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写真－１　ピグ

SCOPE 工法は図－１に示すように既設の空気弁
に投入口を取り付け，ピグを既設管路内に投入し，
水圧により管路を通過させて，物理的な強い摩擦力
と水流により洗浄し，到着地点に取り付けた排出口
から夾雑物およびピグを回収する工法である。また，
ピグが球形であるため，管路の屈曲部も容易に通過
でき，長距離区間の洗浄が可能である。

ピグの硬さはソフトタイプ（黄：ASKERC 硬
度 2 ～ 5）とハードタイプ（黒：同 10 ～ 20）が
あり，事前に行なう管路内のカメラ調査結果から
夾雑物の状態に応じてピグの大きさや硬さを選定
する。
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図－１　SCOPE工法概要

１．はじめに

供用開始から長期間経過した農業用パイプライ
ンでは，管路内に壁面付着物や沈殿物（以下，「夾
雑物」という。）が蓄積することにより，流路が
縮小され，通水障害の発生や，機能診断（カメラ
調査）が困難な状態となっている場合があり，こ
れら夾雑物を効率的に排除できる洗管工法が求め
られている。

今回，日本水機調査（株）が開発し上水分野で
多くの実績がある SCOPE 工法について，農業用
パイプラインへの適用性を確認するため，（株）
栗本鐵工所と日本水機調査（株）（以下，「両社」
という。）が共同で実証実験を行った。また，こ
の実証実験を踏まえ，農業用パイプライン向けに
両社で開発した SCOPE 工法 AG について模擬管
路試験を行った。

本報では，SCOPE 工法の実証実験結果及び
SCOPE 工法 AG の模擬管路試験結果について報
告する。

２．SCOPE工法の概要

SCOPE 工法は呼び径 75 から 900 の内圧管を
対象とし，写真－１に示す軟質ウレタン製の球形
ピグ（以下，「ピグ」という。）を用いる洗管工法
である。
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標準のピグ通過回数は 3 回であり，投入した 1
球目を回収した後に次のピグを投入する手順を 3
回繰り返している。

工法の特長を列挙する。
・ 不断水内視鏡カメラによる事前調査により，

問題の範囲を確実に把握でき，洗管後の調査
により効果を確認できる。

・ 圧縮性の大きなピグを使用して物理的な強い
摩擦力で洗管することで堆積物・付着物等を
除去する。

・ 球形のピグを使用するため，異形管・拡径・
縮径・曲がり・継輪・山越し・伏せ越し等で
も洗管が可能である。

・ 既設の空気弁等を使用するため，土工事，掘
削，切り管等が不要である。

・ 短時間で施工するので断水時間が短い。4 時
間程度の断水で約 2 キロの洗管が可能である。

・ 通常の放水洗管より使用水量が少ない。

3．実証実験

（1）対象施設の概要
実証実験は石川県河北郡津幡町にある東部第 1

揚水機場で実施した。東部第 1 揚水機場は，河北
潟干拓地内の農地に効率よく配水を行うことを目
的に昭和 60 年に供用を開始した施設である。

実証試験は東部第 1 揚水機場掛かりの揚水管を
対象としており，表－１に示すように，管路の延
長は 3,760 m，管種はダクタイル鋳鉄管および塩
化ビニル管である。

表－１　施設概要

管　種
口　径

（mm）
延　長
（m）

ダクタイル鋳鉄管 450 840

塩化ビニル管
300 2,420
200 470
150 30

計 3,760

（2）実証実験の概要
実証実験の対象とした農業用水路は延長が

3,760 m であり，下流より二方向に分岐する管網
で，口径は最小 150 mm から最大 450 mm である。
また，実証試験の時期は冬期であるがレンコンの
栽培に用水を必要とし，まとまった期間の断水が
できないため，1 日で確実に一区間の洗浄が完了
できるように図－２に示すとおり①～③の 3 区間
に分割し，それぞれの区間毎に 3 回ずつピグを投
入して洗浄を行った。区間毎の概要を表－２に示
す。

図－２　洗浄範囲平面図

表－２　区間毎の概要

路　線 管　種
口　径

（mm）
延　長
（m）

区間① ダクタイル鋳鉄管 450 840

区間② 塩化ビニル管
300 1,050
200 230
150 10

区間③ 塩化ビニル管
300 1,370
200 240
150 20

（3）実証実験の実施詳細
区間①の洗浄は機場ポンプの直下流に写真－２

に示す投入口を設け，機場ポンプを利用してピグ
の圧送を行い，末端に設けた排出口から回収を行
っている。洗浄時の状況は写真－３に示すように，
管路内の夾雑物が洗浄により除去されていること
を確認した。
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写真－２　投入口

写真－３　排出口

なお，区間②および③については，区間①の排
出口として利用した分岐管に投入口を設置し，区
間①と同様に機場ポンプによりピグを圧送して管
水路末端に設けた排出口より回収した。区間②お
よび③についても，同様に管路内の夾雑物が洗浄
により除去されていることを確認した。

（4）洗浄効果の検証と結果
1）検証方法

洗浄効果の確認を行うために不断水内視鏡カメ
ラにて，洗浄後の管路内を調査した。また，ポン
プ圧送能力の確認を行うために圧力と流量の計測
を実施した。

2）カメラ調査

カメラ調査は，区間①の始点に設けた分岐管
と，既設空気弁，区間②および③の末端に設けた
分岐管の 3 箇所を用いて実施した。なお，不断水
内視鏡カメラは既設空気弁の補修弁を利用して設
置し，管路内に水を流した状態で挿入口から最大

で 35 m 程度上下流で 70 m 程度を調査した。
カメラ調査の一例を写真－４に示す。洗浄前は

錆瘤とそれを覆う藻のような付着物が確認できた
が，洗浄後はこれらが除去でき，既設管の状態が
視認できる状況になった。

　
写真－４　カメラ調査

3）圧力および流量計測

圧力および流量の計測には，機場に設けられて
いる圧力計および流量計と，路線①および路線②
の端部に設置した分岐管にポータブル式の計測機
器を設置し，洗浄前と洗浄後の比較を行った。

なお，機場ポンプは圧力を調整する機能がない
ことから，本試験では圧力の変動と流量の変化を
計測した。

計測は管が下流で二方向に分岐しているため，
図－３に示すように二路線に分割して実施した。
計測方法は管路末端の排泥バルブを全開にして排
水し，測定値が安定した後，各計測地点で 30 分
間継続して 1 分毎に計測した。
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図－３　計測路線

30 分間の計測値を平均した結果を表－３に示
す。路線①，②ともに洗管後に流量が約 12 ～ 22
％増加したことを確認した。

2 路線で 2 箇所ずつ計 4 回の調査を実施した結
果，流量と圧力の増加が見られており，洗管によ
って流量が回復したと考える。

表－３　圧力および流量の計測結果

洗浄路線

圧力（kg/cm2） 流量（m3/s）

計　測
地点①

計　測
地点②

圧　力
水頭差

計　測
地点①

計　測
地点②

平　均
増　加
割　合

路線①
洗浄前 3. 52 0. 96 2. 56 247 260 254

11.8 %
洗浄後 3. 78 1. 10 2. 68 284 283 284

路線②
洗浄前 3. 60 0. 85 2. 75 225 207 216

21.8 %
洗浄後 3. 80 1. 11 2. 69 272 254 263

4．今後の展開（SCOPE工法 AGの開発）

（1）SCOPE工法 AGの開発概要
東部第 1 揚水機場の実証実験では，SCOPE 工

法による洗浄を実施したが，ピグを 3 回通過させ
ることから，排水の発生量が膨大になるという課
題が生じた。そこで，その課題を解消するため，
農水用パイプラインを対象とした SCOPE 工法
AG（以下，「AG 法」という。）を開発した。

AG 法は図－４に示すように 1 球目投入後に連
続もしくは所定の間隔を空けて 2 球目以降を投入
し，管路内に複数のピグを通過させるもので，従

来の SCOPE 工法（以下，「従来法」という。）が
最低でも「洗浄管路の容積」×「回数」分の排水
量を伴うのに対し，AG 法では 1 回分の排水量に
各々 2 球目，3 球目の間の排水量が加算されるの
みとなるため，洗浄に必要な排水量の大幅（従来
法より 50% 以上）な低減効果が見込める。

図－４　AG法の概要

（2）AG法による模擬管路試験概要
AG 法における排水量低減効果と洗浄効果を確

認するため模擬管路による洗浄試験（以下，「模
擬管路試験」という。）を実施した。模擬管路は，
図－５に示すように口径 100 mm（透明 VP 管，
内径φ 104 mm）×全長 107 m で，管路内に夾雑
物として実際の分水工から採取したシルト混じり
粘土を管路内径の約 1/4 のレベルで全長に充填し
た（堆積物重量約 300 kg，含水比約 120 ％）。なお，
夾雑物の充填は自然堆積に倣い，投入口から少し
ずつ夾雑物を投入し，水流で徐々に夾雑物を押し，
管路全長でほぼレベルが均一に行き渡った時点で
水流を止めて，3 日間静置した。

この模擬管路を所定の間隔を空けて投入した 3
個のピグで洗浄し，洗浄時間や夾雑物の排出状況
を記録した。ピグ通過順序は，① Y-120（黄：ソ
フトタイプ，直径 124 mm，管内径比 1.19）→②
B-150（黒：ハードタイプ，同 157 mm，同 1.51）
→③ Y-180（黄：ソフトタイプ，同 185 mm，同
1.78）とし，①で比較的軽い堆積物の除去と流路
の確保，②で少し強めの摩擦力による内壁付着物
の剥離，③で仕上げという洗浄工程を想定した。
管路内の流速および圧力は，従来法の標準値とし
て設定した 0.7 m/s，0.3 MPa とした。
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（3）AG法による模擬管路試験結果
模擬管路試験における洗浄中の状況を写真－５

に示す。ピグ前後の夾雑物の量から 1 球目で取り
きれなかった夾雑物を 2，3 球目が各々回収して
いることを確認した。また，写真－６は洗浄前後
の様子を示しているが，管路内の夾雑物をほぼ全
量除去することができた。

写真－５　洗浄状況

図－５　模擬管路概要

写真－６　排出状況

模擬管路試験結果を表－４に示す。ピグの間隔
は予備実験の結果から② B-150（黒）の遅れ分を
見込んで開始時の間隔を設定した。その結果，終
了時点の 3 球の間隔はほぼ均等となった。各球の
移動速度は① 0.24 m/s，② 0.21 m/s，③ 0.22 m/
s であり，②が最も遅くなったのは，①，③のソ
フトタイプに比べ硬度が高く，管壁との摩擦が高
いためと考える。また，夾雑物がない場合と比べ
ピグの速度は半分程度に低下しており，夾雑物に
よる抵抗が作用していると見られる。
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表－４　模擬管路試験結果
項　　目 詳　　細

ピ グ 投 入 順 序 ① Y-120，② B-150，③ Y-180

ピグ間隔（m）
開始時 ①－②  6.7 m，②－③ 21.0 m
終了時 ①－② 18.4 m，②－③ 16.9 m

管 路 内 の 流 速 0.7 m/s　
管 路 内 の 圧 力 　0.3 MPa
洗 浄 時 間 （ 分 秒 ） 　5 分 20 秒
夾 雑 物 排 出 状 況 　全量排出（約 300 kg）

従来法と AG 法の水量および洗浄時間の比較
を表－５に示す。AG 法は従来法より排水量で約
67 ％，洗浄時間で 59 ％の低減効果が確認できた。

表－５　従来法とAG法の比較

項　　目 排水量
（m3）

洗浄時間
（分秒）

従 来 法 2.7 13 分 06 秒
A G 法 0.9 5 分 20 秒
差 異 1.8 7 分 45 秒
低 減 率 67 % 59 %

5．まとめ

SCOPE 工法の実証実験を石川県河北郡津幡町
にある東部第 1 揚水機場で実施した結果，管路内
の夾雑物が排出され，流量が路線①では洗浄前よ
り 11.8 % 増加，路線②では洗浄前より 21.8 % 増
加していることから，ポンプ圧送能力の改善に効
果があることが確認できた。

また，SCOPE 工法の特長を生かしつつ，使
用水量を削減し，洗浄時間を短縮するため，
SCOPE 工法 AG を開発し，模擬管路による洗浄
試験を実施した。その結果，従来法と同等の効果
を得ながら，排水量で約 67 ％，洗浄時間で 59 ％
の低減効果が得られ，コスト低減に寄与すること
が分かった。

今後も，SCOPE 工法 AG の更なる使用水量の
削減，洗浄時間の短縮に向けて開発・研究を継続
し，市場のニーズにマッチした洗管工法を提供し
て社会に貢献できるよう努める。

以　上


