）（特記仕様書による。）  1個 

(6)サイレンサ兼セパレータ（特記仕様書による。）  1式 

(7)基礎ボルト  1式 

(8)その他必要品  1式 

 

2.6軸封水装置 

本装置は、主ポンプの起動時及び停止時に、軸封部からポンプ内部に空気が混入するのを防止するもの

で、給水ポンプ、封水ポンプ、受水槽及び高架水槽からなるものである。 

 

2.6.1給水ポンプ 

本機は、受水槽から高架水槽へ揚水するもので、高架水槽の水位により、自動運転又は手動運転するも

のである。 

1.概要、材質、付属品 

1.1.6（小形渦巻ポンプ）又は 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）による。 

 

2.6.2封水ポンプ 

本機は、ポンプ吐出し管の原水又は受水槽に貯留された水（非常時等）を、直接主ポンプのグランド封

水のため、圧送するものである。 

1.構造、材質 

1.1.6（小形渦巻ポンプ）又は 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)フレキシブルカップリング（保護カバー付き）  1式 

(3)圧力計、真空計  各 1個 

(4)弁類（仕切弁、逆止弁等）  1式 

(5)オートストレーナ（複式）（特記仕様書による。）  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

2.6.3受水槽 

本槽は、市内給水管又は場内給水管から受水し、槽の水位により自動補給できるものである。 

1.構造概要 
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(1)本槽は十分な強度をもち、これに満した水の重量を支え、局部応力にも安全であり各種の外荷重にも耐

える構造とする。 

(2)本槽は安全性、耐食性にすぐれた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

(3)本槽は、立形又は横形定置式とし、必要に応じ内面はライニングとする。 

(4)本槽には、じんあい、水等が開口部から入らない構造とする。 

(5)本槽には流出入口、ドレン、マンホール、通気口及び付属品等の取付け口を備える。 

2.材質 

本体  一般構造用圧延鋼板（内面ライニング）、ポリエステル樹脂（FRP）又はステンレス鋼板 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)給水電磁弁（電極棒付き）又はボールタップ（特記仕様書による。）  1組 

(2)液面計（特記仕様書による。）  1式 

(3)警報装置（特記仕様書による。）  1式 

(4)点検梯子  1式 

(5)弁類  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

2.6.4高架水槽 

本槽は、給水ポンプにより受水槽から揚水された水を貯水し、主ポンプのグランド封水、機器の軸受冷

却水及び真空ポンプの補水槽等へ供給圧力を一定にして給水するものである。 

1.構造、材質、付属品 

2.6.3（受水槽）に準ずる。 

 

2.7冷却水ポンプ 

本機は、主ポンプ及び電動機の軸受部等（冷却水の必要な箇所）に冷却水を送り、温度上昇等を防止す

るものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、ラインポンプ又は電動機直結横軸片吸込み形の単段又は多段ポンプを標準とする。 

(2)ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力小

さいものとする。 

(3)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

(4)主軸はトルク及び危険速度に対して、十分な強度とする。 

(5)軸封装置は、メカニカルシール又はグランドパッキン方式とする。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はステンレス鋳鋼品 

(2)羽根車  鋳鉄品、青銅鋳物又はステンレス鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼、ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)圧力計、連成計又は真空計  1式  

(2)保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式  

(3)基礎ボルト  1式  

(4)その他必要品  1式 

 

2.8排水ポンプ 
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本機はポンプ室、ポンプ室の排水を行うもので、排水槽の水位により、自動運転又は手動運転するもの

である。 

1.構造概要 

(1)本機は横軸片吸込み自吸式ポンプ、水中ポンプ又は立軸ポンプとする。 

(2)ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力小

さいものとする。 

(3)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で十分な強度を有し、精密な仕上げとする。 

(4)主軸は、トルク及び危険速度に対して十分な強度とする。 

(5)軸封装置は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とする。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(2)羽根車  鋳鉄品、青銅鋳物又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)脱着式ベンド  鋳鉄品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(5)ガイドサポート  ステンレス鋼 

(6)ポンプ吊上げチェーン  ステンレス鋼 

3.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．フレキシブルカップリング（横軸ポンプ又は立軸ポンプ）  1式 

イ．圧力計又は連成計、真空計（横軸ポンプ又は立軸ポンプ）  1式 

ウ．弁類（仕切弁、逆止弁等）（特記仕様書による。）  1式 

エ．脱着式ベンド（特記仕様書による。）  1式 

オ．ガイドサポート（特記仕様書による。）  1式 

カ．ポンプ吊上げチェーン（特記仕様書による。）  1式 

キ．キャブタイヤケーブル  1式 

ク．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

ケ．ストレーナ（特記仕様書による。）  1式 

コ．基礎ボルト  1式 

サ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．水位制御装置（特記仕様書による。）  1式 

イ．警報装置（特記仕様書による。）  1式 

 

2.9天井クレーン 

本機はポンプ室等建物内に設置し、保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

1.準拠規格、構造、材質 

1.5.2（クラブ式天井クレーン）による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)吊り上げ荷重表示銘板  1式 

(2)通電表示灯  1式 

(3)桁下照明灯  1式 

(4)安全及び警報装置  1式 

(5)玉掛用ワイヤロープ（特記仕様書による。）  1式 

(6)保守用工具（給油器具等）（特記仕様書による。）  1式 
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(7)その他必要品  1式 

 

2.10電動ホイスト 

本機は、ポンプ等の保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、ホイスト本体、トロリ、手元押ボタンスイッチ及び集電装置等を設け、給電はキャブタイヤケ

ーブル方式とする。 

(2)吊上げ高さは十分確保し、吊上げ、走行速度は運搬に危険のない速度とする。 

(3)各種安全装置のリミットスイッチは動作確実なもので、特に衝撃に耐える構造とし、労働基準監督署の

認定したものを用いる。 

(4)走行レールの両端には、それぞれ過走行防止用の車輪止め（ストッパー）を配する。 

2.材質 

(1)ドラム  鋳鉄 

(2)ギヤ  構造用炭素鋼 

(3)ワイヤロープ  JIS G3525「ワイヤロープ」 

(4)フック  炭素鋼鍛鋼品 

(5)走行車輪  炭素鋼鋳鋼品 

(6)軸  構造用炭素鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)走行用ケーブル  1式 

(2)ケーブルハンガー  1式 

(3)床上操作用押釦箱  1式 

(4)走行レール（特記仕様書による。）  1式 

(5)その他必要品  1式 

 

2.11排風機（送風機） 

本機は、地下式ポンプ室等の空気の清浄化及び温度上昇防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3種換気

方法）するものである。 

1.構造、材質 

1.4（排風機（送風機））による。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)Vベルト伝動装置（直結を除く。）  1式 

(2)防振装置（特記仕様書による。）  1式 

(3)相フランジ  1式 

(4)吸込み金網（特記仕様書による。）  1式 

(5)吸込みベルマウス（特記仕様書による。）  1式 

(6)ダンパ（特記仕様書による。）  1式 

(7)消音ボックス（特記仕様書による。）  1式 

(8)フィルタ（特記仕様書による。）  1式 

(9)全体カバー（特記仕様書による。）  1式 

(10)保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

(11)基礎ボルト  1式 

(12)その他必要品  1式 
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３ 沈砂池設備 

 

3.1一般事項 

1.本設備は、沈砂池に設置するもので、除塵装置、排泥ポンプからなる。 

2.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

3.2除塵設備 

 

3.2.1一般事項 

1.除塵設備は、流入する浮遊物を確実に除去でき、堅牢で安全確実な操作ができるものとする。 

2.除塵設備の水中部は、水質によって腐食や摩耗により耐用年数が短くなることが考えられるため、構造

の決定、材質の選定、塗装仕様については十分に検討する。また、油漏れがあった場合にも、水中に油が

滴下しないような防護措置を施す。 

3.除塵設備の回転部等の危険箇所には、接触防止のために安全カバー等を設けるものとし、取外し可能な

構造で必要に応じて点検窓を設ける。 

4.除塵設備は、除塵機と付帯設備としてのコンベヤ、ホッパなどから構成される。 

5.除塵機にはレーキ式とロータリ式があり、その運転は通常、スクリーンの上流と下流の水位差若しくは

タイマーによって、自動的に運転できるものとする。 

 

3.2.2レーキ式除塵機 

1.レーキ式除塵機は、河川水（表流水）の取入口等で木片、ゴミなどの粗大な浮遊物を除去するために設

置する。 

2.レーキ式除塵機は、バースクリーン、レーキ、フレーム及び駆動装置などで構成され、スクリーン前面

で阻止した浮遊物をレーキによりスクリーン上部に掻き上げ､これを脱落させる構造とする。 

3.掻き上げ装置であるレーキは、浮遊物の掻き上げ及び搬送設備への投入が確実にできる構造とする。 

4.主要部の材質については、以下のとおりとする。なお、詳細は特記仕様書による。 

(1)バースクリーン  SS400又は同等品 

(2)レーキ  SS400又は同等品 

(3)フレーム （水上部）SS400又は同等品 （水中部）SUS304、SS400又は同等品 

5.駆動装置には、過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気的保護装置を設ける。 

6.点検、異常時には逆転できる構造で、可能な限り単純な構造とする。 

7.駆動装置は、万一の高水位時にも運転が続行できる位置に設置する。 

8.付属品 

次のものを標準とする。 

基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

3.2.3ロータリ式除塵機 

1.ロータリ式除塵機は、バースクリーン、レーキ式除塵機などを通過した比較的細かなゴミ（ビニル製品、

藻、落ち葉、木片など）を除去するために設置する。 

2.ロータリ式除塵機は、ネットスクリーン、フレーム及び駆動装置などで構成され、駆動用チェーンに取

付けられたネットスクリーンを水路中で回転させ､ 付着した浮遊物を除塵機上部まで上げ、洗浄水若しく

はブラシなどを用いて除去する構造とする。 

3.主要部の材質については、以下のとおりとする。なお、詳細は特記仕様書による。 
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(1)ネットスクリーン  SUS304、合成樹脂 又は同等品 

(2)フレーム  （水上部）SS400 又は同等品 （水中部）SUS304、SS400 又は同等品 

4.駆動装置には、過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気的保護装置を設ける。 

5.ネットスクリーン又はゴミ棚に付着した浮遊物を除去するための噴射水については、排除しにくい藻な

ども考慮して十分余裕を持った水量、水圧とし、また、洗浄ノズルの噴霧状態、水量及び水圧の調整がで

きるものとする。 

6.ロータリ式除塵機は、ゴミによる抵抗が大きく、故障時には装置の破損が考えられるため、水位の監視

又は警報が出せるよう考慮する。 

7.付属品 

次のものを標準とする。 

基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

3.2.4洗浄ポンプ 

本機は金網洗浄用の圧力水を、供給するものである。 

1.構造、材質、付属品 

1.1.6（小形渦巻ポンプ）、1.1.7（小形多段遠心ポンプ）又は 1.1.9（水中モータポンプ）よる。 

 

3.2.5可搬式コンベヤ 

本機は、洗浄水と分離された、じんかい、水草等を乾燥機又は集積場まで運搬するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、移動可能なポータブルベルトコンベヤとし、低騒音で振動が少なく、頑強なものとする。 

(2)本機のベルトは、上下部ともローラで支持しベルト張力の調整ができるテークアップ機構付きとする。

（ねじ式等） 

(3)モータプーリは、ラッキングを施した動力伝達効率の良好なものとする。 

(4)コンベヤには、運搬物の落下及び飛散防止用のカバーを取付ける。 

2.材質 

(1)フレーム  構造用炭素鋼又は同等品 

(2)ベルト  合成ゴム又は同等品 

(3)ボルト・ナット類  SUS304又は同等品 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)シュート（特記仕様書による。）  1式 

(2)傾斜台（特記仕様書による。）  1式 

(3)その他必要品  1式 

 

3.2.6定置式コンベヤ 

1.コンベヤは、除塵機により除去したゴミ搬出のため搬出場所までゴミを搬送するための設備で、ベルト

コンベヤ等を必要に応じて設ける。 

2.ベルトコンベヤは、コンベヤフレーム、駆動プーリ、テールプーリ、コンベヤベルト、キャリアローラ、

リターンローラなどからなり、保守点検に支障がないよう必要箇所に点検歩廊、手摺、階段などを設ける。 

3.主要部の材質については、以下のとおりとする。 

(1)フレーム  構造用炭素鋼又は同等品 

(2)ベルト  合成ゴム又は同等品 

(3)ボルト・ナット類  SUS304又は同等品 

4.ヘッド部及びテールプーリ部周辺で危険な箇所には、安全カバー（脱着可能）等を設ける。 
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5.コンベヤには、機器周囲のいずれの場所からも操作可能な非常停止用の安全装置等を設ける。 

6.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)蛇行検出装置 

(2)洗浄装置 

(3)基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

3.2.7ホッパ 

1.ホッパは、コンベヤにより搬送されたゴミ等を貯留し下部より排出する設備で、必要に応じて設ける。 

2.ホッパは、本体、支柱、ホッパゲート及び開閉装置などからなり、点検、保守が容易に行えるよう階段、

歩廊及び踊り場を必要に応じて設ける。 

3.水切装置を設ける場合は、排水管、排水ホース、樋などを設けて排水する。 

4.主要部の材質についてはSS400を標準とし、鋼製溶接構造とする。開閉装置等の詳細は特記仕様書によ

る。 

5.付属品 

次のものを標準とする。 

基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

3.3排泥ポンプ 

本機は沈砂池に堆積した、土砂、ヘドロ等を採収、排出するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、横軸ポンプ、水中ポンプ又は立軸ポンプとする。 

(2)本機は、土砂等が混入するので、苛酷な使用条件に十分耐える構造とする。 

(3)ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力小

さいものとする。 

(4)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で、十分な強度を有し精密な仕上げを施す。 

(5)主軸は、トルク及び危険速度に対して、十分な強度とする。 

(6)軸封装置は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とする。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品 

(2)羽根車  高クロム鋳鉄又はステンレス鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)フレキシブルカップリング（横軸ポンプ）  1式 

(2)連成計又は圧力計、真空計（横軸ポンプ又は立軸ポンプ）  1式 

(3)弁類（仕切弁、逆止め弁等）（特記仕様書による。）  1式 

(4)ストレーナ（特記仕様書による。）  1式 

(5)基礎ボルト  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

3.4検水ポンプ 

本機は、沈砂池流入原水の水質を観測するための試料水を採水するものである。 

1.構造、材質、付属品 

2.8（排水ポンプ）に準ずる。 
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４ 沈澱池設備 

 

4.1一般事項 

1.本設備は、凝集池（混和池、フロック形成池及び再凝集池）及び薬品沈澱池に設置するもので、濁色度

の大部分を重力沈降作用により効果的に除去し、後続のろ過池にかかる負担を軽減するものである。 

2.沈澱池設備は、振動や騒音が少なく、摩耗、腐食に対し十分な強度を有するものとする。 

3.耐震性には十分配慮し、脱落防止等の措置を講じる。 

4.沈澱池設備は、フラッシュミキサ、フロキュレータ、傾斜板（管）式沈降装置、スラッジ掻寄機、排泥

弁などから構成される。 

5.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は特記仕様書による。 

 

4.2撹拌機 

本機は、混和池（再凝集池含む。）において原水と薬品を、急速均一に混和するもので、フロック形成

に最も適した効果及び維持管理を十分考慮する。 

1.仕様 

次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)駆動装置 

(2)回転方向、撹枠翼周速度 

(3)混和時間 

(4)速度勾配（G値） 

2.構造 

(1)駆動装置は、電動機及び減速機の組合せによるもので、騒音、振動等が少なく、長期の連続運転に十分

耐えるものとする。 

(2)撹拌軸及び翼の接水部は、耐薬品性とする。 

(3)撹拌軸は、ねじれや、ひずみが生じないよう、十分な強さ及び剛性とする。 

(4)撹拌機の回転体は、完全な平衡をとると共に振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(5)水中軸受に、ドライベアリング（合成樹脂製）を使用するときは、十分な圧力を有する潤滑水で封水す

ると共に撹拌軸にはスリーブを挿入し、撹拌軸が直接摩耗しない構造とする。なお、圧力水の仕様は特記

仕様書による。 

(6)水中軸受の修理に際し、部品の交換が容易に行えるよう、軸受ケーシングを二つ割り形とする。 

(7)機器の油脂類が混和池等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

3.材質 

フラッシュミキサに使用する材料はすべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、構造は堅固で機能が

正確でなければならない。主要材料は次のものを標準とするが、設置条件等によりこの仕様を変更するこ

とができる。 

(1)撹拌軸  ステンレス鋼管、STPG370、SS400（FRPライニング）又は同等品 

(2)撹拌翼  ステンレス鋼鋳鋼品又は同等品 

(3)取付け架台  ステンレス鋼又は同等品 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)駆動装置収納箱（屋外形で必要な場合） 

(2)基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付けボルト 

(3)据付け架台（開渠の場合） 
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(4)駆動装置架台 

(5)潤滑油 

5.塗装 

水中部においてSUS製は無塗装とするが、塗装が必要な部分は JWWA K135「水道用液状エポキシ樹

脂塗料塗装方法」あるいは JWWA K157「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法」に基づいて塗装し、

そのほかの部分は特記仕様書で指定された方法により塗装する。 

 

4.3緩速撹拌装置 

本装置は、原水と薬品とを急速混和したものを、フロック形成池において緩速撹拌し、良好なフロック

の生成及び熟成を行わせるもので、フロキュレータ（機械力による。）又は水流自体による撹拌方式とす

る。 

 

4.3.1フロキュレータ 

1.仕様 

次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)駆動装置 

(2)回転方向、撹拌翼周速度 

(3)滞留時間と速度勾配の積（GT値） 

2.構造 

(1)駆動装置は、電動機、無段変速装置及び減速機の組合せによるもので、騒音、振動等が少なく、長期の

連続運転に十分耐えるものとする。 

(2)駆動装置には、始動時と稼働中の過負荷に対し、トルクリミッター、シャーピン等の保護装置を設ける。 

(3)撹拌機は、軸受の負荷軽減のため、装置の軽量化を図ると共に、所要トルク及び水流に対して、十分な

強度を有し、電食、薬品による腐食等を考慮する。 

(4)撹拌軸は、軸受部を除き中空軸とし、撹拌翼のアームは、直接軸に溶接して取付けてはならない。 

(5)フロック形成池の側壁を貫通する撹拌軸の軸封装置は、耐久性のあるメカニカルシール（割り形）を使

用し、取替えが容易にできる構造とする。 

(6)水中軸受に、ドライベアリング（合成樹脂製）を使用するときは、十分な圧力を有する潤滑水で封水す

ると共に、撹拌軸にはスリーブを挿入して、撹拌軸が直接摩耗しない構造とする。なお、圧力水の仕様は

特記仕様書による。 

(7)水中軸受に、ボールベアリングを使用するときは、軸受室への水の侵入又は軸受室からの油等の流出を

完全に防止するシールを施す構造とする。 

(8)水中軸受の修理に際し、容易に部品の交換ができるよう、軸受ケーシングを上下二つ割り形とし、撹拌

軸両端にフランジ等を設ける。 

(9)基礎の沈下及び構造物の伸縮、継手等の影響により、軸に無理が生じないような装置を設ける。また、

エキスパンション部にはフレキシブル継手等を使用し、土木構造物の伸縮目地の性能と整合をとる。 

3.材質 

フロキュレータに使用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、構造は堅固で機能が

正確でなければならない。主要材料は、次のものを標準とするが、設置条件等によりこの仕様を変更する

ことができる。 

(1)撹拌軸  ステンレス鋼管、STPG370、STKM13A、SS400（エポキシ樹脂塗装）又は同等品 

(2)撹拌アーム  ステンレス鋼、SS400（エポキシ樹脂塗装）又は同等品 

(3)撹拌板  合成木材、木材、合成樹脂又は同等品 

(4)水中軸受  特殊合成樹脂 

(5)軸スリーブ  ステンレス鋼 
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(6)ボルト・ナット類  ステンレス鋼 

4.付属品 

次のものを標準とする。 

(1)駆動装置収納箱（屋外形で必要な場合） 

(2)基礎ボルト（アンカーボルト）又は据付けボルト 

(3)駆動装置架台 

(4)潤滑油 

5.塗装 

水中部は、JWWA K135「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」あるいは JWWA K157「水道用無溶

剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法」に基づいて塗装し、そのほかの部分は特記仕様書で指定された方法によ

り塗装する。 

 

4.3.2水流自体による撹拌方式 

本方式は、水路中に阻流壁を設けて、水のもつ水頭を撹拌に利用するもので、上下う回流、水平う回流

又は併用するものである。 

1.構造概要 

(1)水量及び水質の変化に応じて、阻流壁の寸法や数が可変できる構造とする。 

(2)阻流壁は、形鋼と木材又は合成樹脂とで構成し、耐食性を有すること。 

(3)阻流板は、割れや、ひずみが生じないよう十分な強さと剛性を有すること。 

(4)フロック形成池内で、短絡流や停滞を生じる部分には整流壁等を設ける。 

2.材質 

(1)阻流壁  木材又は合成樹脂 

(2)支持材等  構造用圧延鋼（メッキ処理）又はステンレス鋼 

(3)ボルト・ナット類  ステンレス鋼 

3.付属品 

1組につき下記を付属する。 

その他必要品  1式 

 

4.4傾斜板（管）沈降装置 

本装置は、水中に浮遊している生成フロックの沈降分離をより促進するために設けるもので、沈澱表面

積を増大し沈降距離の短縮を図る上向流沈澱装置とする。 

 

4.4.1傾斜板式沈降装置 

1.仕様 

次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)傾斜板 

(2)支持枠 

(3)吊り桁 

(4)表面負荷率 

(5)平均流速 

2.構造概要 

(1)本装置は、流体力学的に合理的な形状で、表面は平滑かつ精密に仕上げ、損失水頭が小さく、短絡流や

停滞が生じないよう、水流分布の均一性が確保できる構造とする。 

(2)本装置は、十分な使用実績を有するとともに、安全性、信頼性の高いものとする。 

(3)本装置は、水温及び濁度並びに処理水量等の変化に対し十分な緩衝能力をもち、滑落スラッジの巻上げ
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や密度流等により効果の低下を起こさないよう、使用条件を十分検討し設計製作する。 

(4)本装置は、スラッジが自然に池底に滑り落ちる際、二次凝集効果が発揮できること。 

(5)本装置は、水流等の外圧力及び池を空にした時の付着汚泥等を含む自重で、割れやひずみが発生しない

堅固な構造とし、耐食性及び耐久性に優れた材質を使用する。 

(6)本装置は、清掃及び点検修理等が容易な構造とする。 

(7)本装置には、必要に応じて阻流壁、阻流板、側流止めを設ける。 

(8)本装置の支持機構は耐食性を有し、装置の脱着が容易な構造とする。 

(9)本装置の据付けは、側壁及び継ぎ目等から短絡流のないよう入念に施工する。 

3.材質 

傾斜板及び支持枠は、JWWA Z108「水道用資機材－浸出試験方法」による水質検査の結果、水質に悪

影響を与えないものとする。なお、吊り桁は鋼製やプレストレストコンクリートなど、耐震性を考慮した

構造及び十分な強度を有するものとする。なお、詳細は特記仕様書による。 

(1)傾斜板（管）  硬質塩化ビニル又はポリスチロール樹脂 

(2)据付け架台  ステンレス鋼 

(3)支持金物  ステンレス鋼 

(4)阻流壁、阻流板、側流止め（特記仕様書による。） 

(5)ボルト・ナット類  ステンレス鋼 

4.付属品 

1池につき下記を付属すること。 

(1)据付け架台  1式 

(2)支持金物  1式 

(3)阻流壁、阻流板、側流止め（特記仕様書による。）  1式 

(4)ボルト・ナット類  1式 

(5)基礎ボルト  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

4.4.2傾斜管式沈降装置 

1.仕様 

次の項目については特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)傾斜管 

(2)支持架台 

(3)表面負荷率 

(4)平均上昇流速 

2.構造概要 

4.4.1（傾斜板式沈降装置）2.に準ずる。 

3.材質 

傾斜管は、JWWA Z108「水道用資機材－浸出試験方法」による水質検査の結果、水質に悪影響を与え

ないものとする。なお、支持架台は鋼製を標準とし、耐震性を考慮した構造及び十分な強度を有する。な

お、詳細は特記仕様書による。 

4.付属品 

4.4.1（傾斜板式沈降装置）4.に準ずる。 

 

4.5集水トラフ 

本トラフは、傾斜板（管）式上向流沈澱池の上澄水を集水し、流出渠へ導くものである。 

1.構造概要 
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(1)本トラフは、流体力学的に合理的な形状で、表面は平滑かつ精密に仕上げ、損失水頭が小さいものとす

る。 

(2)本トラフは、耐食性及び耐久性を有するもので、長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

(3)本トラフ及びトラフ支持物は、池が空でトラフが満水の時、トラフが空で池の水がトラフ上縁まである

時及びその他の構造物を支持する時等の内外荷重条件に対して、十分な強度とする。 

(4)本トラフの上縁は、完全な水平を保ち、かつ同一高さに据付け、上澄水を越流部全面から均等に集水で

きること。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

4.6スラッジ掻寄機 

本機は、沈澱池に沈降堆積したスラッジを沈澱池機能を停止することなく、機械力で効果的に排除する

ものとする。 

 

4.6.1一般事項 

1.スラッジ掻寄機の形式 

スラッジ掻寄機の形式については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)リンクベルト式 

(2)水中けん引式 

(3)走行式ミーダ形 

(4)回転式 

(5)その他、上記以外の形式 

2.仕様 

次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)掻寄速度 

(2)運転方法 

 

4.6.2水中けん引式スラッジ掻寄機 

本機は、水中台車に取付けた掻き寄せスクレーパを往復運転し、間欠的にスラッジを排除するものであ

る。 

1.構造概要 

(1)本機は、駆動装置（ロープ付）、走行台車（レール付）及びスクレーパ機構からなるものとする。 

(2)本機は、1連 1駆動方式又は 1台の駆動装置により 2台の走行台車を動かす 2連 1駆動方式とする。 

(3)駆動装置は、電動機、無段変速装置、減速機及び巻取りドラムからなり、全体カバーを設け、容易に開

放できるよう縦に 2分割し、点検窓を設ける。 

(4)駆動装置には、始動時と稼働中の過負荷に対し、トルクリミッター、シャーピン等の安全装置を設ける。 

(5)シャーピンは、取替えが容易にできるものとし、切断による空転摩擦部は、焼付き等の不都合が生じな

い構造とする。 

(6)巻取りドラムは、十分な強度及び耐食、耐摩耗性とする。 

(7)けん引装置は、ワイヤロープとプーリを用い、けん引するもので、ワイヤロープは伸びを最小限にする

ため、プリテンション加工を施し使用中の伸びは、緊張装置により吸収及び調整する。 

(8)走行台車は、掻き寄せ抵抗、浮力等による蛇行及び脱輪防止のため、十分な重量と剛性を有すること。 

(9)走行台車は、正行の時はスクレーパによる掻き寄せを行い、逆行の時は自動的にスクレーパをリフティ

ングし無負荷運転となる機構とする。 

(10)リフティング機構のヒンジ部は、リンク等が直接摩耗しないようスリーブ等を挿入する。 
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(11)スクレーパのゴム板は、スラッジのかき残りが最小となるよう、池底に合わせ調整ができること。 

(12)走行車輪の前後には、レール上の障害物を取除くためのスクレーパを取付ける。 

(13)走行車輪は、若干のスライドが可能なように片ツバ式とし、車軸の軸受部に接する部分には、スリー

ブを挿入し軸を保護する。 

(14)軸受部の修理に際し、容易に部品の交換ができる構造とする。 

(15)走行台車の位置及び動作状態が確認できる装置を設ける（特記仕様書による。）。 

(16)機器の油脂類が沈澱池等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

スラッジ掻寄機に使用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、スラッジ掻寄機に使

用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、構造は堅固で機能が正確でなければならな

い。主要材料は、次のものを標準とするが、運転条件等によりこの仕様を変更することができる。 

(1)掻寄板  ステンレス鋼、SS400、樹脂又は同等品 

(2)走行台車  一般構造用圧延鋼材又はステンレス鋼 

(3)走行車輪  鋳鉄又は鋳鋼品 

(4)走行車軸  ステンレス鋼 

(5)台車用軸受  合成樹脂 

(6)レール  炭素鋼（JIS E1103「軽レール」） 

(7)水中滑車類  ステンレス鋼鋳鋼品 

(8)滑車台  ステンレス鋼 

(9)リフティング機構  ステンレス鋼 

(10)巻取りドラム巻取り面  ステンレス鋼 

(11)ワイヤロープ  ステンレス鋼（JIS G3535「航空機用ワイヤロープ」） 

(12)ボルト・ナット類  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)駆動装置  1式 

(2)減速歯車  1式 

(3)安全装置（シャーピン式）  1式 

(4)ワイヤロープ  1式 

(5)レール  1式 

(6)リフティング機構  1式 

(7)保護カバー（駆動装置及び露出回転部分）  1式 

(8)基礎ボルト  1式 

(9)その他必要品  1式 

4.塗装 

塗装仕様は「Ⅰ共通編 6.1（塗装工事）」を参照する。 

 

4.6.3リンクベルト式スラッジ掻寄機 

本機は水中チェーンに取付けた、掻き寄せ板により、連続的にスラッジを排除するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、駆動装置、駆動チェーン、掻き寄せチェーン及び掻き寄せ板（ガイドレール付）からなるもの

とする。 

(2)駆動装置は、電動機、減速機及び駆動スプロケットホイールからなり、全体カバーを設け、保守管理に

便利なよう点検窓を設ける。 

(3)駆動装置には、始動時と稼働中の過負荷に対し、トルクリミッター、シャーピン等の安全装置を設ける。 
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(4)シャーピンは、取替えが容易にできるものとし、切断による空転摩擦部は、焼付き等の不都合が生じな

い構造とする。 

(5)駆動チェーン及び掻き寄せチェーンのホイールの歯形は、チェーンにくい込みのよい形状とし、緊張装

置には、ルーズホイール（遊車）かテンションホイール（緊車）を使用し、自動調整できること。 

(6)駆動軸、従動軸の軸受に接する部分には、スリーブを挿入し、軸を保護する。 

(7)掻き寄せ板による抵抗、浮力等による蛇行及び脱輪防止のため、ガイドレールを設ける。 

(8)掻き寄せ板のゴム板は、スラッジのかき残りが最小となるよう池底に合わせ、調整できる構造とする。 

(9)軸受の修理に際し、容易に部品の交換ができる構造とする。 

(10)掻寄機の動作状態が、確認できる装置を設ける（特記仕様書による）。 

(11)機器の油脂類が沈澱池等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

スラッジ掻寄機に使用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、スラッジ掻寄機に使

用する材料は、すべて耐久性、耐摩耗性に優れた材料を用い、構造は堅固で機能が正確でなければならな

い。主要材料は、次のものを標準とするが、運転条件等によりこの仕様を変更すことができる。 

(1)スプロケットホイール  鋳鉄又は鋳鋼品 

(2)駆動チェーン及び掻き寄せチェーン  ステンレス鋼 

(3)駆動軸及び従動軸  構造用炭素鋼、SUS304 又は同等品 

(4)軸スリーブ  ステンレス鋼 

(5)掻き寄せ板  木材又は合成樹脂SUS304、SS400、樹脂又は同等品 

(6)ガイドレール  形鋼（メッキ処理） 

(7)ボルト・ナット類  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)基礎ボルト  1式 

(2)その他必要品  1式 

4.塗装 

塗装仕様は「Ⅰ共通編 6.1（塗装工事）」を参照する。 

 

4.7施工 

凝集池・沈澱池設備の据付けは「Ⅰ共通編 3.3（設備機器等の据付け）」を参照するもののほか、以下

の項目により的確に施工する。 

1.共通事項 

(1)基礎コンクリートの表面をできるだけ水平に修正する。なお、既存スラブ上に基礎コンクリートを築造

する場合は「Ⅰ共通編 3.2（共通土工）」を参照する。 

(2)施工図により、池、水路及び機械室の壁、床などに据付け基準線を基礎上にけがく。 

2.フラッシュミキサ 

(1)据付け架台の水平度は、水準器などを使用し正確に測定する。 

(2)軸は下げ振り等を用いて、垂直度に十分注意しながら芯出し調整する。 

(3)水中軸受けを設置する場合は、池底等に軸受け台を強固に固定する。 

3.フロキュレータ 

(1)フロキュレータは、軸水平度及び軸心ずれに十分注意し据付ける。 

(2)据付けは、ピアノ線やトランシット、レベル計などの測定機器を用いて軸ずれのないように水中軸受け

や軸封装置などを据付ける。 

(3)調整を繰り返しながら軸を据付け、機械室内実体軸のレベルがプランマブロック仕上げ面を基準として、

精度よく据付ける。 
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(4)パドル取付けの際には、軸のバランスを崩さないように注意する。 

(5)軸を手で回して、回転力及び芯の振れ、レベルなどを調整する。 

4.傾斜板（管）式沈降装置 

(1)支持枠あるいは支持架台及び傾斜板（管）を、水平度、垂直度を重視し、基準線に合わせて設計据付け

高となるよう正確に据付ける。 

(2)装置の水平度、垂直度及び据付け高を測定する。 

(3)地震、排水時に落下破損することのないように吊り桁等にしっかりと懸吊する。 

(4)据付け完了後は、傾斜板等の間隔、流水方向の通り、装置の高さなどを再調整する。 

5.水中けん引式スラッジ掻寄機 

(1)池底レールの通り芯及び左右の高低差を調整する。補修等で既設レールを使用する場合は、レールの摩

耗代分の補修も検討する。 

(2)池底レールを新設する場合及びリターンレールの据付けは、平行度及び高低差に十分注意し据付ける。 

(3)池底レールの据付けは、池底盤との高低差にも十分注意し据付ける。 

(4)水中部のコンクリート基礎は、フロックが自然に落下するよう、滑らかに（あるいは鋭角状に）モルタ

ル仕上げする。 

6.リンクベルト式スラッジ掻寄機 

(1)池底レールの通り芯及び左右の高低差を調整する。補修等で既設レールを使用する場合は、レールの摩

耗代分の補修も検討する。 

(2)池底レールを新設する場合及びリターンレールの据付けは、平行度及び高低差に十分注意し据付ける。 

(3)池底レールの据付けは、池底盤との高低差にも十分注意し据付ける。 

(4)駆動装置側のスプロケットの仕上げ面と、駆動軸の駆動用スプロケットの仕上げ面の通芯に十分注意し

据付ける。 

(5)水中部のコンクリート基礎は、フロックが自然に落下するよう、滑らかに（あるいは鋭角状に）モルタ

ル仕上げする。 

(6)駆動チェーン、掻寄チェーンの緊張が等しくなるように調整する。 

(7)駆動チェーン、掻寄チェーンの調整は、池が空の状態で運転し行う。 

 

 

５ 集泥ポンプ設備 

 

5.1一般事項 

本機は、沈澱池に堆積したスラッジを排出するもので、ホッパに掻き寄せられたスラッジを引抜き、濃

縮槽へ圧送するものである。 

 

5.2集泥ポンプ 

1.構造概要 

(1)本機は、ポンプ性能が十分発揮できるよう、スラッジ濃度の変動等、使用条件を考慮し設計製作する。 

(2)横軸ポンプのケーシングは、内部点検及び回転部取出しが容易にできる構造とし、軸封水部及び軸受は

自己注水潤滑法又は外部注水潤滑法か、それを併用する。 

(3)立軸ポンプは一床式又は二床式で、分解、組立てが容易な構造とし、中間軸受は十分な強度とする。 

(4)ポンプケーシング及び羽根車は、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の摩

擦損失が極力小さいものとする。 

(5)ポンプの回転体は、完全な平衡をとるとともに、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(6)ライナリングは、戻り水による損失が最小となるよう十分考慮し、設計製作する。 

(7)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替
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えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(8)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構

造とすること。 

(9)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討すると共に、自己潤滑法、強制潤滑法又はこれ

を併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(10)軸封部は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とし、グランドパッキンの場合は炭化繊維の

パッキンをメカニカルシール方式の場合は、ポンプの仕様及び密封水の性質等、十分検討のうえ用いる。 

(11)圧力計、連成計等ゲージ類は、スタンドを設け並べて取付け、必要に応じ脈動防止の緩衝装置等を備

える。 

(12)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(13)構築物等への防振対策が必要な場合の共通床盤の構造は、特記仕様書又は設計図書による。 

(14)本機には、保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設ける。

なお、鋼製床板及び階段の設計製作は、設計図書による。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄クロム鋳鉄 

(2)羽根車  青銅鋳物、クロム鋳鉄、炭素鋼鋳鋼品、又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)スリーブ  ステンレス鋼 

(5)共通床盤  鋳鉄品又は鋼板 

3.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．圧力計又は連成計（隔膜式）  1個 

ウ．計器用ボール弁  1組 

エ．弁類（ドレン弁等）  1式 

オ．小配管（グランド封水等のドレン管含む。）  1式 

カ．カップリング（特記仕様書による。）  1式 

キ．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

ク．空気弁（特記仕様書による。）  1式 

ケ．可とう管（特記仕様書による。）  1組 

コ．基礎ボルト  1式 

サ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．流量計（特記仕様書による。）  1式 

イ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

 

5.3集泥ポンプ用弁 

本弁は、集泥ポンプの吸込み側及び吐出し側に設けるもので、電動弁又は空気式弁（仕切弁、ボール弁、

バタフライ弁又は偏心構造弁等）、手動式弁（特記仕様書による。）、特殊制水弁及び逆止弁とし仕様内

容は次のとおりである。 

1.電動弁及び空気式弁 

(1)構造、材質  1.2.1（ポンプ用弁）による。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．電動弁 
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（ア）弁開度発信器（ポテンションメータ）  1式 

（イ）リミットスイッチ及びトルクスイッチ  1式 

（ウ）スペースヒータ  1式 

（エ）基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

（オ）その他必要品  1式 

イ．空気式弁 

（ア）空気式操作機  1式 

（イ）エアフィルタ  1式 

（ウ）減圧弁  1式 

（エ）電磁弁  1式 

（オ）リミットスイッチ（特記仕様書による。）  1式 

（カ）基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

（キ）その他必要品  1式 

2.特殊制水弁 

本弁は、ポンプの吸込み側及び吐出し側に取付け、止水又は流量調整等に用いるものである。 

(1)構造概要 

ア．本弁は、外ネジ式板形弁又は偏心構造弁を標準とし、固形物を含んだスラッジでも完全閉止でき、分

解清掃が簡単にできる構造とする。 

イ．板形弁は、ステンレス鋼の厚板を用い、両面ともシール性を保ち、十分な強度とする。 

ウ．弁箱は鋳巣、歪等のない良質の鋳造品で、十分な肉厚をもち、強度と剛性を有するものとする。 

エ．本弁は、耐摩耗性にすぐれ漏水のない構造とし、操作トルクが小さく、少ない回転数で確実に開閉で

きる構造とする。 

(2)材質 

ア．弁箱、弁体  圧延鋼材、鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋼（必要に応じ粉体塗装とする。） 

イ．弁棒  ステンレス鋼 

ウ．弁座  ゴム製又は金属製 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

その他必要品  1式 

3.逆止弁 

本弁は、ポンプの吐出し側に取付け、停電その他によりポンプが急停止した場合、スラッジの逆流を防

止するために設ける。 

(1)構造、材質  1.2.2（逆止弁）による。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

その他必要品  1式 

 

5.4圧力水ポンプ 

本機は、沈澱池ホッパ内のスラッジをジェット水で攪拌する圧力水源である。 

1.構造、材質 

1.1.6（小形渦巻ポンプ）及び 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）に準ずる。 

2.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．フレキシブルカップリング（保護カバー付き）  1式 
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ウ．圧力計、真空計又は連成計  各 1個 

エ．各種小配管（ゲージ用、ドレン用等）  1式 

オ．弁類（仕切弁、逆止弁等）  1式 

カ．基礎ボルト  1式 

キ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．圧力水供給弁（特記仕様書による。）  1式 

イ．圧力水噴射管（特記仕様書による。）  1式 

 

5.5圧力水槽 

本槽は、圧力水を一時的に蓄え、圧力変化に即応させるものである。 

1.構造概要 

(1)本槽は、十分な強度をもち、これに満たした水の重量を支え、局部応力にも安全であり、各種の外荷重

にも耐える構造とする。 

(2)本槽は、立形又は横形定置式とし、第 2種圧力容器構造規格を準用し製作する。 

(3)本槽の圧力並びに水位を一定に保つ機能を備える。 

(4)本槽には、流出入口、ドレン、マンホール及び付属品等の取付け口を備える。 

2.材質 

胴鏡等主要部  ボイラ用圧延鋼、一般構造用圧延鋼、溶接構造用圧延鋼、ステンレス鋼板 

3.付属品 

1槽につき下記を付属する。 

(1)安全弁  1個 

(2)圧力計  1式 

 

5.6スラッジ引抜き弁 

1.仕様 

本弁は、沈澱池スラッジ引抜き用空気式弁（偏心構造弁等）で、集泥ポンプの運転時に開閉を行うもの

で、次の項目については、特記仕様書及び図面などで詳細に指定する。 

(1)形式（偏心弁を標準とする｡） 

(2)操作方式 

(3)呼び径 

(4)接続形式（フランジ形を標準とする｡） 

2.構造 

(1)本弁は、空気圧により開閉を行うもので、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）とし、下部には必要に

より据付け用の台脚を設ける。 

(2)開閉機構は、振動、弛緩その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

(3)本弁は、操作スイッチにより弁の開閉が簡単、確実にでき、全開、全閉リミットスイッチを備え、全開、

全閉の表示を行う。 

(4)本弁は、複作動形（オンオフ弁）又はスプリングリターン形とし、空気源に異常が生じたときは、全閉

となる機構を有し、シリンダ駆動部は完全シールを施した密閉構造とする。 

(5)弁箱、弁体は、内部圧力等に対する機械的強度並びに腐食、摩耗を考慮する。 

3.材質 

(1)弁箱、弁体  鋳鉄品、鋳鋼品、SCS13又は同等品（必要により内面ライニング） 

(2)弁棒  ステンレス鋼 

(3)弁座  JIS K6353「水道用ゴム」準拠品、金属製又は同等品 
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4.付属品 

1台につき下記を付属すること。 

(1)空気式操作機  1式 

(2)エアフィルタ  1式 

(3)減圧弁  1式 

(4)電磁弁  1式 

(5)リミットスイッチ（特記仕様書による。）  1式 

(6)基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

(7)フランジ用ボルト・ナット、パッキン  1式 

(8)その他必要品  1式 

5.塗装 

塗装仕様は「Ⅰ共通編 6.1（塗装工事）」を参照する。 

 

5.7空気源装置 

本機は、空気式弁の操作用圧縮空気を供給するものである。 

1.空気圧縮機 

(1)構造、材質  1.3（空気源設備）に準ずる。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．圧力スイッチ  1個 

エ．圧力調整弁（アンローダ弁）  1組 

オ．Vプーリ、Vベルト  1組 

カ．ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

キ．弁類  1式 

ク．防音カバー（特記仕様書による。）  1式 

ケ．保護カバー（特記仕様書による。）  1式 

コ．基礎ボルト  1式 

サ．その他必要品  1式 

2.除湿器 

(1)構造、材質  1.3（空気源設備）に準ずる。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．冷凍式 

（ア）圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

（イ）ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

（ウ）基礎ボルト  1式 

（エ）その他必要品  1式 

イ．吸着式                  

（ア）圧力計（ゲージコック、導管付）  1式  

（イ）各種フィルタ  1式 

（ウ）再生用加熱器（加熱方式の場合）  1式 

（エ）再生用ブロワ（加熱方式の場合）  1式 

（オ）自動切替制御盤（特記仕様書による。）  1式 
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（カ）電磁制御弁等（特記仕様書による。）  1式 

（キ）基礎ボルト  1式 

（ク）その他必要品  1式 

3.空気槽 

(1)構造、材質  1.3（空気源設備）に準ずる。 

(2)空気槽、付属品 

1槽につき下記を付属する。 

ア．圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．圧力スイッチ  1個 

エ．ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

オ．基礎ボルト  1式 

カ．その他必要品  1式 

 

5.8排水ポンプ 

本機は集泥ポンプ室等の排水を行うもので、排水井の水位により自動運転又は手動運転するものである。 

1. 構造、材質、付属品 

2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

5.9電動ホイスト 

本機は、ポンプ等の保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

1. 構造、材質、付属品 

2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

 

６ 薬品注入設備 

 

6.1一般事項 

1.この節で規定する機器等で取扱う水道用薬品類の仕様は、表－Ⅱ.6.1のとおりである。 

表－Ⅱ.6.1水道用薬品類 

薬品名称 略称・俗称 適用規格 

次亜塩素酸ナトリ

ウム 

次亜塩素酸ソーダ 

次亜塩、次亜 

JWWA K120「水道用次亜塩素酸ナトリウム」又は食塩水を電

気分解して得られるこの規格と同等の品質を有する溶液（次亜

塩素酸ナトリウム濃度 1～12wt%） 

ポリ塩化アルミニ

ウム 
PAC 

JWWA K154「水道用ポリ塩化アルミニウム（水道用塩基性塩

化アルミニウム）」 

硫酸アルミニウム 
硫酸ばんど、ばんど 

硫酸バンド、バンド 
JWWA K155「水道用硫酸アルミニウム（水道用硫酸ばんど）」 

ポリシリカ鉄 PSI JWWA K159｢水道用ポリシリカ鉄」 

濃硫酸 硫酸 JWWA K134｢水道用濃硫酸」 

水酸化ナトリウム 

か性ソーダ、か性 

苛性ソーダ、苛性 

カセイソーダ、カセイ 

JWWA K122「水道用水酸化ナトリウム（水道用液体かせいソ

ーダ）」又はこの薬品を清水又は軟水（スケール障害を抑える

場合）で希釈したもの（水酸化ナトリウム濃度 20～25wt%） 

水酸化カルシウム 消石灰 JWWA K107「水道用水酸化カルシウム（水道用消石灰）」 

炭酸ナトリウム ソーダ灰 JWWA K108「水道用炭酸ナトリウム（水道用ソーダ灰）」 

粉末活性炭 活性炭 JWWA K113「水道用粉末活性炭」 

注①略称・俗称は、特記仕様書その他の設計図書で薬品名称と同義として用いることができる。 
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2.薬品注入設備の各機器、配管弁類などは、薬品の種類ごとにシステムを構成し、逆流その他の不測の事

態が発生した場合であっても、異なる薬品が混合することがないようにする。 

3.薬品注入設備に使用する各機器、配管弁類などの接液部（薬品と接触する部分をいう。以下同じ｡）の材

質は、取扱う薬品に対し十分な耐食性を有するものとする。 

4.薬品注入設備に使用する各機器の構造、性能、配管の構成などは、取扱う薬品の特性（粘性、ガスの発

生、揮発性、ゲル化、凝固など）を考慮し、円滑かつ安定した注入制御に支障のないものとする。 

5.薬品注入設備は、次のものから構成される。 

(1)受入設備 

(2)希釈設備（水酸化ナトリウム及び次亜塩素酸ナトリウム等） 

(3)溶解設備（粉末活性炭用等） 

(4)貯蔵設備 

(5)注入設備 

薬品注入設備ごとの機器構成は下記による。 

ア．硫酸アルミニウム及びポリ塩化アルミニウム注入設備は、貯槽、送液ポンプ（貯槽から定液位槽へ送

液）、定液位槽（中間貯留）により構成する。 

イ．カセイソーダ注入設備は、貯槽（希釈併用）、送液ポンプ（貯槽から定液位槽へ送液）、定液位槽に

より構成する。 

ウ．次亜塩素酸ナトリウム注入設備は、貯槽、送液ポンプ、定液位槽、小出槽により構成する。 

エ．硫酸注入設備は、貯槽、注入ポンプにより構成する。 

 

6.2受入設備 

1.薬品受入口は、薬品の種類ごとに設け、共用はしない。また、薬品受入所等で複数の薬品を取扱う場合

は、受入口を明確に区別できるような受入口の配置、配色、表示などを行う。 

2.薬品（液体のものに限る｡）受入設備の構造は次による。 

(1)受入口下部には、防液堤を設けるものとし、詳細は特記仕様書による。 

(2)受入所には、貯蔵槽の液位が監視できる監視盤等を設置するものとし、詳細は特記仕様書による。 

(3)受入配管には、ストレーナ及び必要に応じ逆流防止装置を設ける。 

(4)受入用ホースの接続は、ホースノズル又はフランジ接合とし、確実に接合できる構造とする。 

(5)受入れにあたり貯蔵槽までポンプによる圧送を必要とする場合は、受入ポンプの仕様は、6.8（薬品（送

液）用ポンプ）を参照する。 

3.薬品（粉体のものに限る｡）受入設備の構造は次による。 

(1)ローリー車による粉体薬品の受入口には、受入ノズルと受入操作盤を設置するものとし、詳細は特記仕

様書による。 

(2)受入用ホースの接続は、ホースノズル又はフランジ接合とし、確実に接合できる構造とする。 

 

6.3希釈設備 

1.希釈設備は、水酸化ナトリウム等の希釈が必要な液体薬品を受け入れるときなどに清水又は軟水（スケ

ール障害を抑える場合）で希釈するための設備で、次のものから構成される。なお、詳細は特記仕様書に

よる。 

(1)希釈槽 

(2)希釈槽撹拌機 

(3)送液ポンプ 

(4)冷却器（希釈熱の冷却用、必要な場合） 

(5)受入槽（必要な場合） 
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2.水酸化ナトリウムを希釈する場合は、希釈熱が発生するため、これを考慮した材料を使用するとともに、

希釈中の温度上昇を管理するため原則として温度計を設置する。なお、詳細は特記仕様書による。 

3.送液ポンプの仕様は、6.8（薬品（送液）用ポンプ）を参照する。 

4.冷却器は、原則としてプレート式とし、接液部の材質は対象薬液に適したものとする。 

 

6.4溶解設備 

1.溶解設備は、紙袋又はフレコンバック、コンテナ、タンクローリなどで搬入された粉体薬品を清水によ

りスラリー状に希釈するための設備で、主に次のものから構成される。なお、詳細は特記仕様書による（(3)

を除く。）。 

(1)溶解槽 

(2)撹枠機 

(3)ホイスト式天井クレーン（1.5.3（ホイスト式天井クレーン）参照） 

2.溶解槽には、清掃が容易にできる広さの点検口を設ける。また、配管が閉塞しやすいため、配管の接続

はフランジ接合とし分解、清掃が可能な構造とする。 

3.撹拌機には、油事故を防止するため、水中に油が滴下しないような防護措置を施す。 

4.構造、構成、接液部の材質などの詳細は、特記仕様書による。 

 

6.5貯蔵設備 

1.貯蔵槽は、鋼製その他の金属、樹脂（FRP を含む｡）、鉄筋コンクリートなどを主たる材料とし、内圧

及び耐震性を十分に考慮した構造及び強度を有するものとする。 

2.貯蔵する薬品が液体の場合は、接液部の材質は、表－Ⅱ.6.2 を標準とし、必要によりライニング等を施

す。なお、詳細は特記仕様書による。 

 

表－Ⅱ.6.2貯蔵槽の接液部材質 

薬品名称 材質 

次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化ビニル樹脂（以下「PVC」という。）、チタン又はポリエチレン樹脂 

ポリ塩化アルミニウム ビニルエステル樹脂FRP、PVC又はポリエチレン樹脂 

硫酸アルミニウム SUS304、FRP、SS400（ライニング） 

ポリシリカ鉄 ビニルエステル樹脂FRP、PVC又はポリエチレン樹脂 

濃硫酸 SS400、PVC又はポリエチレン樹脂（PE）※1 

水酸化ナトリウム ビニルエステル樹脂FRP、SUS304、PVC又はポリエチレン樹脂 

※1 濃硫酸のPVC、ポリエチレン樹脂は、濃度 73～78%以下の場合 

 

3.貯蔵槽をFRP製とする場合は、次の規格による。 

JIS K7012「ガラス強化繊維プラスチック製耐食貯槽」 

4.貯蔵する薬品が液体の場合は、貯蔵槽の周囲には薬品が漏れ出した場合に薬品の拡散を防止するため、

防液堤又はこれに類する施設を設ける。防液堤の内面は耐薬品性の塗料等で塗装を施す。また、薬品の漏

れを検知するための検知装置を設置する。なお、詳細は特記仕様書による。 

5.貯蔵槽には必要に応じて、直読式液位計、液位発信器、液位電極などの計装設備を取付けるものとし、

その形式は表－Ⅱ.6.3 をその主要部に使用する材質は表－Ⅱ.6.4 を参照する。なお、詳細は特記仕様書に

よる。 

6.貯蔵する薬品が粉体の場合は、貯蔵槽（サイロ）にはブリッジ形成防止装置や粉塵防止装置を設置する。

なお、詳細は特記仕様書による。 

7.貯蔵槽には内部点検用のマンホールを設ける。 

8.移送ポンプ等を設ける場合は、6.8（薬品（送液）用ポンプ）を参照する。 
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9.貯蔵槽を屋外に設置する場合は、雷対策を施す。 

表－Ⅱ.6.3貯蔵槽計装設備 

品名 形式 備考 

直読式液位計 
マグネットフロート式 4m以上は 2分割 

フロートテープ式 上部の液位が確認不可能時 

液位発信器 超音波式又は圧力式 温度補償機能内臓（超音波式） 

 

表－Ⅱ.6.4貯蔵槽計装設備の接液部材質 

薬品名称 直読液位計 液位電極 

次亜塩素酸ナトリウム SUS304＋PVCライニング チタン 

ポリ塩化アルミニウム SUS304＋PVCライニング 
チタン、タンタル、白金、 

ハステロイC、SUS316 

硫酸アルミニウム SUS304、SUS304＋PVCライニング、FRP チタン 

ポリシリカ鉄 SUS304＋PVCライニング チタン 

濃硫酸 SUS316、SUS304＋フッ素樹脂ライニング SUS316、カーボン 

水酸化ナトリウム SUS304、SUS304＋PVCライニング SUS304 

 

6.6注入設備 

 

6.6.1共通事項 

1.注入設備は、次に掲げる方式とし、詳細は特記仕様書による。 

(1)計量ポンプ方式（容積ポンプを用いた方式） 

(2)流量調節弁方式 

ア．注入ポンプ、流量調節弁、流量計、圧力調節弁及び圧力計を組み合わせた注入ポンプ方式 

イ．移送ポンプ、薬品注入槽、流量調節弁、流量計などを組み合わせた自然流下方式 

ウ．移送ポンプ、定圧槽、流量調節弁、流量計を組み合わせた定圧槽方式 

2.搬送水を用いる場合は、特記仕様書による。 

3.注入設備は、点検及び補修が容易となるように、鋼製架台等にポンプその他の機材を整然と配置する。 

4.ポンプの形式及び材質は、6.8（薬品（送液）用ポンプ）を参照する。 

5.ポンプの吸込側にはストレーナを設ける。ただし、槽内形の計量ポンプで吸込口にストレーナの機構を

有するものはこの限りではない。 

6.薬液配管には、薬品の性状、配管経路などを考慮し、次の弁類等を取付ける。 

(1)次亜塩素酸ナトリウム等のガスを発生する薬液は、ガスロック現象を生じるおそれのある配管頂部に脱

泡（気液分離）装置を取付ける。また、横走り配管には傾斜を設け、脱泡（気液分離）装置にガスが集ま

るようにする。 

(2)サイホン現象、オーバーフィード現象を生じるおそれのある配管には、背圧弁を取付ける。 

(3)プランジャポンプ、ダイヤフラムポンプなどを用い、脈動、振動を生じるおそれのある場合は、エアチ

ャンバを取付ける。 

(4)設備全体を停止することなくポンプ、流量計、流量調節弁、電動弁などの補修、点検作業を行うために、

系統ごとに区画を区切って薬液のドレン、水への置換が行えるように、手動弁、置換用浄水給水口及びド

レン口を配置する。 

 

6.6.2計量ポンプ方式 

1.この方式には、プランジャ型やダイヤフラム型のようにピストンのストローク長やモータの回転数変更

により注入量を制御するものと、ねじポンプのようにモータの回転数変更のみにより注入量を制御するも 
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のがある。 

2.ポンプの仕様、流量制御範囲は特記仕様書による。 

3.ポンプ吐出側に流量計又は検流器を取付ける場合は、特記仕様書による。なお、電磁流量計を取付ける

場合の仕様及び材質は、6.6.3（流量調節弁方式）4.を参照する。 

 

6.6.3流量調節弁方式 

1.この方式には、代表的なものとして次に掲げる 3つの方式がある。 

(1)注入ポンプ方式 

注入ポンプの吐出薬液を一対の流量計と流量調節弁を用いたフィードバック制御により流量制御するも

のである。1台のポンプの吐出に複数の対を配置することにより、異なる注入先の流量制御を行う場合も

含む。なお、注入量が少ないときに吐出の一部を貯蔵槽へ還流させ、ポンプ吐出部の圧力調整をする圧力

計と圧力調節弁を組み合わせたフィードバック機構を必要により設ける。 

(2)自然流下方式 

ポンプで一度、高い位置に設置した薬品注入槽へ揚液した後に自然流下方式で送液し、その量を一対の

流量計と流量調節弁で制御するものである。 

(3)定圧槽方式 

薬品を定圧槽に移送し、圧縮空気で加圧し、定圧槽の圧力を調整弁の一次圧として利用し、注入量は一

対の流量計と流量調節弁で制御するものである。 

2.流量調節弁の流量制御範囲は特記仕様書による。 

3.弁の仕様は、6.7（薬品用弁類）する。 

4.流量計は、次の仕様を標準とし、材質は表－Ⅱ.6.5 を参照する。なお、流量計測範囲等は特記仕様書に

よる。 

(1)形式  電磁流量計（変換器分離形又は一体形） 

(2)変換方式  正方向単レンジ又は正方向自動切換え 2重レンジ 

5.圧力計は、ダイヤフラム式圧力発信器を標準とし、材質は表－Ⅱ.6.5を参照する。 

 

表－Ⅱ.6.5薬品用の流量計及び圧力計の材質 

品名・部品名 
次亜塩素酸 

ナトリウム 

ポリ塩化 

アルミニウム 

硫酸 

アルミニウム 
ポリシリカ鉄 

水酸化 

ナトリウム 
濃硫酸 

電

磁 

流

量

計 

ライニング 

四フッ化 

エチレン樹脂 

又はセラミック 

四フッ化 

エチレン樹脂 

四フッ化 

エチレン樹脂 

四フッ化 

エチレン樹脂 

四フッ化 

エチレン樹脂 

四フッ化 

エチレン樹脂 

電極 白金又はチタン 白金又はチタン 白金又はチタン 白金又はチタン SUS316L 白金 

アースリング 白金又はチタン チタン チタン チタン SUS316L 白金 

圧

力 

発

信

器 

ダイヤフラム 白金又はチタン タンタル タンタル タンタル SUS316L 
白金 

又はタンタル 

 

6.7薬品用弁類 

1.流量調節弁及び圧力調節弁の仕様は、材質、容量、レンジアビリティーを考慮したもので、次の規格に

よる。 

JIS B2005「工業プロセス用調節弁」 

2.自動弁（全開又は全閉で使用するもの。）の形式は、ダイヤフラム弁（ウエア形）、ボール弁を標準と

し、その駆動方式は空気式又は電動式から選択する。ただし、薬品の種類が活性炭スラリー等、流れの悪

い流体の場合には、全開時に閉塞が少ないダイヤフラム弁（ストレート形）、ボール弁などを検討する。 
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3.薬品用弁類の材質は、薬品の種類に従い、表－Ⅱ.6.6を標準とする。 

 

表－Ⅱ.6.6薬品用弁類の材質 

品名・部品名 
次亜塩素酸 

ナトリウム 

ポリ塩化 

アルミニウム 

硫酸 

アルミニウム 
ポリシリカ鉄 

水酸化 

ナトリウム 
濃硫酸 

調

節

弁 

本体 
SS400＋PVC ラ

イニング 

SS400 ＋ PVC

ライニング 
SCS13又は 14 

SS400 ＋ PVC

ライニング 
SCSl4 

SCS14 ＋四フ

ッ化樹脂 

インナーバ

ルブ又はダ

イヤフラム 

PVC 又は四フッ

化樹脂 
四フッ化樹脂 

四フッ化樹脂

（PTFE） 
四フッ化樹脂 SUS316 四フッ化樹脂 

自

動

弁 

本体 

PVC又はFC200

＋四フッ化樹脂

ライニング 

FC200＋硬質天

然ゴムライニン

グ 

FC200＋硬質天

然ゴムライニン

グ 

FC200＋硬質天

然ゴムライニン

グ 

FC200＋クロロ

プレンゴムライ

ニング 

FC200＋フッ化

樹脂ライニング 

ダイヤフラ

ム 

四フッ化樹脂又

は塩素化ポリエ

チレン 

フッ化樹脂、天

然ゴムクロロプ

レンゴム又はエ

チレンプロピレ

ンゴム 

フッ化樹脂、天

然ゴムクロロプ

レンゴム又はエ

チレンプロピレ

ンゴム 

四フッ化樹脂又

はエチレンプロ

ピレンゴム 

フッ化化樹脂、

天然ゴム、クロ

ロプレンゴム又

はエチレンプロ

ピレンゴム 

四フッ化樹脂 

 

6.8薬品（送液）用ポンプ 

1.ポンプの形式は、用途に従い表－Ⅱ.6.7を標準とする。 

 

表－Ⅱ.6.7薬品用ポンプの形式 

用途 ポンプ種別 備考 

受入ポンプ 
シールレス構造耐薬品性遠心

ポンプ 

キャンドモータポンプ又はマ

グネット式ポンプ 
移送ポンプ 

注入ポンプ 

流量調節弁方式 

計量ポンプ方式 
プランジャポンプ 

ダイヤフラムポンプ 

槽内形立軸無弁式ポンプ 

耐薬品性ギヤポンプ等 

一軸ねじポンプ  

 

2.ポンプの吸込側には、ポンプ（流量調節弁方式の注入ポンプにあっては、ポンプ、流量調節弁及び圧力

調節弁）の運転に支障となる不純物、固形物を取除くためのストレーナを取付ける。ただし、槽内形ポン

プで、ポンプ自体にストレーナの機能を有するものは、この限りではない。 

3.ポンプ及びストレーナ内の薬液のドレン及び水への置換を行えるように、置換用浄水の給水口及びドレ

ン口を取付ける。原則として給水口はストレーナの一次側に、ドレン口はポンプ吐出側に設ける。 

4.プランジャ式ポンプは、運転中の停電等により行程途中で停止した場合であっても、機械的又は電気的

に起動準備完了位置（再起動可能な状態）に自動的に復帰するものとする。 

5.ポンプの主要部材質は、ポンプの形式及び薬品の種類に従い表－Ⅱ.6.8を標準とする。 
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表－Ⅱ.6.8薬品用ポンプの材質 

品名・部品名 
次亜塩素酸 

ナトリウム 

ポリ塩化 

アルミニウム 

硫酸 

アルミニウム 

ポリ 

シリカ鉄 

水酸化 

ナトリウム 
濃硫酸 

遠
心
ポ
ン
プ 

ケーシング チタン又はフッ素樹脂ライニング 

SCS14又はフッ

素樹脂ライニン

グ 

 

羽根車 チタン、チタン合金又はフッ素樹脂ライニング 

SCS14又はフッ

素樹脂ライニン

グ 

 

主軸 
チタン又はセラ

ミック 

ニッケル合金

（NiMo16Cr16

Fe6W4同等品）

又はセラミック 

チタン又はセラミック 
SUS316 又はセ

ラミック 
 

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム 

ポ
ン
プ 

ポンプヘッド PVC SCS14又はSUS316 

ダイヤプラム 

四フッ化樹脂又

は塩素化ポリエ

チレン 

四フッ化樹脂、

天然ゴム、クロ

ロプレンゴム又

はエチレンプロ

ピレンゴム 

四フッ化樹脂又はエチレン

プロピレンゴム 

四フッ化樹脂、

天然ゴム、クロ

ロプレンゴム又

はエチレンプロ

ピレンゴム 

四フッ化樹脂 

一
軸
ね
じ

ポ
ン
プ 

ケーシング 
チタン又はチタン合金 SCS14、SUS316 

ローダ 

ステータ フッ素ゴム フッ素ゴム又はエチレンプロピレンゴム フッ素ゴム 

 

6.付属品 

次のものを標準とする。 

基礎ボルト（アンカーボルト） 

 

 

７ 中間ポンプ設備 

 

7.1一般事項 

1.本機は、沈澱池末端水をオゾン接触槽へ揚水するものである。 

2.ポンプは、遠心ポンプ、軸流ポンプ、又は斜流ポンプのいずれかとし、流量調節が容易に行えるものと

する。 

3.床面積は、維持管理に十分な広さがあること。 

 

7.2中間ポンプ 

1.構造、材質 

2.2（主ポンプ）に準ずる。ただし、可動翼及び翼角操作機構は下記による。 

(1)軸流ポンプ及び斜流ポンプは、水量の増減、揚程の変化等に追従できる形を標準とする。 

(2)翼角操作機構は、機械式とし中空のポンプ軸及び減速機軸内の操作ロッドを介して、減速機出力軸の延

長線上に設けたリミトルクにより操作する構造とする。 

2.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．圧力計、連成計又は真空計  1式 

ウ．弁類（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

エ．各種小配管（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

オ．カップリング（特記仕様書による。）  1式 
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カ．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

キ．ストレーナ（特記仕様書による。）  1式 

ク．可とう管（特記仕様書による。）  1組 

ケ．基礎ボルト  1式 

コ．制御機器及び装置（特記仕様書による。）  1式 

サ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．空気弁（特記仕様書による。）  1式 

イ．流量計（特記仕様書による。）  1式 

ウ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

3.制御機器及び装置 

2.2（主ポンプ）5.に準ずる。 

 

7.3中間ポンプ用弁 

本弁は、中間ポンプの吸込み側又は吐出し側に設けるもので電動弁（ロート弁、バタフライ弁及び仕切

弁）又は油圧式弁（ロート弁）及び手動式弁（特記仕様書による。）とし仕様内容は次のとおりである。 

1.構造、材質、付属品 

1.2.1（ポンプ用弁）による。ただし、 付属品は、2.3（主ポンプ用弁）に準ずる。 

 

7.4逆止弁 

本弁は中間ポンプの吐出し側に設け、停電その他によりポンプが急停止した時のウォーターハンマ及び

逆流防止を図るものである。 

1.構造、材質、付属品 

1.2.2（逆止弁）による。ただし、付属品は、2.4（逆止弁）に準ずる。 

 

7.5排水ポンプ 

本機はポンプ室の排水を行うもので、排水井の水位により、自動運転又は手動運転するものである。 

1.構造、材質、付属品 

2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

7.6天井クレーン 

本機はポンプ室等建物内に設置し、保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

1.製作条件、構造、材質、付属品 

1.5.3（ホイスト式天井クレーン）による。 

 

7.7電動ホイスト 

1.構造、材質、付属品 

2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

7.8排風機（送風機） 

本機は、地下式ポンプ室等の空気の清浄化及び温度上昇の防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3種換

気方法）するものである。 

1.構造、材質、付属品 

1.4（排風機（送風機））による。ただし、 付属品は、2.11（排風機（送風機））に準ずる。 
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８ ろ過池設備 

 

8.1一般事項 

1.本設備は、自然平衡形重力式ろ過池のろ過装置及びろ過再生装置で、流入、流出及び逆流洗浄、水抜き

をサイホン管装置と一部自動弁により行い、低置形逆流洗浄水槽を保有する。 

2.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

8.2ろ過装置 

1.ろ過材 

(1)ろ材の品質は、JWWA A103「水道用濾材」の（水道用ろ過砂試験方法）及び（水道用ろ過砂利試験方

法）の中の選定標準に準拠したもので、鉄分の含有が少ない十分精選されたものとする。 

(2)ろ材は、ごみ、粘土質等の不純物あるいは偏平又脆弱な粒子を多く含まない、硬質、清浄なものとする。 

(3)ろ過室内への充填は、いずれも不陸のないよう順序よく丁寧に敷き均すものとする。 

(4)ろ材の敷き込み後、膨張率 30%を超えない逆流洗浄を繰返し、表層の数 cmに集まる極めて細かく軽い

成分や泥等を削り取り、特記仕様書による設計条件を満たすものとする。 

2.下部集水装置 

本装置は、ろ過材を支持するとともに、ろ過水の集水と逆洗空気及び逆流洗浄水の均等配分等の機能を

併せもつものである。 

(1)構造概要 

ア．本装置は、流体力学的に合理的な形状で損失水頭が小さく、短絡流や停滞が生じないよう、逆洗空気

及び逆流洗浄水の水流分布の均一性が確保できる構造とする。 

イ．本装置は、耐食性、耐久性及び耐圧性を有するもので長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

ウ．本装置の集水、逆洗空気及び洗浄水の通過孔は、精密仕上げを施し、不純物等の付着及び腐食により

閉塞しない構造とする。 

エ．本装置の据付けは、逆洗空気及び洗浄水が均等に分布するよう考慮するとともに、継ぎ目等からの漏

洩のないよう入念に施工し、洗浄水圧に十分耐えるよう堅固に定着させる。 

オ．本装置は、十分な使用実績を有するとともに、安全性、信頼性の高いものとする。 

(2)材質 

有孔ブロック  陶磁気又は合成樹脂 

(3)付属品  特記仕様書による。 

 

8.3サイホン管装置 

本装置は、ろ過池の流入、流出、逆流洗浄及び水抜きをサイホン管方式で行う。 

1.サイホン管 

(1)構造概要 

ア．本機は、流体力学的に合理的な形状で、損失水頭が小さく、頂部は溶存気体の析出圧以下となるよう

設計製作する。 

イ．本機の吸込み部にうずの発生がないよう、壁面距離及び口径等、十分検討し設計製作する。 

ウ．本機は、耐食性及び耐久性を有し、長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

エ．本機には必要に応じて、起動、停止が確認できる検知器及び流量調整ができる機構を備える。 

オ．本機の起動、停止に必要な、吸気弁及び真空破壊弁等の制御用自動弁には、必要に応じてバイパス配

管を設ける。 

(2)材質 

サイホン管  ステンレス鋼 
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(3)付属品 

1組につき下記を付属する。 

(1)レベルスイッチ（特記仕様書による。）  1組 

(2)流量調整機構（特記仕様書による。）  1式 

(3)弁類（吸気元弁、バイパス用、ゲージ用等）  1式 

(4)その他必要品  1式 

2.真空ポンプ 

本機は、ろ過池の流入、流出及び逆流洗浄のサイホン管装置を起動するための抽気呼水用である。 

(1)構造、材質  1.3.6（真空ポンプ）による 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．フレキシブルカップリング（保護カバー付き）  1式 

ウ．真空計  1個 

エ．各種弁（特記仕様書による。）  1式 

オ．補水槽（自動給水装置他）  1式 

カ．サイレンサ（特記仕様書による。）  1式 

キ．基礎ボルト  1式 

ク．その他必要品  1式 

 

8.4洗浄装置 

本装置は、空洗ブロワから送り込まれた空気により有孔ブロック下部から適時、散気するもので空気を

均等配分し、ろ層内の懸濁物排除のためろ層中を、かく乱、ろ材間の衝突を促進し、ろ材表面の付着物を

剥離、洗浄するものである 

1.空気源装置 

本装置は、空気をろ過池に圧送するものである。また、1日に複数回の起動・停止が行えるよう十分な

強度を有するもとする。 

(1) 構造、材質  1.3（空気源設備）に準ずる。 

(2)付属品 

ア．1台につき下記を付属する。 

（ア）Ｖベルト伝動装置（直結を除く。）  1式 

（イ）防振装置（特記仕様書による。）  1式 

（ウ）相フランジ  1式 

（エ）吸込みベルマウス（特記仕様書による。）  1式 

（オ）吸込み金網（特記仕様書による。）  1式 

（カ）ダンパ（特記仕様書による。）  1式 

（キ）サイレンサ（特記仕様書による。）  1式 

（ク）フィルタ（特記仕様書による。）  1式 

（ケ）全体カバー（特記仕様書による。）  1式 

（コ）保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

（サ）基礎ボルト  1式 

イ．全体につき下記を付属する。 

保護用工具（特記仕様書による。）  1式 

2.空洗管 

(1)本管は、流体力学的に合理的な形状で圧力損失が小さく噴出圧縮空気が下部装置全域に均等に分散でき
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る構造とする。 

(2)本管は、耐食性、耐久性及び耐圧性を有するもので長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

(3)本管の噴出空気の通過孔は、配列等十分考慮するとともに精密仕上げを施し、不純物等の付着及び腐食

により閉塞しない構造とする。 

(4)本管は圧縮空気が均等に分布するよう完全な水平を保ち、かつ同一高さに据付けるとともに、継ぎ目等

からの漏洩のないよう入念に施工し、流入水圧等の外圧にも十分耐えるよう堅固に定着させる。 

(5)本管は、十分な使用実績を有するとともに、安全性、信頼性の高いものとする。 

3.空洗弁 

本弁は、電動式バタフライ弁又は仕切弁とし、ろ過池空洗管の主管部に設け、洗浄する池に空気源装置

の圧縮空気を供給するものである。 

(1)構造、材質 

1.2.1（ポンプ用弁）による。ただし、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）又は別置式（二床式）とし、

下部には必要により台脚を設ける。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．据付け架台（二床式の場合）  1式 

イ．弁開度発信器（特記仕様書による。）  1式 

ウ．リミットスイッチ及びトルクスイッチ  1式 

エ．スペースヒータ  1式 

オ．基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

カ．その他必要品  1式 

4.表洗管 

(1)構造概要 

ア．本管には、必要に応じて洗浄中配管内に空気が残留して振動及び異音等が発生しないよう主管上部に

は空気抜き弁等を設ける。 

イ．本管は、耐食性及び耐久性を有し長期使用に十分耐える堅固な構造とする。 

ウ．分岐管は、固定式又は回転式かそれを併用し、噴射ノズルの形状、角度及び据付け高さ等は洗浄水が

均等に分布するよう十分な実績を基に設計製作するもので、洗浄が効果的となる構造とする。 

エ．分岐管は、水流等外圧力及び噴射圧力水の反動力等に十分耐えるよう支持すると共に、分解、組立て

が容易な構造とする。 

(2)材質 

ア．池内配管  ステンレス鋼 

イ．表洗ノズル  ABS樹脂 

ウ．配管支持金物  ステンレス鋼 

(3)付属品 

1池につき下記を付属する。 

ア．伸縮継手（特記仕様書による。）  1式 

イ．空気抜き弁（特記仕様書による。）  1式 

ウ．支持金物  1式 

エ．その他必要品  1式 

5.放風弁 

本弁は、送風機運転時の圧縮空気を一部逃がすことにより、空洗開始時による送気圧力の急激な上昇を

緩和し、空洗管へ均一に供給するため設けるものである。 

(1)構造、材質  8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

(2)付属品 
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1台につき下記を付属する。 

サイレンサ  1式 

6.補給水弁 

逆洗水貯槽に揚水ポンプの補給水を供給するものである。 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

7.逆洗水貯槽 

(1)構造、材質  別途、築造工事により施工する。 

(2)付属品 

1槽につき下記を付属する。 

ア．水位制御装置（特記仕様書による。）  1式 

イ．流量計（特記仕様書による。）  1式 

ウ．警報装置（特記仕様書による。）  1式 

エ．その他必要品  1式 

 

8.5排水装置 

1.排水トラフ 

本トラフは、洗浄した濁水を越流させ、ろ過池から排出するものである。 

(1)構造概要 

ア．本トラフは、流体力学的に合理的な形状で、表面は平滑かつ精密に仕上げ、損失水頭が小さいものと

する。 

イ．本トラフは、耐食性及び耐久性を有するもので、長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

ウ．本トラフ及びトラフ支持物は、池が空でトラフが満水の時、トラフが空で池の水がトラフ上縁まであ

る時及び表面洗浄管を支持する時等の内外荷重条件に対して十分な強度とする。 

エ．本トラフの上縁は、完全な水平を保ち、かつ同一高さに据付け、洗浄排水を越流部全面から均等に排

除できること。 

(2)材質、付属品  特記仕様書による。 

2.排水弁 

本弁は、排水トラフから流出した濁水を排水渠から排出するものである。 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

 

8.6空気源装置 

本装置は、ろ過池制御用空気弁等に必要な除湿した圧縮空気を、供給するものである。 

1.空気圧縮機 

(1)構造、材質  1.3.2（空気圧縮機）に準ずる。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．圧力スイッチ  1組 

エ．圧力調整弁（アンローダ弁）  1組 

オ．安全装置（特記仕様書による。）  1式 

カ．Vプーリ、Vベルト  1組 

キ．ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

ク．弁類  1式 

ケ．油水分離器（特記仕様書による。）  1式 
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コ．防音カバー（特記仕様書による。）  1式 

サ．保護カバー（特記仕様書による。）  1式   

シ．基礎ボルト  1式  

ス．アフタークーラ（特記仕様書による。）  1式   

セ．その他必要品  1式 

2.除湿器 

本器は、空気圧縮機からの加圧空気を連続除湿し乾燥空気を得るものである。 

(1)構造、材質  1.3.4（除湿装置）に準ずる。 

(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．冷凍式 

（ア）圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

（イ）ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

（ウ）基礎ボルト  1式 

（エ）その他必要品  1式 

イ．吸着式 

（ア）圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

（イ）各種フィルタ  1式 

（ウ）再生用加熱器（加熱方式の場合）  1式 

（エ）再生用ブロワ（加熱方式の場合）  1式 

（オ）自動切換え制御盤（特記仕様書による。）  1式 

（カ）電磁制御弁等（特記仕様書による。）  1式 

（キ）基礎ボルト  1式 

（ク）その他必要品  1式 

3.空気槽 

本槽は、除湿された空気を一時的に蓄え、急激な圧力変化に即応させるものである。 

(1)構造、材質  1.3.3（空気槽）に準ずる。 

(2)付属品 

1槽につき下記を付属する。 

ア．圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．圧力スイッチ  1個 

エ．ドレン弁（特記仕様書による。）  1式 

オ．減圧弁（特記仕様書による。）  1式 

カ．基礎ボルト  1式 

キ．その他必要品  1式 

 

8.7その他付属装置 

本装置は、ろ過池機能の発揮、監視並びに保守管理するための付属機器である。 

1.流入堰 

流入サイホンから流入する沈澱池処理水又は高度処理水を、各池に均等配分するため設けるものである。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

2.流出堰 

計画処理水量時の水位保持のため、工事対象処理水量時に水位を調節するものである。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 
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3.ろ層監視窓 

ろ過池のろ層状況を監視するため、監視廊内に設ける窓である。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

4.特殊人孔 

下部集水室の点検のための出入り口である。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

5.通風筒 

逆洗水貯槽の水位の変動による空間部空気の出入り口である。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

6.短管類 

(1)流入管 

流入堰を越流した処理水をろ過池に導水するものである。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

(2)オーバーフロー管 

逆洗水貯槽の水位上昇による危険防止のための越流管である。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

(3)弁類（手動式弁） 

ろ過池の逆張り用並びにろ過池、逆洗水貯槽、流入渠及び流出渠（ろ過水）等の排水用である。 

構造、材質、付属品は、特記仕様書による。 

 

8.8洗浄ポンプ 

表面洗浄に必要な処理圧力水の供給源である。 

1.構造、材質 

7.2（中間ポンプ）に準ずる。 

2.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．圧力計、連成計又は真空計  1式 

ウ．弁類（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

エ．各種小配管（ゲージ用、ドレン用等含む。）  1式 

オ．接点付軸受温度計  1式 

カ．軸継手（特記仕様書による。）  1式 

キ．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

ク．基礎ボルト  1式 

ケ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．空気弁（特記仕様書による。）  1式 

イ．可とう管（特記仕様書による。）  1組 

ウ．流量計（特記仕様書による。）  1式 

エ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

 

8.9揚水ポンプ 

本機は、浄水池からろ過池に近接する低置形逆洗水貯槽に揚水、一時貯留し逆流洗浄水を供給するもの

である。 

構造、材質、付属品は、8.8（洗浄ポンプ）に準ずる。 
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8.10放水ポンプ 

本機は、放水行程で排出された放水の回収及び排水用である。 

構造、材質、付属品は、8.8（洗浄ポンプ）に準ずる。 

 

8.11各種ポンプ用弁 

本弁は、各種ポンプの吸込み側及び吐出し側に設けるもので、電動弁（バタフライ弁、仕切弁又は偏心

構造弁）、手動式弁（特記仕様書による。）及び逆止弁とし仕様内容は次のとおりである。 

1.電動弁 

構造、材質、付属品は、1.2.1（ポンプ用弁）による。 

2.逆止弁 

本弁は、ポンプの吐出し側に取付け、停電その他によりポンプが急停止した場合、逆流防止を図るもの

である。 

構造、材質、付属品は、1.2.2（逆止弁）による。 

 

8.12排水ポンプ 

本機は、ポンプ室及び管廊等の排水を行うもので、排水井の水位により、自動運転又は手動運転するも

のである。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

8.13電動ホイスト 

本機は、ポンプの保守管理及び機器の搬出入等に使用する。 

構造、材質、付属品は、2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

8.14排風機（送風機） 

本機は、地下式ポンプ室等の空気の清浄化及び温度上昇の防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3種換

気方法）するものである。 

構造、材質は、1.4（排風機（送風機））による。ただし、付属品は 2.11（排風機（送風機））に準ず

る。 

 

 

９ 膜ろ過設備 

 

9.1一般事項 

1.この節で規定する膜ろ過設備は、圧力差によって膜に水を通し、懸濁物質やコロイドを物理的に分離す

るプロセスの浄水処理用膜ろ過設備について規定する。 

2.精密ろ過膜、限外ろ過膜は、除濁、除菌を目的として使用される。ナノろ過膜は消毒副生成物、農薬、

臭気物質、その他塩類等の除去を目的に使用する。 

3.膜の種類 

(1)精密ろ過膜（MF膜：micro-filtration） 

精密ろ過膜は 0.01～10µm 程度の孔径を有する。浄水処理に使用される膜は、一般的に 0.01～2µm 程

度であり、この孔径よりも大きいコロイド、懸濁粒子、菌体の除去に用いられる。クリプトスポリジウム

の除去に目的を特化させる場合、2µm 程度の大孔径膜が使用される場合がある。 

(2)限外ろ過膜（UF膜：ultra-filtration） 
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ふるい分けの原理に基づき限外ろ過膜を用いて、分子の大きさで分離を行う。水道用の限外ろ過膜は細

孔径では 0.01以下と定義され、分画分子量で膜の性能を表している。浄水処理に用いられる膜の分離対象

は分子量 1,000～200,000 程度の高分子量、コロイド、蛋白などであり、これより小さい分子量の物質や

イオンなどは分離できない。 

(3)ナノろ過膜（NF膜：nano-filtration） 

限外ろ過膜と逆浸透膜の中間に位置する浸透膜を用いるものである。分離対象は、分子量が最大数百程

度までの低分子物質である。 

 

9.2水道用膜モジュール規格  

1.AMST-001「水道用精密ろ過膜モジュール及び限外ろ過膜モジュール規格」 

2.AMST-002「水道用逆浸透膜モジュール及びナノろ過膜モジュール規格」 

3.AMST-003「水道用海水淡水化逆浸透膜モジュール規格」 

4.AMST-004「水道用大孔径ろ過膜モジュール規格」 

 

9.3設備構成 

1.前処理設備 

2.膜ろ過設備 

3.後処理・消毒設備 

4.排水処理設備 

 

9.4前処理設備 

原水に含まれる爽雑物をスクリーンやストレーナ等により除去する。ろ過性能を向上するため、原水に

凝集剤を自動注入し、濁質及び有機物等をマイクロフロック化する。また、殺藻や膜への有機物の付着防

止、鉄・マンガン等の酸化設備を設置する。 

 

9.5膜ろ過設備 

前処理した原水を、膜を使用してろ過する装置であり、加圧ポンプ、膜モジュール、洗浄装置などから

構成される。膜及び膜モジュールの強度は、ろ過圧力、負圧、エアレーションによる洗浄時の繰り返し応

力などの機械的変化、長期使用による熱変形や薬品洗浄による化学変化に十分対応できるものとする。 ま

た、膜及び膜モジュールはウォーターハンマによる衝撃を極力受けないものとする。 

 

9.6後処理・消毒設備 

膜モジュールでろ過された処理水の消毒、pH調整などを行うほか、カビ臭、マンガン等を除去する。 

 

9.7排水処理設備 

膜洗浄水等を処理する設備であり、濁質等を濃縮・脱水処理する。また、薬品洗浄する場合は、適法な

処理を行う。 

 

9.8機器仕様 

1.水道用膜モジュール仕様は、特記仕様書による。 

2.洗浄方式は、特記仕様書による。 

3.前処理設備は、特記仕様書による。 

4.後処理・消毒設備は、特記仕様書による。 

5.排水処理設備は、特記仕様書による。 
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１０ 濃縮槽設備 

 

10.1一般事項 

1.濃縮槽は、スラッジの濃縮及び掻き寄せが効果的に行え、また、スラッジの引抜きが円滑に行える構造、

形状とする。 

2.濃縮槽は、スラッジ引抜き管、給泥設備、上澄水取出し装置、上澄水管及びスラッジ掻寄機などを有し､

必要に応じて上澄水返送ポンプ及びスラッジ引抜きポンプなどを設けるものとする｡なお、詳細については

設計図書による。 

 

10.2スラッジ掻寄機 

本機は、沈澱池から送液されたスラッジの沈降分離及び濃縮を阻害しないで、掻き寄せ板を緩速回転さ

せ、濃縮スラッジをかき寄せるものである。 

1.構造概要 

(1)スラッジ掻寄機は、沈降分離したスラッジの濃度等を考慮し、円滑な排泥機能を有するものとする。 

(2)スラッジ掻寄機の周端速度は、原則として 0.6m/min以下とする。なお、詳細は特記仕様書による。 

(3)濃厚なスラッジが沈積した場合や停電後の再起動時等には、過大な負荷による破損を招くおそれがある

ため、安全装置（過負荷保護装置、レーキ引上げ装置など）を設置する。 

(4)本機の駆動は、トラス中央部に設けた駆動装置により運転されるもので、駆動部は、可変速装置、サイ

クロ減速機、ウォームギヤ等で構成され、最終出力軸のトルク計算書を提出する。 

(5)起動時及び掻き寄せ時の負荷に対して安全なものとし、運転中に振動、発熱、異常騒音等がなく、連続

運転に十分耐えるものとする。 

(6)腐食及び摩耗に対し、十分な肉厚とする。 

(7)駆動装置には、始動時と稼動中の過負荷に対し、機械的又は電気的安全装置が働くと同時に警報を発し、

自動停止すること。安全装置は、微調整が簡単、確実に行える構造とする。 

(8)本機のアームは 2枚羽根を標準とし、アーム上にピケットを設け、スクレーパエッジは位置の調整が可

能なゴム板を取付ける。 

(9)主軸の周囲には、整流筒を設け乱流を防ぎ、整流効果の大きいものとし、トラスから吊り下げ、脱着可

能な構造とする。 

(10)駆動部の周囲及び両側は歩廊とし（縞鋼板等）、手摺を設ける。 

(11)駆動装置の露出回転部分は、安全カバーで保護し、保守点検を行いやすいよう取外しが容易な構造と

する。 

(12)機器の油脂類が濃縮槽に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)トラス  一般構造用圧延鋼材又はステンレス鋼 

(2)レーキアーム  一般構造用圧延鋼材又はステンレス鋼 

(3)ピケット  配管用炭素鋼鋼管又はステンレス鋼鋼管 

(4)スクレーパ  一般構造用圧延鋼材とゴム板、又はステンレス鋼とゴム板 

(5)整流筒  ステンレス鋼 

(6)ボルト類  ステンレス鋼 

(7)桟橋（歩廊）  一般構造用圧延鋼材 

(8)手摺  配管用炭素鋼鋼管 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)インバータ（特記仕様書による。）  1個 
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(2)ピケット  1式 

(3)トルクスイッチ  1式 

(4)手摺  1式 

(5)特殊分解工具  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

10.3上澄水ゲート 

本機は濃縮槽の上澄水を、ゲート操作により排出するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、電動機により開閉を行うもので、開閉機構とゲート本体は直結式（一床式）又は別置式（二床

式）で、水圧は正圧又は必要により逆圧でも使用する。 

(2)本機は、三方水密構造とし、中間位置でも水密保持し、各摺動部は不銹材を使用する。 

(3)本機は、開閉用歯車減速機、駆動用電動機及び手動開閉機構を備える構造とする。 

(4)本機は、操作スイッチにより、ゲートの開閉及び中間開度での停止が簡単、確実にできること。 

(5)開閉機構は、振動、弛緩その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

(6)減速機は、平歯車とウォーム歯車を使用し、歯車伝導部及びその軸受は、すべて密封箱に収める。 

(7)本機は、手動でも開閉できる構造とし、自動操作のときは手動ハンドルは回転せず、手動操作のときは

自動操作ができないインターロック機構を備える。手動ハンドルは、左回り開とする（下がる）。 

(8)自動操作で全開、全閉のとき又は開閉いずれの動作中でも、一定以上のトルクが働いたときは、各リミ

ットスイッチ又は機械的安全装置により自動停止する。 

(9)ゲートには、開度指示計を設けると共に、発信器を内蔵し現場及び操作台等に、それぞれ指示できるこ

と。 

(10)ゲートは、外ネジ式を標準とする。 

2.材質 

(1)本体、弁体  鋳鉄品 

(2)弁棒  ステンレス鋼 

(3)弁座  黄銅、ステンレス鋼又は青銅鋳物 

(4)据付け架台  一般構造用圧延鋼材 

(5)基礎ボルト  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)据付け架台（二床式の場合）  1式 

(2)弁開度発信器  1式 

(3)トルクスイッチ  1式 

(4)スペースヒータ  1式 

(5)特殊分解工具  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

10.4スラッジポンプ 

本機は、スラッジを濃縮槽から脱水設備、二次濃縮槽又は天日乾燥池へ送泥するもので給泥設備を構成

する。 

1.一般事項 

(1)給泥設備は、濃縮槽等から脱水機設備に濃縮されたスラッジを供給する設備である。 
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(2)給泥設備は、ポンプ、弁類及び配管類から構成される。 

(3)ポンプは、スラッジの性状変化に対して安定した性能を有し、スラッジの閉塞がないとともに、電動機

の過負荷が生じない構造とする。なお、詳細は特記仕様書による。 

(4)弁類は、スラッジの閉塞がないよう考慮した構造とし、詳細は特記仕様書による。 

2.構造概要 

(1)本機は、無閉塞形ポンプとする。 

(2)ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力小

さいものとする。 

(3)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で、十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

(4)主軸は、トルク及び危険速度に対して、十分な強度とする。 

(5)軸封水装置は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とする。 

3.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はクロム鋳鉄 

(2)羽根車  クロム鋳鉄又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)共通床盤  鋳鉄品 

(5)スリーブ  ステンレス鋼 

4.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)圧力計又は連成計（隔膜式）  1個 

(3)弁類（ドレン、空気抜き弁等）  1式 

(4)小配管（グランド封水等のドレン管含む。）  1式 

(5)カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

10.5スラッジポンプ用弁 

本弁は、スラッジポンプの吸込み側又は吐出し側に設けるもので、電動弁又は空気式弁（仕切弁、ボー

ル弁、バタフライ弁又は偏心構造弁等）、手動式弁（特記仕様書による。）、特殊制水弁及び逆止弁とし、

仕様内容は次のとおりである。 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

10.6上澄水ポンプ 

本機は、越流水の排水を行うもので、越流井の水位により自動運転又は手動運転するものである。 

1.構造、材質 

2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)フレキシブルカップリング（横軸ポンプ又は立軸ポンプ）  1組 

(2)圧力計又は連成計、真空計（横軸ポンプ又は立軸ポンプ）  1式 

(3)弁類（特記仕様書による。）  1式 

(4)ポンプ吊上げチェーン（特記仕様書による。）  1式 

(5)ガイドサポート（特記仕様書による。）  1式 

(6)脱着式ベンド（特記仕様書による。）  1組 
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(7)キャブタイヤケーブル  1式 

(8)液位制御装置（特記仕様書による。）  1式 

(9)警報装置（特記仕様書による。）  1式 

(10)保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

(11)ストレーナ（特記仕様書による。）  1式 

(12)基礎ボルト  1式 

(13)その他必要品  1式 

 

 

１１ 排水池設備 

 

11.1一般事項 

1.本設備は、活性炭吸着槽、ろ過池の各洗浄排水、濃縮槽上澄水及びその他雑用水を受け入れる設備であ

り、間欠的で量的、質的に一定でない洗浄排水又は上澄水を一時的に貯留し、質的、量的に時間的変化を

調整、平均化し、後続施設へスラッジを送ることができる構造、形状とする。 

2.本設備は、返送管及びスラッジ引抜き管などを有し、必要に応じて、撹枠装置、返送ポンプ及びスラッ

ジ引抜きポンプなどを設けるものとする。 

3.本設備は、回収ポンプ、ポンプ用弁、撹拌機及び付属機器からなり、機能を十分発揮し、かつ安全性の

高いものとする。 

4.機器の数量、性能、操作方法及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

11.2回収ポンプ 

本機は、活性炭吸着槽、ろ過池の各洗浄排水、濃縮槽上澄水及びその他雑用水を排水池から原水着水井

（接合井）へ回収するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、ポンプ性能が十分発揮できるよう、スラッジ濃度の変動等、使用条件を考慮し設計製作する。 

(2)ポンプは、立軸ポンプ、横軸ポンプ、又は水中ポンプとし、分解、組立てが簡単な構造とする。軸封水

部及び軸受は、自己注水潤滑法又は外部注水潤滑法か、それを併用する。 

(3)ポンプケーシング及び羽根車は、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の摩

擦損失が極力小さいものとする。 

(4)ポンプの回転体は、完全な平衡をとると共に、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(5)ライナリングは、戻り水による損失が最小となるよう十分考慮し、設計製作する。 

(6)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(7)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構

造とする。 

(8)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(9)軸封部は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とし、グランドパッキンの場合は炭化繊維のパ

ッキンを、メカニカルシール方式の場合はポンプの仕様及び密封水の性質等、十分検討のうえ用いる。 

(10)圧力計、連成計等ゲージ類は、スタンドを設け並べて取付け、必要に応じ脈動防止の緩衝装置等を備

える。 

(11)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(12)機器の油脂類が排水池等に滴下しないよう十分考慮した構造とする。 

(13)本機には保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設けること。
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なお、鋼製床板及び階段の設計、製作は設計図書による。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はクロム鋳鉄 

(2)羽根車  青銅鋳物、クロム鋳鉄、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)中間軸受  （固定側）セラミックス （回転子側）超硬スリーブ 

(5)スリーブ  ステンレス鋼 

(6)共通床盤  鋳鉄品又は鋼板 

3.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．圧力計又は連成計（隔膜式）  1個 

ウ．計器用ボール弁  1組 

エ．弁類（ドレン弁等）  1式 

オ．小配管（グランド封水等のドレン管含む。）  1式 

カ．接点付軸受温度計（特記仕様書による。）  1式 

キ．カップリング（特記仕様書による。）  1式 

ク．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

ケ．基礎ボルト  1式 

コ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．空気弁（特記仕様書による。）  1式 

イ．可とう管（特記仕様書による。）  1組 

ウ．流量計（特記仕様書による。）  1式 

エ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

 

11.3回収ポンプ用弁 

本弁は、回収ポンプの吸込み側及び吐出し側に設けるもので、電動弁又は空気式弁（仕切弁、ボール弁、

バタフライ弁又は偏心構造弁等）、手動式弁（特記仕様書による。）、特殊制水弁及び逆止弁とし仕様内

容は次のとおりである。 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

11.4撹拌機 

沈降分離を行わない場合に、スラッジの沈澱を生じさせないために攪拌機を設置する。 

1.構造概要 

(1)駆動装置は、電動機と減速装置の組合せにより駆動するものとする。 

(2)撹拌機の回転体は完全な平衡をとると共に、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(3)攪拌機アームは、攪拌効果が最も高い位置に取付けられる構造とし、回転数、撹拌効果、振動等を検討

の上製作する。 

(4)形式、主要部材質、翼車形状、駆動装置（電動機、減速機)、周速度などの詳細は、特記仕様書による。 

(5)過負荷保護装置として、機械的保護装置若しくは電気的保護装置を設ける。 

(6)鋼製架台を設置する場合は､静荷重及び動荷重に対し十分な強度、構造であることを確認する。なお、

鋼製架台に点検歩廊を併設する場合は、滑り止め及び腐食対策（塗装等）を施す。また、点検、補修など

に必要なスペースを確保するとともに手摺を設置する。 

(7)撹拌軸及び接水部は、耐薬品性とする。 
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(8)撹拌軸は、ねじれや、ひずみが生じない十分な強さ及び剛性とする。 

(9)水中軸受にオイルレスメタル（合成樹脂製）を使用するときは、十分な圧力を有する潤滑水で封水する

と共に撹拌軸にはスリーブを挿入し、撹拌軸が直接摩耗しない構造とする。 

(10)振動防止のため、必要に応じ池底に水中軸受けを設ける場合は、軸封水装置を備える。 

(11)水中軸受の修理に際し、部品の交換が容易に行えるよう軸受ケーシングを二つ割り形にする。 

(12)機器の油脂類が排水池等に滴下しないよう十分考慮した構造とする。 

(13)施工は、4.7（施工）2.を参照する。 

2.材質 

(1)撹拌軸  ステンレス鋼 

(2)撹拌翼  ステンレス鋼 

(3)軸受箱  鋳鉄品 

(4)軸受  合成樹脂 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)水中軸受シール（特記仕様書による。）  1式 

(2)基礎ボルト  1式 

(3)その他必要品  1式 

 

 

１２ 浮上分離設備 

 

12.1一般事項 

1.本設備は、原水着水井へ返送されるろ過池洗浄水、濃縮槽上澄水及びその他雑用水の水質改善を行うも

のである。 

2.機器の数量、性能、操作方法及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

12.2スカム掻寄機 

本機は、浮上分離槽に発生したスカムを効果的に排除するものである。 

1.構造概要 

(1)本機の駆動装置は、電動機、無段変速装置及び減速機の組合せによる。 

(2)起動時及び掻き寄せ時の負荷に対して安全なものとし、運転中に振動、発熱、異常騒音等がなく、連続

運転に十分耐えるものとする。 

(3)腐食及び摩耗に対し、使用条件を考慮し設計製作する。 

(4)駆動装置には、始動時稼働中の過負荷に対し、機械的又は電気的安全装置が働くと同時に警報を発し、

自動停止する。なお、安全装置は、微調整が簡単、確実に行える構造とする。 

(5)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(6)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構

造とする。 

(7)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(8)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(9)機器の油脂類が浮上分離槽に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 
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(2)チェーン  ステンレス鋼 

(3)スプロケット  鋳鉄又は鋳鋼品 

(4)ガイドレール  ステンレス鋼 

(5)掻寄板  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)軸封装置  1組 

(2)チェーンカップリング  1組 

(3)水中軸受  4組 

(4)ギヤカップリング  1組 

(5)据付け架台  1組 

(6)その他必要品  1式 

 

12.3スカム掻取機 

本機は、スカム掻寄機により掻き寄せたスカムを効果的に取除くものである。 

1.構造概要 

(1)本機の駆動装置は、電動機、無段変速装置及び減速機の組合せによる。 

(2)起動時及び掻き寄せ時の負荷に対して安全なものとし、運転中に振動、発熱、異常騒音等がなく、連続

運転に十分耐えるものとする。 

(3)腐食及び摩耗に対し、使用条件を考慮し設計製作する。 

(4)駆動装置には、始動時稼働中の過負荷に対し、機械的又は電気的安全装置が働くと同時に警報を発し、

自動停止する。なお、安全装置は、微調整が簡単、確実に行える構造とこと。 

(5)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(6)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構造

とする。 

(7)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(8)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(9)機器の油脂類が浮上分離槽等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(2)ドラム  ステンレス鋼  

(3)ドラムカバー  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)チェーンカップリング  1組 

(2)プランマブロック  2組 

(3)ドラムカバー  1組 

(4)据付け架台  1組 

(5)その他必要品  1式 

 

12.4整流板 

本整流板は、浮上分離槽内に取付け浮上効率の向上を目的とする。 

1.構造概要 
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(1)本整流板は、流体力学に合理的な形状で、表面は、平滑かつ精密に仕上げること。 

(2)本整流板は、十分な使用実績を有するとともに、安全性、信頼性の高いものとする。 

(3)本整流板は、堅牢な構造とし、耐食性及び耐久性に優れた材質を使用する。 

(4)本整流板は、清掃及び点検修理等が容易な構造とする。 

(5)本整流板の支持機構は耐食性を有し、脱着が容易な構造とする。 

2.材質 

整流板  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

その他必要品  1式 

 

12.5スカム槽撹拌機 

本機は、スカム槽に設置されたスカムに付着した気泡を取除くものである。 

1.構造概要 

(1)駆動装置は、電動機及び減速機の組合せによるもので、騒音、振動等が少なく、長期の連続運転に十分

耐えるものとする。 

(2)撹拌軸及び翼の接水部は、耐薬品性を有する。 

(3)撹拌軸は、ねじれや、ひずみが生じないよう、十分な強さ及び剛性とする。 

(4)撹拌機の回転体は完全な平衡をとると共に、振動や騒音の発生が、最小となるよう精密に製作すること。 

(5)水中軸受に、オイルレスメタル（合成樹脂製）を使用するときは、十分な圧力を有する潤滑水で封水す

ると共に、撹拌軸にはスリーブを挿入し撹拌軸が直接摩耗しない構造とする。 

(6)水中軸受の修理に際し、部品の交換が容易に行えるよう、軸受ケーシングを二つ割り形とする。 

(7)機器の油脂類が、スカム槽、浮上分離槽等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)撹拌軸  機械構造用炭素鋼管、機械構造炭素鋼又はステンレス鋼 

(2)撹拌翼  ステンレス鋼鋳鋼品 

(3)取付け架台  ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)取付け架台  1式 

(2)基礎ボルト  1式 

(3)その他必要品  1式 

 

12.6 処理水移送ポンプ 

本機は、処理水槽より既設の着水返送管を経て着水井へ圧送するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、水中ポンプ、立軸ポンプ、又は横軸ポンプとする。 

(2)ポンプケーシング及び羽根車は、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の摩

擦損失が極力小さいものとする。 

(3)ポンプの回転体は、完全な平衡をとるとともに、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(4)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で、十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

(5)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(6)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構

造とする。 
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(7)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(8)軸封部は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とし、グランドパッキンの場合は炭化繊維のパ

ッキンを、メカニカルシール方式の場合はポンプの仕様及び密封水の性質等、十分検討の上用いる。 

(9)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(10)構築物等への防振対策が必要な場合の共通床盤の構造は、特記仕様書又は設計図書による。 

(11)本機には、保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設けるこ

と。なお、鋼製床板及び階段の設計、製作は設計図書による。 

(12)機器の油脂類が、スカム槽、浮上分離槽等に滴下しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(2)羽根車  鋳鉄品、青銅鋳物又はステンレス鋼鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)圧力計、真空計又は連成計  各 1個 

(2)その他必要品  1式 

 

12.7循環加圧ポンプ 

本機は、加圧タンクへ加圧水を送り、空気の溶解を促進させるものである。 

構造、材質、付属品は、12.6（処理水移送ポンプ）に準ずる。 

 

12.8各種ポンプ用弁 

本弁は、各種ポンプの吸込み側及び吐出し側に設けるもので、電動弁又は空気式弁（仕切弁、ボール弁、

バタフライ弁又は偏心構造弁等）、手動式弁（特記仕様書による。）、特殊制水弁及び逆止弁とし、仕様

内容は次のとおりである。 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

12.9移送ポンプ 

本機は、浮上分離槽ホッパ並びにスカム槽のスラッジ及びスカムを効果的に濃縮槽へ圧送するものであ

る。 

1.構造概要 

(1)本機は、ポンプ性能が十分発揮できるよう、スラッジ濃度の変動等、使用条件を考慮し設計製作する。 

(2)本機は、電動機直結、遠心ポンプ、ねじポンプを標準とする。 

(3)ポンプケーシング及び羽根車は、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の摩

擦損失が極力小さいものとする。 

(4)ポンプの回転体は、完全な平衡をとるとともに、振動や騒音の発生が最小となるよう精密に製作する。 

(5)羽根車は、流体力学的に合理的な形状で、十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

(6)主軸はトルク及び危険速度に対し、十分な強度を有するもので、軸の接水部及び摺動部は、容易に取替

えができる軸スリーブを用い、軸を保護する。 

(7)軸受は、すべり軸受又はころがり軸受を使用するもので、十分な強度を有し、分解、組立てが容易な構

造とする。 

(8)すべり軸受の潤滑法は、負荷条件及び回転数を十分検討するとともに、自己潤滑法、強制潤滑法又はこ

れを併用し、必要に応じ冷却できる構造とする。 

(9)軸封部は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とし、グランドパッキンの場合は炭化繊維のパ
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ッキンを、メカニカルシール方式の場合はポンプの仕様及び密封水の性質等、十分検討の上用いる。 

(10)軸継手等の露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを設ける。 

(11)構築物等への防振対策が必要な場合の共通床盤の構造は、特記仕様書又は設計図書による。 

(12)本機には、保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設けるこ

と。なお、鋼製床板及び階段の設計、製作は設計図書による。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄又はクロム鋳鉄品   

(2)羽根車  青銅鋳物又はクロム鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)スリーブ  ステンレス鋼        

(5)共通床盤  鋳鉄品又は鋼板 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)フレキシブルカップリング（保護カバー 付き）  1式 

(3)圧力計、真空計又は連成計  各 1個 

(4)各種小配管（ゲージ用、ドレン用等）  1式 

(5)弁類（仕切弁、逆止弁等）  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

12.10加圧タンク 

本槽は、循環加圧ポンプより圧送された処理水と圧縮空気との気液接触を向上させるものである。 

1.構造概要 

(1)本槽は、十分な強度を有し、これに満たした溶液の重量を支え、応力にも安全であり、各種の外荷重に

も耐える構造とする。 

(2)本槽は、安全性、耐食性に優れた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

(3)本槽は、保守点検が容易に行える構造とする。 

(4)本槽は、立形又は横形定置式とする。 

(5)本槽には、流出入口、ドレン、マンホール及び付属品等の取付け口を備える。 

2.材質 

本体  ステンレス鋼又は一般構造用圧延鋼材（内面ライニング） 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)圧力計  1式 

(2)弁類  1式 

(3)液面計  1式 

(4)液面電極取付け座  1式 

(5)基礎ボルト  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

12.11空気圧縮機 

本機は、加圧タンクに圧縮空気を送り空気の溶解を促進させるものである。 

1.構造、材質 

1.3.2（空気圧縮機）に準ずる。 
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2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

(2)安全弁  1個 

(3)圧力スイッチ  1個 

(4)圧力調整弁（アンローダ弁）  1組 

(5)安全装置  1式 

(6)Vプーリ、Vベルト  1組 

(7)オートドレン弁  1式 

(8)弁類  1式 

(9)防音カバー  1式 

(10)保護カバー  1式 

(11)基礎ボルト  1式 

(12)その他必要品  1式 

 

 

１３ 脱水設備 

 

13.1一般事項 

1.本設備は、スラッジを無薬注により脱水し、含水率の低い板状ケーキとするものである。 

2.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

13.2濃縮装置 

本装置は、一次濃縮槽から送液されたスラッジを二次濃縮するもので、スラッジ掻寄機、スラッジポン

プ及び付属機器からなるものとする。 

1.スラッジ掻寄機 

本機は、一次濃縮槽から送液されたスラッジの沈降分離及び濃縮を阻害しないで、掻き寄せ板を緩速回

転させ、二次濃縮したスラッジを、スラッジポンプに送り込むものである。 

構造、材質、付属品は、10.2（スラッジ掻寄機）に準ずる。 

2.スラッジ引抜ポンプ 

本機は二次濃縮スラッジを、脱水設備（貯槽）又は天日乾燥池へ送泥するものである。 

構造、材質、付属品は、10.4（スラッジポンプ）に準ずる。 

3.スラッジポンプ用弁 

本弁は、スラッジポンプの吸込み側又は吐出し側に設けるもので、電動弁又は空気式弁（仕切弁、ボー

ル弁、バタフライ弁又は偏心構造弁等）、特殊制水弁及び逆止弁とし、仕様内容は次のとおりである。 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

13.3脱水機 

1.本機は、圧入ポンプ又は圧入槽から供給される濃縮スラッジを効率良く脱水するものである。 

2.加圧脱水機設備は、無薬注による横型の機械脱水方式を標準とする。なお、薬注による脱水方式につい

ては、特記仕様書による。 

3.形式 

無薬注式横型加圧脱水機（圧搾機構付ろ布走行式等） 

4.構造概要 

(1)本機は、スラッジの性状、濃度及び量や温度、濁度、季節変化等、十分考慮する。 
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(2)本機は、複数のろ板、ろ枠及びろ布等で構成するもので、安定した脱水処理が行え、保守管理が容易な

ものとする。 

(3)本機は、振動及び騒音が少なく、長期の連続運転に十分耐えるものとする。 

(4)本機は、連続圧入された濃縮スラッジを加圧ろ過ケーキとするもので、更に脱水効率を高めるために、

ダイヤフラムで圧搾脱水できる機構を有する。 

(5)ろ板及びダイヤフラムは、材質及び構造等検討し、十分な強度及び耐久性を有すること。 

(6)ろ布は、各ろ室単独で固定式の複数枚か、又はエンドレスの走行式で、全ろ室で 1枚とし、十分な強度

及び耐久性、耐薬品性を有すること。 

(7)ろ布は、脱水ろ液の清澄度が高く、目詰まりの少ない、ケーキのはく離性の良いものとする。 

(8)ろ布は、使用中の膨潤、収縮が小さいもので、繊維の太さ、織りかた及び目の大きさ等十分検討し、最

適品を選定する。 

(9)ケーキのはく離機構は、空気ブロー、はく離ロール、重力（振落し）又は振動を利用したもので、はく

離搬出が容易にできる構造とする。 

(10)本機には、ろ布の目詰まり防止のため、水洗い等が効率良く行える、自動洗浄装置を備える。 

(11)ろ液は間断なく排出される構造とし、一部が閉塞しても機構に影響を与えない構造とする。 

(12)本機には、洗浄等による汚水の飛散防止のため、長手方向に透明のカーテンを設ける。 

(13)機器の油脂類が脱水ケーキ及びろ液等に混入しないよう、十分考慮した構造とする。 

(14)本機には、事故防止のため緊急に停止できる安全装置を備える。 

(15)本機には、保守管理に便利なように、形鋼、グレーチング、鋼板等の溶接構造で点検歩廊を設ける。

なお、鋼製床板及び階段の設計、製作は、設計図書による。 

5.主要部材質 

(1)フレーム、架台  SS400又は同等品 

(2)ケーキシュート  ステンレス鋼板 

(3)ろ板  ポリプロピレン、FCD、SUS、AL又は同等品 

(4)ダイヤフラム  軟質天然ゴム又は同等品 

(5)ろ布  合成繊維（ポリプロピレン又はナイロン） 

(6)ろ布吊り  ステンレス鋼 

(7)ろ布洗浄装置  主要部 ステンレス鋼 

(8)カーテン  透明塩化ビニル 

(9)ボルト・ナット類  SUS304又は同等品 

6.塗装は、フタル酸樹脂系塗料又はポリウレタン樹脂系塗料とし、塗装仕様及び塗装工程は「Ⅰ共通編 6.1

（塗装工事）」を参照する。 

7.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)専用補機  1式 

（必要に応じてバルブスタンド､真空ポンプ、レシーバタンク、補給水槽などを含む｡） 

(2)自動洗浄装置  1式 

(3)油圧ユニット  1式 

(4)飛散防止用ビニルカーテン  1式 

(5)ケーキシュート  1式 

(6)ダイヤフラム（特記仕様書による。）  1式 

(7)ろ布 （特記仕様書による。）  1式 

(8)各種自動弁（特記仕様書による。）  1式 

(9)ろ液検知槽（特記仕様書による。）  1槽  

(10)点検用歩廊、階段等（特記仕様書による。）  1式 
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(11)基礎ボルト  1式 

(12)その他必要品  1式 

8.横型加圧脱水機の施工 

(1)脱水機の据付けは「Ⅰ共通編 3.3（設備機器等の据付け）」により的確に施工する。 

(2)脱水機の基礎を当該工事で設ける場合は「Ⅰ共通編 3.2（共通土工）」により構築する。なお、基礎の

構築にあたっては、脱水機の静荷重及び動荷重を十分検討する。また、既設又は関連工事で設ける基礎に

据付ける場合は、脱水機の静荷重及び動荷重に対し十分な強度、構造であることを確認する。 

(3)その他、詳細については、特記仕様書による。 

9.横型加圧脱水機の補修 

(1)補修に際し、施工上支障となる点検歩廊等については取外して保管する。 

(2)分解作業は、油脂類を抜き取った後に行う。 

(3)再組立は、脱水機に付着したケーキ等を十分に落とした後に行う。 

(4)塗装は、原則として機器の組立て後に行う。ただし、組立て後の塗装が困難な部分は、あらかじめ仕上

げ塗装まで行う。 

(5)脱水機のフレーム等の塗装は、素地調整（3種ケレン）を行ってから塗装する。塗装は、フタル酸樹脂

系塗装又はポリウレタン樹脂系塗装とし、塗装仕様及び塗装工程は｢Ⅰ共通編 6.1（塗装工事）」を参照す

る。 

 

13.4圧入装置 

本装置は、脱水機に濃縮スラッジを供給するもので、圧入ポンプ、貯槽及び圧入槽からなるものとする。 

1.スラッジ圧入ポンプ 

本機は、濃縮スラッジを脱水機に連続圧入し、ろ過を促進するものである。 

(1)構造概要 

ア．本機は、濃縮スラッジによる閉塞のない構造とし、閉塞に際しても分解が簡単で、容易に掃除ができ

るものとする。 

イ．本機は、スラッジの粘性、圧縮性、温度等を考慮したもので、振動及び騒音が少なく、長期の連続使

用に十分耐えること。 

ウ．ポンプケーシングは、衝撃、摩耗に対し十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力

小さくする。 

エ．ターボ形ポンプの羽根車は、流体力学的に合理的な形状で、十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

オ．容積形ポンプは（ねじポンプ及びプランジャポンプ等）連続した高圧に十分耐える構造とし、スラッ

ジ濃度の変動に対し、圧力調整範囲の広いものとする。 

カ．主軸は、トルク等に対して十分な強度とする。 

キ．ポンプの可動部と固定部及び付属機器等からの漏洩は、極力少なくしシール材の取替えが簡単にでき

る構造とする。 

ク．軸封水装置は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とする。 

(2)材質 

ア．ターボ形ポンプ 

（ア）ケーシング  鋳鉄品又は高クロム鋳鉄 

（イ）羽根車  高クロム鋳鉄又はステンレス鋼鋳鋼品 

（ウ）主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

イ．容積形ポンプ  特記仕様書による。 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．圧力制御ユニット（特記仕様書による。）  1式 
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イ．共通床盤  1式 

ウ．Vプーリ、Vベルト（特記仕様書による。）  1組 

エ．隔膜式圧力計  1式 

オ．圧力計用ボールバルブ  1式 

カ．保護カバー（露出回転部分）  1組 

キ．シャフトスリーブ（特記仕様書による。）  1式 

ク．グランドパッキン（特記仕様書による。）  1式 

ケ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

コ．基礎ボルト  1式 

サ．その他必要品  1式 

2.スラッジ貯槽（調整槽） 

本槽は、濃縮スラッジを圧入ポンプに安定供給するために一時貯留するもので、槽の液位により自動補

給するものである。 

(1)構造概要 

ア．本槽がRC構造の場合は、別途、建築工事で施工する。 

イ．本槽は、十分な強度をもち、これに満たしたスラッジの重量を支え、局部応力にも安全であり、各種

の外荷重にも耐える構造とする。 

ウ．本槽は、安全性、耐食性にすぐれた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

エ．本槽は、立形又は横形定置式とし、必要に応じ内面はライニングを施す。 

オ．本槽には、じんあい、水等が開口部から入らない構造とする。 

カ．本槽には、流出入口、ドレン、マンホール、通気口及び付属品等の、取付け口を備える。 

(2)材質 

本体  一般構造用圧延鋼板（内面ライニング）、ポリエステル樹脂（FRP）又はステンレス鋼板 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．攪拌機（特記仕様書による。）  1式 

イ．電磁弁（電極棒付き）（特記仕様書による。）  1組 

ウ．液位計（特記仕様書による。）  1式 

エ．警報装置（特記仕様書による。）  1式 

オ．点検梯子（特記仕様書による。）  1式 

カ．弁類  1式 

キ．その他必要品  1式 

3.スラッジ圧入槽 

(1)構造概要 

ア．本槽は、十分な強度をもち、これに満たしたスラッジの重量を支え、局部応力にも安全であり、各種

の外荷重にも耐える構造とする。 

イ．本槽は、立形又は横形定置式とし第 2圧力容器構造規格を準用し製作する。 

ウ．本槽には、流出入口、ドレン、マンホール及び付属品等の取付け口を備える。 

(2)材質 

胴鏡等主要部  ボイラ用圧延鋼、一般構造用圧延鋼、溶接構造用圧延鋼、ステンレス鋼板 

(3)付属品 

1槽につき下記を付属する。 

ア．圧力計（ゲージコック、導管付）  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．ドレン弁（特記仕様書による。）  1個 
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エ．圧力スイッチ  1式 

オ．圧力発信器（特記仕様書による。）  1式 

カ．液面計（特記仕様書による。）  1式 

キ．基礎ボルト  1式 

ク．その他必要品  1式 

4.弁類 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

13.5圧搾装置 

本装置は、加圧脱水機のダイヤフラム（圧搾用）に圧力水又は圧縮空気を連続供給し、ろ過ケーキを脱

水ケーキにするものである。 

1.圧力水による圧搾方式 

(1)圧力水ポンプ 

本機は、電動機直結、横軸片吸込み形の単段又は多段ポンプを標準とする。 

構造、材質、付属品は、1.1.6（小形渦巻ポンプ）又は 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）による。 

(2)給水槽 

本槽は、圧力水ポンプに必要な水を安定供給するために一時貯留するもので、場内給水管から受水し槽

の水位により自動補給するものである。 

ア．構造、材質 

13.4（圧入装置）2.に準ずる。 

イ．付属品 

1槽につき下記を付属する。 

（ア）液位計  1式 

（イ）その他必要品  1式 

(3)差圧槽 

本槽は、脱水機ろ室内の差圧を緩衝するために、圧入工程中ダイヤフラム内に差圧水を供給するもので、

ブロー用水にも使用できるものとする。 

構造、材質、付属品は、13.4（圧入装置）2.に準ずる。 

(4)弁類 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

2.圧縮空気による圧搾方式 

(1)空気圧縮機 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

(2)除湿器 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

(3)空気槽 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

(4)弁類 

構造、材質、付属品は、5.3（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

13.6脱水ケーキコンベヤ 

本機は、脱水機から排出される脱水ケーキをケーキヤードまで搬送するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、運搬物の形状、性質並びに運搬量等、十分考慮して設計、製作するもので、保守管理が容易な

構造とすること。 
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(2)本機は、固定式でフレームは形鋼を使用した溶接構造とし、荷重に対して十分な強度を有する。 

(3)本機は、低騒音で振動が少なく、頑強なものとする。 

(4)本機の駆動装置は、ローラチェーン駆動又は直結駆動方式とし、電動機、無段変速機又は減速機等によ

り駆動する。 

(5)本機は、脱水機から落下する脱水ケーキの衝撃に耐えるとともに、搬送可能な大きさに破砕できる機能

を有すること。 

(6)傾斜コンベヤにおいては、運搬物を積んだまま停止した場合の逆転防止装置（電磁ブレーキ、つめ車式、

摩擦式等）を備える。 

(7)ベルト及びチェーン等、張力の調整ができる、テークアップ機構を備える。 

(8)ベルトコンベヤのヘッドプーリは、ラッキングを施した動力伝達効率の良好なものとする。 

(9)ベルトコンベヤのキャリアローラ、リターンローラ（JIS B8803「ベルトコンベヤローラ」）及び自動

調心ローラは、ボールベアリング又はローラベアリングを使用し、ベルトのだ行防止のためのガイドロー

ラは極力使用しない。 

(10)ベルトクリーナは、ヘッドプーリの下部に設けスクレーパを取付ける。 

(11)コンベヤチェーンは、荷重、摩耗等に対して十分な強度を有すと共に、過負荷による破損防止を図る。 

(12)脱水機及びコンベヤの連結部には、運搬物の落ちこぼれ及びろ布洗浄水等の飛散防止のため、スカー

ト、受け皿又はシュート等を全長にわたって取付け、耐食性を有すること。 

(13)機器の油脂類が脱水ケーキ及びろ液等に混入しないよう、十分考慮した構造とする。 

2.材質 

(1)フライトコンベヤ 

ア．フレーム  一般構造用圧延鋼（亜鉛メッキ） 

イ．トラフ  特記仕様書による。 

ウ．フライト  ステンレス鋼板 

エ．チェーン  ステンレス鋼 

(2)ベルトコンベヤ 

ア．ゴムベルト  耐油性ゴム 

イ．コンベヤフレーム  一般構造用圧延鋼 

ウ．ヘッドプーリドラム  一般構造用圧延鋼（外面ゴムライニング） 

エ．テールプーリドラム  一般構造用圧延鋼 

オ．キャリアローラ及びリターンローラ  鋼管（外面ゴムライニング） 

カ．スクレーパ  ステンレス鋼と合成ゴム 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)フライトコンベヤ 

ア．緊張装置  1式 

イ．保護装置（ショックリレー等）  1式 

ウ．緊急停止装置  1式 

エ．スカート及びシュート  1式 

オ．後部水抜き管  1式 

カ．頭部点検台  1式 

キ．安全カバー  1式 

ク．フライト（特記仕様書による。）  1式 

ケ．チェーン（特記仕様書による。）  1式 

コ．保守用工具（特記仕様書による。）  1式 

サ．基礎ボルト  1式 
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シ．その他必要品  1式 

(2)ベルトコンベヤ 

ア．緊張装置  1式 

イ．保護装置（ショックリレー等）  1式 

ウ．緊急停止装置  1式 

エ．スカート及びシュート  1式 

オ．ベルトクリーナ  1式 

カ．安全カバー  1式 

キ．保守用工具  1式 

ク．基礎ボルト  1式 

ケ．その他必要品  1式 

 

13.7洗浄装置 

本装置は、ろ布及び給でい口等に付着したスラッジ及び脱水ケーキを洗浄するものである。 

1.洗浄ポンプ 

本機は、脱水機に付属するろ布及び給でい口等の自動洗浄装置に必要な高圧水の供給源である。 

構造、材質、付属品は、13.5（圧搾装置）1.(1)に準ずる。 

2.給水槽 

本槽は、洗浄ポンプに必要な水を安定供給するために一時貯留するもので、場内給水管から受水し槽の

水位により自動補給するものである。 

(1)構造、材質 

13.4（圧入装置）2.に準ずる。 

(2)付属品 

1槽につき下記を付属する。 

ア．液位計  1式 

イ．その他必要品  1式 

3.弁類 

構造、材質、付属品は、5.6（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

13.8空気圧縮機 

本機は、脱水機の計装設備等に圧縮空気を供給するものである。 

1.空気圧縮機 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

2.除湿器 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

3.空気槽 

構造、材質、付属品は、1.3（空気源設備）による。 

4.弁類 

構造、材質、付属品は、5.6（集泥ポンプ用弁）に準ずる。 

 

13.9脱臭装置 

本装置は、室内に発生した臭気ガスを吸気脱臭し、悪臭を防止するものである。 

1.脱臭塔 

(1)構造概要 

ア．本塔は、粒状活性炭と十分接触する構造とし、塔外放出空気は悪臭防止法等の関係法令に準拠するこ
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と。 

イ．本塔は、安全性及び耐久性にすぐれた材質を使用し、円筒又は矩形立形を標準とする。 

ウ．本塔は、内部点検及び清掃が容易にでき、かつ危険性のない構造とすること。 

エ．塔本体には、流出入口、点検口及び付属品の取付け口を備えること。 

(2)材質 

ア．本体  一般構造用圧延鋼材（内面ライニング）又はFRP 

イ．ボルト類  機械構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

ウ．吸着材  粒状活性炭 

(3)付属品 

1台につき下記を付属すること。 

ア．吸着材（カートリッジ式）  1式 

イ．点検梯子  1式 

ウ．基礎ボルト  1式 

エ．保守用吊り具（特記仕様書による。）  1台 

オ．その他必要品  1式 

2.排風機 

(1)構造概要 

ア．本機は、発生した臭気ガスを吸引し、脱臭塔に送風するもので、自動的に起動するか、又は手動操作

でも運転できること。 

イ．本機は、羽根車を回転させ、羽根の作用によって気体を圧送するターボ形空気機械（ファン、ブロワ、

圧縮機等）を標準とする。 

ウ．本機は、臭気ガスを十分吸引するもので、長期運転（連続又は断続）に耐え効率良く、騒音、振動が

少ないものとする。 

エ．回転体は、完全な平衡をとると共に、ころがり軸受を使用し、十分な強度とする。 

オ．各部材質は、目的に応じ耐食性、耐薬品性及び電食等考慮したものとする。 

カ．必要に応じ、ダンパ又は可変速電動機で風量が調整できること。 

キ．本機を屋外に設置する時は、全体カバーで保護し、腐食防止を図る。 

ク．フィルタを設ける場合は、除塵効果の良好なものとし、分解、組立が容易な構造とする。 

(2)材質 

ア．ケーシング  一般構造用圧延鋼材、熱間圧延鋼材、ステンレス鋼板、PVC又はFRP 

イ．羽根車  ケーシングに準ずるか、アルミニウム合金板、冷間圧延鋼材又は鋳物 

ウ．全体カバー  ステンレス鋼板 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．Vベルト伝動装置（直結を除く。）  1式 

イ．防振装置（特記仕様書による。）  1式 

ウ．相フランジ  1式 

エ．吸込み金網（特記仕様書による。）  1式 

オ．吸込みベルマウス（特記仕様書による。）  1式 

カ．ダンパ（特記仕様書による。）  1式 

キ．消音ボックス（特記仕様書による。）  1式 

ク．フィルタ（特記仕様書による。）  1式 

ケ．全体カバー（特記仕様書による。）  1式 

コ．保護カバー（特記仕様書による。）  1式 

サ．基礎ボルト  1式 



 

Ⅱ－76 

 

シ．その他必要品  1式 

 

13.10排水ポンプ 

本機は、排水井に回収した室内雑用水、ブロースラッジ及びろ液等を排水池へ排水するもので、排水井

の水位により自動運転又は手動運転するものである。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

13.11電動ホイスト 

本機は、脱水機の保守管理及び機器の搬出入等に使用するものである。 

構造、材質、付属品は、2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

13.12給水装置 

本装置は、ポンプ軸封水等に使用する圧力水を供給するものである。 

1.構造概要 

(1)本装置は、横軸うず巻ポンプに圧力タンクを組合せた構造とする。 

(2)タンクは、加圧された水を貯留し、使用水量の変化に対応するために設けるものとし、関連法規に適合

した製品とする。 

(3)本装置は、振動及び騒音が少なく、長期の連続運転に耐える堅牢な構造とする。 

(4)圧力タンクの容量は、ポンプの始動頻度を考慮した十分な容量とする。 

(5)運転方法は、圧力タンク内圧により、ポンプの自動運転（単独交互又は並列交互）のできるものとする。 

(6)横軸うず巻ポンプの吸込条件は押し込みとする。 

(7)給水装置に取付けるポンプ台数は 2台を標準とする。 

2.材質 

(1)ポンプ 

ア．ケーシング  鋳鉄品又はステンレス鋳鋼品 

イ．羽根車  鋳鉄品、青銅鋳物又はステンレス鋼 

ウ．主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(2)圧力タンク 

本体  一般構造用圧延鋼又はステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)圧力計（導管付）  1式 

(3)圧力計用コック  1式 

(4)圧力スイッチ  1式 

(5)基礎ボルト  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

13.13換気装置 

1.ミストセパレータ 

本機は、脱水機上部のフードにより補集される、臭気ガスに含まれるミストを除去するものである。 

(1)構造概要 

ア．本機は、気液分離効果の高いもので、圧力損失が小さいように考慮する。 

イ．本機は、負圧になることを考慮し、十分な強度とする。 

(2)材質 
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ア．フレーム  FRP 

イ．充填材  PVC又はポリプロピレン 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．基礎ボルト  1式 

イ．その他必要品  1式 

2.排風機 

本機は、ミストセパレータを通ったガスを吸引し、外部へ送風するものである。 

(1)構造概要 

ア．本機は、羽根車を回転させ、羽根の作用によって気体を圧送するターボ形空気機械（ファン、ブロワ、

圧縮機等）を標準とする。 

イ．本機は、臭気ガスを十分吸引するもので長期運転（連続又は断続）に耐え、効率が良く、騒音、振動

が少ないものとする。 

ウ．回転体は、完全な平衡をとると共に、ころがり軸受を使用し、十分な強度とする。 

エ．各部材質は、目的に応じ耐食性、耐薬品性及び電食等考慮したものとする。 

オ．必要に応じ、ダンパ又は可変速電動機で風量が調整できること。 

カ．本機を屋外に設置するときは、全体カバーで保護し、腐食防止を図る。 

キ．フィルタを設ける場合は、除塵効果の良好なものとし、分解、組立が容易な構造とする。 

(2)材質 

ア．ケーシング  一般構造用圧延鋼材、熱間圧延鋼材、ステンレス鋼板又はFRP 

イ．羽根車  ケーシングに準ずるか、アルミニウム合金板、冷間圧延鋼材又は鋳物 

ウ．全体カバー  ステンレス鋼板 

(3)付属品 

ア．1台につき下記を付属する。 

イ．Vベルト電動装置（直結を除く。）  1式 

ウ．防振装置（特記仕様書による。）  1式 

エ．相フランジ  1式 

オ．吸込み金網（特記仕様書による。）  1式 

カ．吸込みベルマウス（特記仕様書による。）  1式 

キ．ダンパ（特記仕様書による。）  1式 

ク．消音ボックス（特記仕様書による。）  1式 

ケ．フィルタ（特記仕様書による。）  1式 

コ．全体カバー（特記仕様書による。）  1式 

サ．保護カバー（特記仕様書による。）  1式 

シ．基礎カバー  1式 

ス．その他必要品  1式 

 

13.14天日乾燥床 

1.天日乾燥床は、濃縮槽より移送したスラッジから、蒸発及び浸透により水分を分離して乾燥させる施設

であり、スラッジを効率よく乾燥させることができるものとする。 

2.面積は、降水、湿度、気温などの気象条件及びスラッジ性状などに応じた適切なものとする。 

3.池数は、ケーキ搬出作業や補修などを考慮して、原則として 2池以上とする。 

4.側面及び床面は、不透水性のものとする。 

5.付帯設備として、スラッジ乾燥促進のための装置、排水設備、作業用ゲートなどを設置する。 

6.設備の詳細については、特記仕様書による。 
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13.15ケーキヤード 

1.ケーキヤードは、脱水ケーキを一時的に貯留する施設であり、原則として屋根を設け、雨水排水のよい

ものとする。 

2.貯留容量は、脱水ケーキの処分方法及び有効利用の形態に応じて検討し、詳細については特記仕様書に

よる。 

 

 

１４ 造粒乾燥設備 

 

14.1一般事項 

1.本設備は、加圧脱水ケーキに、直接的又は間接的に熱を供給し、さらに含水率の低い乾燥ケーキとする

もので、熱源には液体燃料（重油、灯油、軽油）又は気体燃料（天然ガス、液化石油ガス、オイルガス等）

を使用するものである。 

2.機器の数量、性能、操作方法及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

14.2脱水ケーキホッパ 

本機は、脱水ケーキを一時貯留するケーキホッパと、定量フィーダにコンベヤを介して、破砕機又は混

練機へ供給する装置からなるものとする。 

1.構造概要 

(1)定量フィーダは、スクリュ式又はベルト式とする。 

(2)定量フィーダの駆動装置は、ローラチェーン駆動又は直結駆動方式とし、電動機、無段変速機及び減速

機により駆動する。 

(3)駆動装置には、過負荷による破損防止用の過負荷検出装置を設ける。 

(4)本機は、連続運転に耐え、低騒音で振動が少なく、頑強な構造とする。 

(5)本機は、保守管理が容易で、取扱いが簡単な構造とする。 

(6)本機は、耐食性を有すること。 

(7)貯槽は、形鋼、鋼板の溶接構造とし荷重に対して十分な強度とする。 

2.材質 

(1)ケーキホッパ  一般構造用圧延鋼材（内面エポキシ樹脂塗料） 

(2)定量フィーダ  主要部品 ステンレス鋼又は耐磨耗鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)集中給油装置  1式 

(2)安全装置  1式 

(3)警報装置  1式 

(4)歩廊、階段、手すり（特記仕様書による。）  1式 

(5)その他必要品  1式 

 

14.3移送コンベヤ 

本機は、定量フィーダから破砕機又は混練機へ脱水ケーキを搬送するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、運搬物の形状、性質並びに運搬量等、十分考慮して設計、製作するもので、保守管理が容易な

構造とすること。 

(2)本機は固定式とし、フレームは形鋼を使用した溶接構造とする。 
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(3)本機は、低騒音で振動が少なく、頑強なものとする。 

(4)本機の駆動部は、減速機付き電動機を使用し、ベルト軸へ伝動するものとする。 

(5)ヘッドプーリはラッキングを施した動力伝達効率の良好なものとすること。 

(6)キャリアローラ、リターンローラ（JIS B8803「ベルトコンベヤローラ」）及び自動調心ローラは、ボ

ールベアリング又はローラベアリングを使用し、ベルトの蛇行防止のためのガイドローラは極力利用しな

いこと。 

(7)傾斜コンベヤにおいては、運搬物を積んだまま停止した場合の逆転防止装置（電磁ブレーキ、つめ車式、

摩擦式等）を備えること。 

(8)ベルト張力の調整ができる、テークアップ機構を備えること。 

(9)ベルトクリーナは、ヘッドプーリの下部に設け、スクレーパを取付けること。 

(10)コンベヤの両側には、運搬物落下防止用の当て板と、調整可能なようにボルト止めしたゴム板を、全

長にわたって取付けること。 

(11)本機には、保守管理用に側面に手摺付き歩廊を設けること（必要な場合）。 

2.材質 

(1)ゴムベルト  耐油性ゴム 

(2)コンベヤフレーム  一般構造用圧延鋼 

(3)ヘッドプーリドラム  一般構造用圧延鋼（外面ゴムライニング） 

(4)テールプーリドラム  一般構造用圧延鋼 

(5)キャリアローラ及びリターンローラ  鋼管（外面ゴムライニング） 

(6)スクレーパ  ステンレス鋼管と合成ゴム 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)緊張装置  1式 

(2)ベルトクリーナ  1式 

(3)スカート及びシュート（特記仕様書による。）  1式 

(4)安全（緊急停止）装置（特記仕様書による。）  1式 

(5)警報装置（特記仕様書による。）  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

14.4混練機 

本機は、脱水ケーキの乾燥効率を高めるために、均一に破砕、混練し、乾燥機へ供給するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、脱水ケーキを乾燥機に供給するもので、連続運転に耐え、低騒音で振動が少なく、頑強な構造

とする。 

(2)本機は、保守管理が容易で、取扱いが簡単な構造とする。 

(3)本機の混練に要する時間及び容量は、取扱うケーキの性状を十分考慮する。 

(4)本機は、脱水ケーキが閉塞及び固着等を起こさないよう十分考慮する。 

(5)駆動装置は、ローラチェーン及び直結駆動方式とし、電動機、無段変速機及び減速機の組合せによる。 

(6)本機は、耐食性及び耐磨耗性を有すること。 

2.材質 

(1)本体  一般構造用圧延鋼 

(2)混練羽根  高クロム鋳鋼 

(3)主軸  構造用炭素鋼、ステンレス鋼 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 
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(1)原料押込装置（特記仕様書による。）  1式 

(2)その他必要品  1式 

 

14.5乾燥機 

本機は、脱水ケーキを効果的に乾燥するもので、熱風又は蒸気を直接に通過させる方式又は間接に伝熱

面を通して乾燥する方式とする。 

1.構造概要 

(1)本機は、取扱う脱水ケーキの性質、含水率、形状等を十分考慮する。 

(2)本機は、熱効率の高いもので、耐熱、耐食性を有し、断熱、耐火構造とする。 

(3)本機は、連続運転に耐え、低騒音で振動が少なく、頑強な構造とする。 

(4)本機で、乾燥されたケーキは、自動的に連続的に排出できる構造とする。 

(5)本機は、保守管理が容易で取扱いが簡単な構造とする。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

14.6エアヒータ 

本機は、乾燥機での蒸発成分を結露させることなく、系外に導くための熱風を供給するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、熱効率の高いもので、耐熱、耐食性を有する構造とする。 

(2)本機は、向流屋外用とし、管外を新鮮空気、管内を飽和水蒸気が流れる方式とする。 

2.材質 

(1)外筒  一般構造用圧延鋼 

(2)伝熱管  ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管 

(3)フィン  アルミニウム合金 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)基礎ボルト  1式 

(2)その他必要品  1式 

 

14.7送風機 

本機は、空気加熱器に送風し、加熱器にて昇温される熱風を乾燥機に送風するものである。 

1.構造概要 

(1)本機の設計試作では、高温、多湿等の使用条件を十分考慮する。 

(2)回転体は、静的及び動的バランスを十分とるとともに、振動、騒音の発生を極力少なくする。 

(3)本機は、保守管理が容易で取扱いが簡単な構造とする。 

(4)軸封装置は、空気の漏洩がないようシールを施すとともに、必要に応じ軸冷却水注入可能な構造とする。 

(5)ケーシングは、鋳鉄又は鋼製とし、分解組立が容易な構造とする。 

(6)ダクトは、十分な強度を有し、ダンパ等により通風量の調整が可能な構造とする。 

(7)露出回転部分には、危険防止用の保護カバーを取付ける。 

2.材質 

(1)ケーシング  一般構造用圧延鋼材又は鋳鉄 

(2)羽根車  一般構造用圧延鋼材又はアルミ合金 

(3)主軸  構造用炭素鋼 

(4)共通床盤  一般構造用圧延鋼材又は鋳鉄 

3.付属品 
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1台につき下記を付属する。 

(1)共通床盤  1式 

(2)ベルトカバー  1式 

(3)吸込フィルタ  1式 

(4)吸込サイレンサ（特記仕様書による。）  1式 

(5)安全装置（特記仕様書による。）  1式 

(6)基礎ボルト  1式 

(7)その他必要品  1式 

 

14.8排風機 

本機は、乾燥機からの排ガス、粉じん等を、集じん装置に吸引するものである。 

構造、材質、付属品は、14.7（送風機）に準ずる。 

 

14.9ウォータスクラバ 

本機は、乾燥機からの、ばい煙、粉じん等を分離捕集するものである。 

1.構造概要 

(1)洗浄塔は、噴射水により、ばい煙、粉じん等を十分に洗浄できる構造とし、ばい煙、粉じん等の付着、

硬化、閉塞等がないものとする。 

(2)洗浄塔、ポンプ、配管は内部点検及び清掃が容易にでき、かつ危険性のない構造とする。 

(3)本装置は、要所にダンパを設ける。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

14.10乾燥ケーキコンベヤ 

本機は、乾燥機からケーキ貯槽へ、乾燥ケーキを搬送するものである。 

1.構造概要 

(1)本機は、運搬物の形状、性質並びに運搬量等、十分考慮して設計製作するもので、保守管理が容易なも

のとする。 

(2)本機は、バケット式又はスクリュ式とする。 

(3)本機は、低騒音で振動が少なく、頑強な構造とし、曲がり部分は磨耗に留意する。 

(4)駆動装置は、ローラチェーン駆動又は直結駆動方式とし、電動機、無段変速機及び減速機により駆動す

る。 

(5)ケーシングは密閉構造とし、要所に点検口を設ける。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

14.11乾燥ケーキ貯槽 

本槽は、乾燥ケーキを一時貯留するものである。 

1.構造概要 

(1)本槽は、十分な強度をもち、貯留ケーキの重量を支え、局部応力にも安全であり、各種の外荷重にも耐

える構造とする。 

(2)貯槽下部には、ケーキの搬出が可能なように、開閉機構を設ける。 

(3)ゲートの開閉は、油圧、空気圧又は電動によって敏速、確実に行える構造とする。 

(4)本槽には、水等の混入、乾燥ケーキの飛散等のないよう、十分考慮して設計製作する。 

2.材質 
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本体  一般構造用圧延鋼材 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)ゲート開閉ユニット（油圧、空気圧又は電動式）  1式 

(2)重量検出器（特記仕様書による。）  1式 

(3)その他必要品  1式 

 

 

１５ コージェネレーション設備 

 

15.1コージェネレーション設備 

1.一般事項 

(1)本設備は、エネルギーの効率化を目指すものであり、ガスエンジン発電装置、排熱回収設備及び付属機

器からなり、機能を十分発揮し、かつ安全性の高いものとする。 

(2)機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

(3)本機は、都市ガスを燃料とし構内にて使用する電力および蒸気、高温水等の排熱回収に用いる。 

(4)工場試験については、始動停止試験、負荷試験 1/4. 2/4. 3/4. 4/4負荷、絶縁抵抗試験、調速機試験、負

荷特性試験（負荷移行、追従性確認）、保護装置試験及び設定値確認、シーケンスチェック、排熱回収熱

量測定、振動測定、騒音測定、ばい煙計測（NOx、SOx、ばいじん）、耐圧、気密試験、外観検査、寸法

検査を行い、試験結果報告書を提出する。 

(5)現地試運転にあたっては、技術員を派遣し、納入品の必要な試験、調整及び運転指導を行なうものとし、

試験内容は、工場試験と同内容とする。 

(6)本設備は、年間 8,500時間の運転が可能なものとする。 

(7)配管取合いは、JIS規格とする。 

(8)運転システム等については、監督員と充分な打合せを行う。 

2.ガスエンジン発電装置 

本機は、ガスエンジン、発電機及び付属機器からなるものとする。 

(1)構造概要 

ア．本機は、ガスエンジン本体、発電機本体、共通台床、燃料ガス制御機器、潤滑油装置、給気装置、冷

却装置、始動装置を標準とする。 

イ．NOXの低減方法は、希薄燃焼方式又は三元触媒等にて規制値以下にする。 

ウ．騒音対策が必要な場合は、防音エンクロージャーを設ける。 

エ．振動対策が必要な場合は、二重防振を設ける。 

オ．複数台設置の場合は、排ガスが逆流しないようダンパ等を設ける。 

3.排熱回収装置 

本設備は、ガスエンジン発電装置よりの排熱により蒸気、高温水等の排熱回収に用いるものである。排

ガス蒸気ボイラ、排ガス温水ボイラ等を選定するものとし、機能を十分発揮し、かつ安全性の高いものと

する。 

(1)構造概要 

ア．保守管理が容易なものとする。 

イ．振動及び騒音が少なく、長期の連続運転に十分耐えるものとする。 

ウ．材質及び構造等検討し、十分な強度及び耐久性を有する。 

エ．配管取合は、JIS規格とする。 

 

15.2冷凍機設備 
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1.冷凍機 

(1)一般事項 

ア．本機は、熱源又は燃料により温水焚冷凍機、蒸気吸収冷凍機、直焚吸収冷温水機等を選定するものと

し機能を十分発揮し、かつ安全性の高いものとする。 

イ．本機は、構内の冷房負荷および暖房負荷に用いるものである。 

ウ．温水焚冷凍機については、ガスエンジンへの返り温度保証を行うものとする。 

エ．運転システム等については、監督員と十分な打合せを行うこと。 

(2)構造概要 

ア．保守管理が容易なものとする。 

イ．振動及び騒音が少なく、長期の連続運転に十分耐えるものとする。 

ウ．材質及び構造等検討し、十分な強度及び耐久性を有すること。 

エ．配管取合は、JIS規格とする。 

 

15.3タンク 

1.膨張タンク 

本槽は、密閉配管系統の熱源水、冷温水、冷却水の熱膨張を吸収させるものとする。また、各密閉配管

系統の給水も可能なものとする。 

(1)構造概要 

ア．本槽は、十分な強度を有し、これに満たした溶液の重量を支え、応力にも安全であり、各種の外荷重

にも耐える構造とする。 

イ．本槽は、安全性、耐食性に優れた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

ウ．本槽は、保守点検が容易に行える構造とする。 

エ．本槽は、立形又は横形定置式とする。 

オ．本槽には、流出入口、ドレン、マンホール、オーバーフロー及び付属品等の取付け口を備える。 

(2)材質 

本体  ステンレス鋼又は一般構造用圧延鋼材（内面ライニング） 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．圧力計  1式 

イ．弁類  1式 

ウ．液面計  1式 

エ．液面電極取付け座  1式 

オ．基礎ボルト  1式 

カ．その他必要品  1式 

2.復水タンク 

本機は、復水の回収を目的とする。 

(1)構造概要 

ア．本槽は、十分な強度を有し、これに満たした溶液の重量を支え、応力にも安全であり、各種の外荷重

にも耐える構造とする。 

イ．本槽は、安全性、耐食性に優れた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

ウ．本槽は、保守点検が容易に行える構造とする。 

エ．本槽は、立形又は横形定置式とする。 

オ．本槽には、流出入口、ドレン、マンホール、オーバーフロー及び付属品等の取付け口を備える。 

(2)材質 

本体  ステンレス鋼又は一般構造用圧延鋼材（内面ライニング） 
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(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．温度計  1式 

イ．弁類  1式 

ウ．液面計  1式 

エ．液面電極取付け座  1式 

オ．基礎ボルト  1式 

カ．その他必要品  1式 

 

15.4水処理設備 

1.軟化装置 

本機は、排ガスボイラ等の排熱回収設備への軟水供給を目的とする。 

(1)構造概要 

ア．保守管理が容易なものとする。 

イ．長期の連続運転に十分耐えるものとする。 

ウ．材質及び構造等は十分な強度及び耐久性とする。 

2.軟水タンク 

本機は、排ガスボイラ等の排熱回収設備への軟水補給を目的とする。 

(1)構造概要 

ア．本槽は、十分な強度を有し、これに満たした溶液の重量を支え、応力にも安全であり、各種の外荷重

にも耐える構造とする。 

イ．本槽は、安全性、耐食性に優れた材質を使用し、漏洩のない構造とする。 

ウ．本槽は、保守点検が容易に行える構造とする。 

エ．本槽は、立形又は横形定置式とする。 

オ．本槽には、流出入口、ドレン、マンホール、オーバーフロー及び付属品等の取付け口を備える。 

(2)材質 

本体  ステンレス鋼又は一般構造用圧延鋼材（内面ライニング） 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．温度計  1式 

イ．弁類  1式 

ウ．液面計  1式 

エ．液面電極取付け座  1式 

オ．基礎ボルト  1式 

カ．その他必要品  1式 

 

15.5ポンプ設備 

1.熱源水ポンプ 

本機は、ガスエンジン、冷凍機、暖房熱交換器間で熱源水を循環させるものである。 

構造、材質、付属品は、2.7（冷却水ポンプ）に準ずる。 

2.冷却水ポンプ 

本機は、コージェネレーション設備の冷却水の必要な箇所に冷却水を送り、温度上昇等を防止するもの

である。 

(1)構造、材質 

1.1.6（小形渦巻ポンプ）又は 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）による。 
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(2)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．圧力計、連成計又は真空計  1式 

イ．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

ウ．基礎ボルト  1式 

エ．その他必要品  1式 

3.冷温水ポンプ 

本機は、構内空調時の冷温水循環を目的とする。 

構造、材質、付属品は、1.1.6（小形渦巻ポンプ）又は 1.1.7（小形多段遠心ポンプ）による。 

4.復水ポンプ 

本機は、復水タンクから軟水タンクへの復水の送水を目的とする。 

構造、材質、付属品は、2.7（冷却水ポンプ）に準ずる。 

5.排水ポンプ 

本機はポンプ室の排水を行うもので、排水井の水位により、自動運転又は手動運転するものである。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

15.6熱交換器 

1.暖房用熱交換器 

本機は、構内の暖房負荷運転時に排熱回収に用いるものである。 

(1)構造概要 

ア．保守管理が容易なものとする。 

イ．プレート形を標準とする。 

ウ．長期の連続運転に十分耐えるものとする。 

エ．材質及び構造等は十分な強度及び耐久性を有すること。 

オ．機能を十分発揮し、かつ安全性の高いものとする。 

(2)材質 

ア．プレート  ステンレス鋼 

イ．ガスケット  EPDM 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．基礎ボルト  1式 

イ．その他必要品  1式 

2.放熱用熱交換器 

本機は、各設備機器の放熱に用いるものである。 

構造、材質、付属品は、1.（暖房用熱交換器）に準ずる。 

 

15.7送風機 

1.排気ファン 

本機は、発電機室内の排気を目的とする。 

構造、材質は、14.7（送風機）に準ずる。 

2.吸気ファン 

本機は、発電機室内の燃焼用空気および室温上昇制御用空気の給気を目的とする。 

構造、材質は、14.7（送風機）に準ずる。 
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１６ 活性炭処理設備 

 

16.1一般事項 

1.本設備は流入水を上向流又は下向流によって活性炭吸着槽の粒状活性炭層で接触させ、処理対象物質を

吸着除去するもので、オゾン処理水により自己再生機能を持つ生物活性炭吸着方式とする。 

2.活性炭吸着槽内に蓄積されるSSや生物などの洗浄又は排除が可能な構造とする。 

3.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

16.2活性炭吸着槽流入弁 

本弁は、オゾン処理水を流入渠から各活性炭吸着槽へ流入させるものである。 

1.構造、材質 

8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

2.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)据付け架台（二床式の場合）  1式 

(2)リミットスイッチ及びトルクスイッチ  1式 

(3)開度発信器  1式 

(4)スペースヒータ  1式 

(5)基礎ボルト（台脚のあるもの。）  1式 

(6)その他必要品  1式 

 

16.3活性炭吸着槽 

1.一般事項 

(1)本槽は、通常、流入水を活性炭層に通水して処理するもので、下向流式の場合は下部集水装置によって、

上向流式の場合は集水トラフによって処理水の集水を行うものである。 

(2)本槽は、通水に伴って活性炭吸着槽内に蓄積されるSSや微生物等を排除できるように、空気＋水の併

用洗浄（上向流の場合はSS排除）を行うことが可能な構造とし、必要に応じて空気を供給するための空

気渠を設けるものとする。 

2.構造、材質 

別途、築造工事により施工する。 

3.付属品 

1槽につき下記を付属する。 

(1)超音波式自動界面検出装置（特記仕様書による。）（上向流式の場合のみ設置）  1式 

(2)水位制御装置（端子部防塵構造）（特記仕様書による。）  1式 

 

16.4粒状活性炭（吸着材） 

1.一般事項 

(1)安定した処理を行うために、粒度及び細孔分布の均一性を保つとともに密度等に十分留意し、十分な強

度を有するものとする。 

(2)本材の品質は、吸着特性が均一でかつ有害な溶解性物質を含有しない衛生上支障のないものとする。 

(3)本材は、JIS K1474「活性炭試験方法」により試験を行い、成分表を提出する。 

(4)本材は、pH値の高い活性炭や製造時に発生する粒状活性炭の微粉炭等を予め処理して、フレキシブル

コンテナバックで搬入する。 

(5)本材の 1ユニットの納入分は、同一材料及び同一製造工程で処理された活性炭品種とし、異種工程のも

のと混合しないこと。 
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16.5下部装置（底床部） 

本装置は、粒状活性炭層を支持するとともに、下向流式の場合は処理水を均等に集水し、上向式流の場

合は圧力室からの上向流によって粒状活性炭を均一に流動化させるためのものである。また、洗浄又はSS

排除時に用いる洗浄水及び空気を均等に分散させる機能を有するものとする。 

1.構造概要 

(1)本装置は流体力学的に合理的な形状で損失水頭が小さく、短絡流や停滞が生じないよう、水流分布の均

一性が確保できる構造とする。 

(2)本装置は、耐食性、耐久性及び耐圧性を有するもので長期使用に十分耐える堅固な構造とする。 

(3)本装置の通水部は不純物等の付着や腐食により閉塞しない構造とする。 

(4)本装置の据付けは、水流が均等に分布するようレベル出し等を考慮するとともに、継ぎ目等からの漏洩

の無いよう入念に施工し、水圧に十分耐えるよう堅固に定着させる。 

(5)本装置は活性炭の取出し、補充などの作業に支障のない構造とする。 

(6)本装置で砂利を使用する場合は、JWWA A103「水道用濾過砂」の規定に準拠したもので、鉄分の含有

が少ない十分精選されたものとし、ごみ、粘土質等の不純物あるいは扁平、脆弱な粒子を多く含まない、

硬質、清浄なものとする。 

(7)本装置の空気吐出部は、吐出空気が下部装置全域に均等に分散できるように配列等十分考慮するととも

に、不純物などの付着及び腐食により吐出部が閉塞しない構造とする。また、水圧等の外圧にも十分耐え

るような堅固な構造とする。 

(8)空気吐出部の施工は吐出空気が均等に分布するようにレベルに十分留意して据付けるとともに、継ぎ目

部等からの漏洩の無いように入念に施工する。 

(9)本装置は、十分な使用実績を有するとともに、安全性、信頼性の高いものとする。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

16.6トラフ 

本装置は、下向流式の場合は洗浄時の洗浄排水を均等に排水するためのものであり、上向流式の場合は

処理水を均等に集水するためのものである。 

1.構造概要 

(1)本トラフは、流体力学的に合理的な形状で表面は平滑かつ精密に仕上げ、損失水頭が小さいものとする。 

(2)本トラフは、耐食性及び耐久性を有するものとし、長期使用に十分耐え、堅固な構造とする。 

(3)本トラフ及びトラフ支持金物は、活性炭吸着槽が空でトラフが満水の時及びトラフが空で活性炭吸着槽

がトラフ上縁まである時等の内外荷重条件に対して十分な強度を有する。 

(4)本トラフの上縁は、完全な水平を保ち、かつ同一高さに据付け、処理水あるいは洗浄排水を均等に集水

できるよう入念に施工する。上向流式の場合、偏流等により活性炭のキャリオーバが発生しないよう精密

に仕上げる。 

2.材質、付属品 

特記仕様書による。 

 

16.7排水弁（抜水弁） 

本弁は、洗浄あるいはSS排除の工程の前に活性炭の流出を防ぐために活性炭吸着槽の水位を下げるた

めのものである。 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

 

16.8送出ポンプ 
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抜水弁によって抜水された水を抜水槽から流出渠へ送出するためのものである。 

1.構造、材質 

5.2（集泥ポンプ）に準ずる。ただし、中間軸受を設ける場合は特記仕様書による。 

2.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．共通床盤  1式 

イ．圧力計又は連成計（隔膜式）  1個 

ウ．計器用ボール弁  1組 

エ．弁類（ドレン弁等）  1式 

オ．小配管（グランド封水等のドレン配管含む。）  1式 

カ．カップリング（特記仕様による。）  1式 

キ．保護カバー  1式 

ク．基礎ボルト  1式 

ケ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．抜水槽水位制御装置（特記仕様書による。）  1式 

イ．保守用工具  1式 

 

16.9洗浄ブロワ（SS排除ブロワ） 

本機は洗浄時あるいはSS排除時に必要な空気を下部装置に供給するためのものである。また、1日に

複数回の起動・停止が行えるよう十分な強度を有するもとする。 

1.構造概要 

(1)本機は、羽根車を回転させ、羽根の作用によって気体を圧送するターボ型空気機械（ファン、ブロワ、

圧縮機等）を標準とする。 

(2)本機は、長期運転（連続又は断続）に十分耐え効率が良く、騒音、振動が少ないものとする。 

(3)回転体は、完全な平衡をとるとともに、ころがり軸受を使用し、十分な強度とする。 

(4)各部材質は、目的に応じて耐食性、耐油性、耐薬品性及び耐熱性を有すること。 

(5)必要に応じてダンパ又は可変速電動機で風量が調整できること。 

(6)フィルタを設ける場合は、除塵効果の良好なものとし、分解、組立が容易な構造とする。 

(7)本機を屋外に設置する時は、全体カバーで保護し腐食防止を図る。 

2.材質 

(1)ケーシング  一般構造用圧延鋼材、熱間圧延鋼材、ステンレス鋼板又はFRP 

(2)羽根車  ケーシングに準ずるか、アルミニウム合金板、冷間圧延鋼材又は鋳物 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)全体カバー  ステンレス鋼板 

3.付属品 

(1)1台につき下記を付属する。 

ア．Vベルト伝動装置（直結を除く。）  1式 

イ．防振装置（特記仕様書による。）  1式 

ウ．相フランジ  1式 

エ．吸込金網（特記仕様書による。）  1式 

オ．吸込ベルマウス（特記仕様書による。）  1式 

カ．ダンパ（特記仕様書による。）  1式 

キ．サイレンサ（特記仕様書による。）  1式 

ク．フィルタ（特記仕様書による。）  1式 
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ケ．全体カバー（特記仕様書による。）  1式 

コ．保護カバー（露出回転部のあるもの。）  1式 

サ．基礎ボルト  1式 

シ．その他必要品  1式 

(2)全台につき下記を付属する。 

ア．空気流量計（特記仕様書による。）  1式 

イ．保守用工具  1式 

 

16.10空気流入弁 

本弁は、洗浄ブロワ（SS排除ブロワ）から送られる空気を各活性炭吸着槽に供給するものである。 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。ただし、弁座の材質はゴム製又はテフロン製とす

る。 

 

16.11放風弁 

本弁は、洗浄ブロワ（SS排除ブロワ）運転時の圧縮空気を一部逃がすことにより、下部装置への送気

圧力の急激な上昇を緩和し、活性炭吸着槽の空気分散をスムーズに行わせるためのものである。 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。ただし、1 台につきサイレンサ 1 式を付属する。 

 

16.12空気抜き弁 

本弁は、活性炭吸着槽に空気渠を設けた場合に、洗浄（SS排除）工程の終了後の空気渠内の残留圧縮

空気を逃がすことによって、活性炭槽内への漏気を防止するためのものである。 

構造概要、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

 

16.13排水ポンプ 

本機は、活性炭吸着槽及び流出入渠の点検時などに生じる排水を排水槽を経て排水池へ回収するもので

ある。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

16.14電動ホイスト 

本機は、ポンプなどの保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

構造、材質、付属品は、2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

 

１７ オゾン接触設備 

 

17.1一般事項 

オゾン反応設備は、オゾンと水の混和、接触が有効に行われ、吸収効率の高い構造とし、以下のものよ

り構成される。 

1.オゾン散気設備 

流入水にオゾンを均一に注入する設備で、多数の散気管や散気ディスク又は散気板で構成される。 

2.オゾンヘッダー管 

複数のオゾン発生装置から送られたオゾン化空気を集合し、オゾン散気設備に送る設備である。 

3.オゾン接触槽 

浄水場ではRC構造のオゾン接触槽が多い。セメント自体は無機物であり、オゾンによる腐食は無いが、

混合物によってはオゾンと反応し、セメントに対し水の割合が多いと反応が加速するので注意が必要であ
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る。オゾンは有機物に対して酸化腐食作用が強いため塗装を施工する場合は注意が必要である。 

 

17.2揚水ポンプ 

1.本機は、沈澱池末端水をオゾン接触槽へ揚水するものである。 

2.ポンプは、遠心ポンプ、軸流ポンプ、又は斜流ポンプのいずれかとし、流量調節が容易に行えるものと

する。 

3.床面積は、維持管理に十分な広さがあること。 

4.構造、材質、付属品、制御機器及び装置 

7.2（中間ポンプ）に準ずる。ただし、翼角操作機構は除く。 

 

17.3揚水ポンプ用弁 

本弁は、揚水ポンプの吸込側又は吐出側に設けるもので電動弁（コーン弁、バタフライ弁及び仕切弁）

又は油圧式弁（コーン弁）及び手動式弁（特記仕様書による。）とし仕様内容は次のとおりである。 

構造、材質、付属品は、1.2.1（ポンプ用弁）による。ただし、付属品は、2.3（主ポンプ用弁）に準ず

る。 

 

17.4逆止弁 

本弁は揚水ポンプの吐出側に設け、停電その他によりポンプが急停止した時のウォーターハンマ及び逆

流防止を図るものである。 

構造、材質、付属品は、1.2.2（逆止弁）による。ただし、 付属品は、2.4（逆止弁）に準ずる。 

 

17.5排水ポンプ 

本機はポンプ室、オゾン接触槽等の排水を行うもので、水位により、自動運転又は手動運転するもので

ある。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

17.6天井クレーン 

本機はポンプ室等建物内に設置し、保守管理及び機器の搬出入に使用するものである。 

製作条件、構造、材質、付属品は、1.5.3（ホイスト式天井クレーン）による。 

 

17.7電動ホイスト 

構造、材質、付属品は、2.10（電動ホイスト）に準ずる。 

 

17.8排風機（送風機） 

本機は、地下式ポンプ室等の空気の清浄化及び温度上昇の防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3種換

気方法）するものである。 

構造、材質は、1.4（排風機（送風機））による。ただし、付属品は、2.11（排風機（送風機））に準ず

る。 

 

17.9 Ｕチューブ 

本装置は、オゾン接触槽において、オゾン化酸素を被処理水中に気泡状態で分散させ効率よくオゾンを

被処理物質に反応させるものである。 

1.構造概要 

(1)本装置は、垂直円筒形の閉管内（別途工事オゾン接触槽）に、Uチューブ（内管）を配した二重円筒管

構造とする。 
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(2)Uチューブ及びUチューブ支持架台は、耐オゾン性に優れたものとする。 

2.材質 

(1)Uチューブ  SUS316又はSUS304L 

(2)支持架台  SUS316又はSUS304L 

 

17.10散気装置 

本装置は、オゾン接触槽において、オゾン化空気を被処理水中に気泡状態で分散させ効率よくオゾンを

被処理物質に反応させるものである。 

1.構造概要 

(1)散気管は耐オゾン性に優れたものとする。 

(2)散気管の配置は、接触槽全体にバランス良く配置する。 

2.材質 

(1)散気管  （散気筒）セラミック （金具）SUS316又はSUS304L 

(2)分散管  SUS316又はSUS304L 

(3)支持架台  SUS316又はSUS304L 

 

 

１８ オゾン発生設備 

 

18.1一般事項 

1.本設備は、オゾンの酸化力を利用し異臭及び色度の除去、有機塩素化合物の低減等を目的とする。 

2.設備は、オゾン発生装置、散気装置又はUチューブ（オゾン接触槽）、排オゾン処理装置等で構成し、

維持管理が容易に行えるものとする。 

3.オゾン処理を効率的に行い、かつ異常時などにも必要な処置が容易に行えるよう、有効な制御方式を採

用する。 

4.オゾンと接触し、あるいはそのおそれがある部分の材質は、オゾンに対して十分な耐食性及び強度を有

し、かつ衛生上安全なものとする。 

5.酸素を原料とする場合、酸素ライン、オゾンライン、排オゾンライン、排気オゾンライン等に使用する

機器、弁類、配管及び計装品の接ガス部には、脱脂処理を行う。 

6.発生設備はできるだけ注入点の近くに設ける。 

7.床面積は発生装置などの維持管理に十分な広さがあること。 

8.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

18.2オゾン発生装置 

本設備は、酸素又は空気原料方式とし、オゾン発生器、電源供給装置及び酸素原料方式には、原料酸素

供給装置、空気原料方式には原料空気供給装置、空気冷却乾燥装置（冷却器乾燥機）で構成される。 

1.空気源設備 

(1)空気原料 

大気を空気圧縮機、ブロアで加圧しオゾン発生器へ乾燥空気を供給する方式。 

(2)購入純酸素 

購入した純酸素の貯留槽及び気化装置で構成され、オゾン発生器へ酸素を供給する方式。可燃性ガスの

ため取扱いが難しい。 

(3)酸素富化空気 

吸着剤に対する窒素と酸素の吸着選択性によって酸素を分離し、酸素の含有率を 95％程度にしてオゾン

発生器へ供給する方式。 
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2.オゾン発生器 

オゾン発生器の電極タイプは円筒多管式と平板式があるが、多数の接地電極と高圧電極が設置されるた

め、一部の接地電極や高圧電極が破損した場合でも開放なしに保守して運転継続できるよう、分解・点検

保守が容易な構造とする。また、オゾン発生管は発熱が大きいため、冷却器は十分な冷却能力を確保する。 

(1)構造概要 

ア．発生効率が高く、かつ耐久性、安全性の十分なものであること。 

イ．容量、台数、注入系統の構成は、最小注入量から最大注入量にわたり、連続的に適切な注入が可能も

のとする。 

ウ．本体は円筒多管式を標準とし、機械的強度が十分にあり電気的安全性を有する構造とする。 

エ．本体には、電源装置との接続端子や酸素原料方式の酸素配管、オゾン化酸素配管及び冷却水配管の接

続口を設けること。なお、空気原料方式も同様とする。 

オ．放電管は高精度の仕上げを行い異常放電のないよう特に考慮された、材質、構造とする。 

カ．放電管の取替え及び点検が簡単な構造とする。 

キ．酸素原料方式の酸素配管、オゾン化酸素配管及び冷却水配管等は、適当な口径、材質で、流量計、圧

力計等を備えると共に、配管の維持管理を容易にするため、地中部分はトラフ内に収納するものとする。

なお、空気原料方式も同様とする。 

(2)材質 

ア．本体接ガス部  SUS304 

イ．本体接ガス部以外  SS又はSUS304 

ウ．オゾン化酸素配管、同弁類  SUS304 

エ．オゾン化空気配管、同弁類  テフロンチューブ 

オ．2次冷却水（冷水）配管  SUS304 

カ．N2O5除去装置  特記仕様書による（空気原料方式のみ。）。 

(3)付属品 

1台につき下記を付属する。 

ア．点検口  1式 

イ．基礎ボルト（但し、単独装置のみ。）  1式 

ウ．N2O5除去装置（水洗浄方式）（空気原料方式のみ）  1式 

 

18.3原料酸素供給装置 

本装置は、原料酸素をオゾン発生器へ供給するものである。 

1.構造概要 

(1)本装置は、必要な原料酸素の容積変動に対して、一定圧力に保ち供給しかつ効率よく運転できるととも

に、十分な安全性を有するものとする。 

(2)原料酸素緩衝タンクは、第 2種圧力容器構造規格を準拠し、製作する。 

2.材質 

主要部材  SUS304 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。  

(1)安全弁  1個 

(2)基礎ボルト  1式 

(3)その他特記仕様書による。 

 

18.4原料空気供給装置 

本装置は、大気を空気冷却乾燥装置へ圧送するものである。 
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1.構造概要 

(1)本装置は、必要な空気原料を作るのに十分な容量を持ち、かつ効率よく運転できるとともに、十分な安

全性を有するものとする。 

(2)本装置は、空気圧縮機又はブロワとする。 

(3)空気圧縮機は、オイルフリーピストン往復方式でVベルト駆動とする。吸込口にはサイレンサ（フィル

ター付）を設けると共にアンローダ装置又は圧力スイッチにより自動運転するものとする。 

(4)空気槽は十分な容積を有し、第 2種圧力容器構造規格を遵守し製作するものとし、圧力計、安全弁、自

動ドレン排出器を装備する。 

(5)ブロワは容積式（ルーツ式）でVベルト駆動とする。吸込口にはサイレンサ（フィルター付）を、吐出

側には、圧力計、安全弁、フレキシブル継手、逆止弁、サイレンサを設けること。空気量の調整は放風弁

方式とする。 

2.材質 

ブロワ及び空気圧縮機の仕様は特記仕様書による。 

3.付属品 

1台につき下記を付属すること。 

(1)空気圧縮機の場合 

ア．圧力計  1式 

イ．安全弁  1個 

ウ．圧力スイッチ又はアンローダ弁  1個 

エ．Vベルト、Vプーリ  1式 

オ．ドレン排出器  1式 

(2)ブロワの場合 

ア．安全弁  1個 

イ．圧力計  1個 

ウ．フレキシブル継手  1個 

エ．逆止弁  1個 

オ．吸込みサイレンサ  1個 

カ．吐出サイレンサ  1個 

キ．放風サイレンサ  1個 

ク．基礎ボルト  1式 

 

18.5空気冷却乾燥装置 

本装置は、原料空気供給装置から圧送されてくる空気を乾燥するためのものである。空気露点が高いと

NOxの発生が多くなり、発生器内で硝酸鉄を生成し放電管の寿命の短寿命化や効率低下を招くため、空気

冷却乾燥装置又は空気乾燥装置を使用し、空気露点を－50℃以下とする。 

1.構造概要 

(1)空気冷却器と空気乾燥機は互いに協調をとり最大使用空気量においても、大気圧換算露点が－50℃以下

とする。 

(2)本装置は、冷却器、乾燥機及びフィルタ等から構成される。 

(3)空気冷却器は最大使用空気量において十分冷却できる容量を有するものとする。 

(4)空気乾燥機は加熱再生式又は、圧力再生式とする。乾燥剤には、活性アルミナ、シリカゲル又は同等品

を用い、2塔 1組としてタイマーによる自動交互切替に必要な器具を具備する。 

(5)フィルタはオゾン発生器への粉塵流入を軽減するためのもので、エレメント交換が容易な構造とする。 

2.材質 

(1)空気冷却器  SS＋亜鉛メッキ 
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(2)空気乾燥機  SS 

(3)フィルタ類  メーカー標準仕様 

(4)空気配管  特記仕様書による。 

3.付属品 

1台につき下記を付属すること。 

(1)圧力計  1式 

(2)温度計  1式 

 

18.6冷却装置 

オゾン発生器用冷却装置は、オゾン発生装置から発生する熱を水、冷媒あるいは空気を媒体として系外

に逃がすものである。 

1.構成 

下記の機器により構成する。 

(1)冷水循環ポンプ 

オゾン発生器と熱交換器間の冷水（イオン交換水）を循環するポンプである。 

(2)熱交換器 

オゾン発生器で昇温された冷水（イオン交換水）を冷却するもので、熱交換器の設置が困難な場合は、

水冷チラー方式や空冷チラー方式を設置する。 

(3)冷却水ポンプ 

熱交換器に冷却水を送水するポンプであり、冷却水には浄水、活性炭処理水、オゾン処理水が使用され

る。熱交換器からの返送水は、オゾン接触槽入口より前の工程に戻すことが望ましい。 

(4)膨張タンク 

循環配管は、冷水循環の際に異常圧力が発生しないように設置し、膨張タンク内を含めて冷水は 1年に

1回交換し、運転時は冷水の補給は行わない。 

2.構造概要 

(1)冷却方式は特記仕様書にて指示するが原則として間接冷却方式とする。 

(2)熱交換器は耐食性に優れ点検が容易な構造とし、必要に応じて空気抜き、水抜き口等を設ける。 

(3)チリングユニットは、水冷式又は空冷式とする。 

(4)冷水循環ポンプは長年にわたって漏水がない構造のものとする。 

(5)膨脹タンクは密閉回路となる 2次冷却水（冷水）の温度変化による水の収縮膨脹に伴う応力から配管や

機器を保護するためのもので、耐食性に優れ、点検口又は蓋、配管接続口及びレベルゲージを具備するも

のとする。なお、開放形の 2次冷却水回路には特に必要ない。 

(6)2次冷却水（冷水）は、水道水をイオン交換樹脂に通して得られる水を使用する。 

(7)配管は水漏れがないようにすると共に、必要に応じて水抜き口や空気抜き口を設けること。また、圧力

計、流量計等運転に必要な計器を具備する。 

3.材質 

熱交換器 

(1)多管式の場合 

ア．シェル  SUS304 

イ．チューブ  銅合金 

(2)プレート式の場合 

ア．プレート  SUS304 

イ．枠  SS 

ウ．チリングユニット  特記仕様書による。 

エ．冷水循環ユニット  接液部 SUS304相当 
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オ．膨脹タンク  接液部 SUS304相当 

カ．冷却水配管  特記仕様書による。 

キ．冷水配管  特記仕様書による。  

4.付属品 

1台につき下記を付属すること。 

(1)温度計  1式 

(2)流量計  1式 

(3)流量調整弁  1式 

(4)水抜きコック  1式 

(5)空気抜きコック  1式 

 

18.7電源装置 

オゾン発生器等に供給するもので下記による。オゾン発生管の電極間に高電圧（数 kV～十数 kV）の交

流電圧を供給する。オゾン発生量の調整するため、インバータ、変圧器で電流、周波数を調整する。電源

装置は高調波対策を行う。 

1.構造概要 

(1)電源装置は操作盤、電力変換装置、昇圧変圧器等により構成され、特に電力変換装置、昇圧変圧器及び

オゾン発生器は、1つの電気回路を形成するものである。 

(2)オゾン発生量を 5～100%の範囲で可変できる方式とし操作盤面及び外部から調整できるようにする。 

(3)昇圧変圧器とオゾン発生器の回路の 1線はA種接地とすると共に、高圧充電部は容易に触れることがな

いよう設置された金属カバーで保護する。 

2.材質 

仕様書及び図面による。 

3.付属品 

仕様書及び図面による。 

 

18.8冷却水ポンプ 

本機は、オゾン発生装置用冷却装置に用いる熱交換器（又はチリングユニット）1次側に供給するもの

である。 

1.構造概要 

(1)ポンプケーシングは、衝撃、磨耗に対して十分な肉厚を有し、内面は平滑に仕上げ、水流の抵抗が極力

小さいものとする。 

(2)羽根車は流体力学に合理的な形状で、十分な強度を有し、精密な仕上げを施す。 

(3)主軸はトルク及び危険速度に対して十分な強度を有すること。 

(4)軸封装置は、グランドパッキン又はメカニカルシール方式とする。 

2.材質 

(1)ケーシング  鋳鉄品又はクロム鋳鉄又はステンレス鋳鋼品 

(2)羽根車  クロム鋳鉄、青銅鋳物、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋳鋼品 

(3)主軸  構造用炭素鋼又はステンレス鋼 

(4)共通床盤  鋳鉄品又は鋼板 

3.付属品 

1台につき下記を付属すること。 

(1)共通床盤  1式 

(2)圧力計又は連成計  1式 

(3)同上用コック（弁）  1式 
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(4)逆止弁、弁類  1式 

(5)基礎ボルト  1式 

 

18.9排オゾン処理装置 

1.構成 

下記の機器により構成する。 

(1)排オゾン分解塔 

  オゾン接触設備で反応しなかったオゾンは、無害化して大気に排出する必要がある。排オゾン分解塔出

口濃度は産業衛生学会の作業環境基準濃度に準じる。また、排オゾン分解塔の充填剤は省スペースで効率

的な触媒＋特殊活性炭を標準とする。 

(2)ミストセパレータ 

  排オゾンガスは水分を含んでおり、排オゾン分解塔を通過すると充填剤が濡れ効率が低下するためミス

トセパレータで水分を除去する。 

(3)排オゾンファン 

  クラック等によりRC構造のオゾン接触槽にすき間ができるとオゾン漏洩がおきるため、排オゾンファ

ンにてオゾン接触槽を負圧にしてオゾン漏洩を防ぐ。 

2.構造概要 

(1)排オゾン分解方式は、触媒方式又は活性炭方式とし、効率よくオゾンを分解させるものとする。分解方

式は特記仕様書による。 

(2)排気ファンは原則として、オゾン接触槽がSUS密閉タンク等の場合は不要とし、コンクリート槽の場

合は取付けるものとする。 

(3)触媒方式の場合は、排オゾン分解塔、ヒータ及び分解後の排ガスを大気へ放出するための排気ファンと

これらを操作する操作盤にて構成される。排気ファンの有無は上記(2)項による。 

(4)触媒方式の場合、排オゾン処理剤は触媒と活性炭の併用とし、効率よく分解できる温度にヒータにて加

熱する。 

(5)排オゾン処理剤の取替えを考慮し、取出口及び投入口を設ける。 

(6)活性炭方式の場合は、活性炭又は同等品を使用し、ミスト低減のためミストセパレータ等を具備すると

共に、ドレン口を設ける。 

2.材質 

(1)分解塔接ガス部  SUS304 

(2)排気ファン接ガス部  （オゾン化酸素）SUS304 （オゾン化空気）FRP又は塩化ビニル 

(3)その他  SS 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)触媒方式の場合 

ア．投入、取出口  1式 

イ．ミストセパレータ  1式 

ウ．温度計  1個 

エ．温度調節計  1個 

オ．排オゾンガスサンプリング口  1式 

カ．操作盤  1式 

キ．基礎ボルト  1式 

(2)活性炭方式の場合 

ア．投入、取出口  1式 

イ．基礎ボルト  1式 
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18.10監視・制御設備 

監視・制御設備は以下のものより構成される。 

1.監視制御盤 

処理工程の監視、オゾン漏洩の監視、オゾン処理の制御を行う。オゾン処理制御法として、オゾン注入

率一定制御等がある。オゾン処理流入水に臭化物を含む場合は、臭素酸が発生するので注意が必要である。

臭素酸を抑制する方法として、溶存オゾン濃度制御、pH 制御、接触時間制御等の単独又は組合せで実施

されている。 

2.操作盤 

現場での運転操作のため、オゾン発生装置に操作盤を設置する。 

 

18.11オゾン濃度測定装置 

オゾン濃度測定装置は以下のものより構成される。 

1.発生オゾン濃度測定装置 

2.排オゾン濃度測定装置 

3.排気オゾン濃度測定装置 

4.漏洩オゾン濃度測定装置 

5.溶存オゾン濃度測定装置 

 

18.12オゾン設備諸元 

1.オゾン注入率  特記仕様書による。 

2.発生オゾン濃度  特記仕様書による。 

3.オゾン接触槽接触時間  特記仕様書による。 

4.オゾン接触槽段数  特記仕様書による。 

5.オゾン注入箇所  特記仕様書による。 

6.オゾン注入方式  特記仕様書による。 

7.原料ガス  特記仕様書による。 

 

 

１９ 紫外線処理設備 

 

19.1一般事項 

この節で規定する紫外線処理設備は、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物対策として使用す

るものについて規定する。 

 

19.2設備構成 

1.前処理設備 

2.紫外線照射設備 

3.監視設備 

 

19.3前処理設備 

1.紫外線照射に適する水質とすること。 

(1)濁度を 2度以下に抑える。 

(2)色度を 5度以下に抑える。 
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(3)紫外線（253.7nm 付近）の透過率が 75％を超えるようにする（紫外線吸光度が 0.125abs/10mm 未満

に抑える｡）。 

(4)詳細は特記仕様書による。 

 

19.4紫外線照射設備 

1.必要照射量 

紫外線照射槽を通過する水量の 95％以上に対して、紫外線（253.7nm付近）の照射量を常時 10mJ/cm2

以上確保する。 

2.紫外線照射槽は水流の偏りのない、所定の滞留時間が得られる構造のものとする。 

3.紫外線照射槽を二つ以上の複数基に分けて設置し、一つの設備が故障しても最低限の処理水量が得られ

る設計とする。 

4.地震時の揺れ対策やランプ本体やランプスリーブの破損防止措置をとる。また、停電時の対策として非

常用電源設備を設ける。 

5.機器仕様 

(1)紫外線ランプ 

ア．波長  特記仕様書による。 

イ．点灯時の水銀封入圧  特記仕様書による。 

ウ．電気入力  特記仕様書による。 

エ．変換効率  特記仕様書による。 

オ．ランプ本数  特記仕様書による。 

カ．寿命  特記仕様書による。 

なお、「紫外線照射装置 JWRC 技術審査基準」を参照のこと。 

(2)ランプスリーブ 

材質  石英 

(3)自動洗浄装置  特記仕様書による。 

(4)紫外線強度計  特記仕様書による。 

(5)温度計   特記仕様書による。 

 

19.5監視設備 

1.十分に紫外線が照射されていることを常時確認可能な紫外線強度計を設置し、常時監視する。 

2.紫外線が照射される水の濁度が紫外線処理に支障のないものであることを常時監視する。 

3.紫外線照射槽を流れる水が必要な時間、紫外線に照射されていることを常時監視する。 

4.紫外線ランプの破損及び点灯状況を常時監視する。 

5.原水の常時測定が可能な濁度計を設置する。 

6.詳細は特記仕様書による。 

 

 

２０ 配水池設備 

 

20.1一般事項 

1.本設備は、配水池等（調整池）に設置するもので、流出入弁（電動式）、水位調整弁、緊急遮断弁及び

付属機器からなるものとする。 

2.機器の数量、性能、操作方式及び製作範囲は、特記仕様書による。 

 

20.2流出入弁 
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本弁は、配水池等（調整池）の流量の調整に用いるものである。 

1.電動弁 

構造、材質、付属品は、8.4（洗浄装置）3.に準ずる。 

 

20.3水位自動調節弁 

本弁は、配水池等（調整池）の水位を自動的に調整するもので、フロート式弁（バタフライ弁等）とし、

仕様内容は次のとおりとする。 

1.構造概要 

(1)本弁は、使用条件を十分考慮し、流水による機械的振動及び騒音が最小となるよう設計製作すること。 

(2)本弁は、長期の連続使用にも十分耐え、開閉機構は、振動、弛緩、その他機械的な支障を起こさない、

堅牢かつ安全な構造とする。 

(3)本弁は、レバー又はフロート等の調整で簡単に制御範囲が、調整できる構造とする。 

(4)本弁のフロート表面等は耐食性を有し、軸受け等摺動部は、十分な肉厚とする。 

(5)本弁は、外部から作動状態が確認できる構造とする。 

2.材質 

特記仕様書による。 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)基礎ボルト  1式 

(2)その他必要品  1式 

 

20.4緊急遮断弁 

本弁は、配水池等（調整池）の流出側に設置し、管路の破損等による緊急事態発生時に自動的に管路を

遮断し、災害の防止及び水量確保を図るもので、仕様内容は次のとおりである。 

1.構造概要 

(1)本弁は、電動機又は遮断装置により開閉を行うもので、開閉機構と弁箱は直結構造（一床式）とし、下

部には必要により、据付け用の台脚を設ける。 

(2)本弁は、開閉用歯車減速機、駆動用電動機、手動開閉機構及び緊急遮断装置を備える構造とする。 

(3)本弁は、操作スイッチにより、通常の開閉及び、遮断装置のセットが簡単にできること。 

(4)本弁は、遮断時のウォーターハンマ防止のため、緩衝装置を備え、油圧シリンダにより閉鎖速度が調整

可能な機能を有する。 

(5)本弁は、全開で保持（電源断でロックする。）され、閉鎖は、通常電源装置、補助電源装置（特記仕様

書による）又は自力で行うもので、閉止位置は任意に調整できること。 

(6)開閉機構は、振動、弛緩その他機械的な支障を起こさない、堅牢かつ安全な構造とする。 

(7)減速機は、平歯車とウォーム歯車を使用し、歯車伝導部及びその軸受は、すべて密封箱に収める。 

(8)本弁は、手動でも開閉できる構造とし、自動操作のときは手動ハンドルは回転せず、手動操作のときは

自動操作ができない、インターロック機構を備えること。手動ハンドルは、右回り［開］とし、［開閉］

をマーク表示する。 

(9)通常の電動操作で全開、全閉のとき又は開閉いずれの動作中でも、一定以上のトルクが働いたときは、

各リミットスイッチ又は機械的安全装置により自動停止する。 

(10)弁には、開度指示計を設けると共に、必要により発信器を内蔵し、現場及び操作台等に、それぞれ指

示する。 

2.材質 

(1)弁箱、弁体  圧延鋼材、鋳鉄品、炭素鋼鋳鋼品又はステンレス鋼鋳鋼品 

(2)弁棒  ステンレス鋼 
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(3)弁座  ゴム製又は金属製 

3.付属品 

1台につき下記を付属する。 

(1)補助電源装置  1式 

(2)基礎ボルト  1式 

(3)その他必要品  1式 

 

20.5排水ポンプ 

本機は、配水池等（調整池）のポンプ室及び弁室の排水を行うもので、排水井の水位により自動運転又

は手動運転するものである。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

20.6検水ポンプ 

本機は、配水池等（調整池）の浄水の水質を観測するための、試料水を採水するものである。 

構造、材質、付属品は、2.8（排水ポンプ）に準ずる。 

 

20.7排風機（送風機） 

本機は、ポンプ室内、弁室内等の空気の清浄化及び温度上昇の防止の目的で、強制換気（第 1種～第 3

種換気方法）するものである。 

構造、材質は、1.4（排風機（送風機））による。ただし、 付属品は、2.11（排風機（送風機））に準

ずる。 


