
  
  私と漏水防止

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 馬場,操
発行元 水利科学研究所
巻/号 22巻5号
掲載ページ p. 76-89
発行年月 1978年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



私と 漏 水防止

馬場操

1. 水道管の漏水

水道企業体において，漏水とは水道の「鬼っ子」 的存在である。健全な企業体の運

営は当然，配水量をいかにロスを少なくして料金化できるかにかかっている。この配

水量の料金化が有収率となってあらわれるわけだが，その過程でロスの大分が漏水に

よるものとみてさしっかえないであろう。

この 「鬼っ子」は実にさまざまな姿をしている。大別すると地表面や給水栓などの

漏水のように，目でみて誰でも解る地上漏水と，地下深いところで発生し地中へ浸透

して目に見えない地下漏水とに分類できる。ふつう この作業に従事している人たちが

漏水といえばこの地下漏水を指す。

地上漏水は誰でも容易に発見し簡単な調査で迅速に修理できるが（これも近年は舗

装の高級化により地表漏水個所の真下ではない場合があるので精密な調査を要するこ

とが多くなっている〕，問題は地下漏水である。これこそまさに 「鬼っ子」である。

諺言にいう 「憎まれっ子世にはばかる」で，自に見えない場所をさまよい歩くのでこ

れを捕捉することは大変な仕事でもある。

以上のように，つくられた水道水が，なにかの原因で水道施設からむだに失なわれ

るのが漏水である。

2. 漏水防止

漏水防止とは水道施設の維持管理部門の一分野で，この地下をさまよい歩く「鬼っ

子」の漏水を捕捉退治する ことにより，有収率をあげることに没頭する作業である。

この地下に逃げていく水を捕えるには漏水の音を追い，キャッチすることが一般に
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普及されている方法である。これを漏水調査と称する。もちろん最近は機器の開発に

より種々な工法があり，その追跡方法も近代化されてはいるが，これらの機器は市場

性が無いためかその開発速度は遅く， 一都市または小規模業者が研究しているにすぎ

ない。したがって，漏水探知作業はいまだに漏水音を追うということになっている。

よく，漏水防止とは「縁の下の力持ち」と言われ，水道局の技術屋仲間でも敬遠さ

れがちなポストである。しかし，建設業務も一応の段階が終わり，現在は維持管理部

門に陽が当ってきたようであり，漏水防止についても，第三の水資源として注目され

てきた。すでに15年前ごろからそのきざしはあったが，昭和46年からの好景気で水需

要がかたまり，そのテンポが早まったようである。

水資源、の澗渇と，水需要の増大，すなわち供給と需要のバランスの予測がたてら

れ，水不足時代になるとの警鐘が関係各省で言われ，これらの諸事情から水は国の資

源であるとの認識を水道界にも通達され， 「水資源の有効利用に関する行政監察」が

昭和49年，行政管理庁により発表され，厚生省においても，水道の漏水の問題が取り

上げられ，その基本的構想として有効率の90%目標を示されて漏水防止対策強化を通

達し，今日に至っている（第 1,2表参照〉。

このことは，漏水防止が従来多額な開発投資を行なって 「つくられた水」の流出防

止という企業体の「経済的見地」から，さらに水資源の有効利用という 「資源的見

地」からの必要も増大し， より重要なものと認識されたためで、ある。以上が，漏水防

止の認識の変化で，私が漏水防止に従事した頃からみると格段の差があり，誠に感無

量のものがある。東京都の水道局はこの漏水防止対策には多くの資金と人員を投入

し，この問題と取りくんでいるが，これは震災と戦災という他に類を見ない災害を受

けたためである。また他都市においても通達以前から漏水防止が強化されつつあった

のは，水資源不足と急速な都市の近代化に伴う都市構造の変化と戦後水道普及を急ぐ

第1表 厚生省の配水量分析

(1) 料金水量

有収水 量 (2) 分水量

(3) その他
有効水 量

(1）メーター不感水量

自己 水 量 無収水 量 (2) 局事業用水量

(3) その他

(1) 調定減額水量

無 効 水 量 (2) 漏水量

(3) その他
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第2表東京都の配水量分析

（単位 ．千nl)

項～～～目一一一 －－－－－手 ＿＿: 49年度 ？ら 50年度 ？ら

配 水 量 1,691,569 100.0 1,758,801 100.。
有 効 水 量 1,309,098 77.4 1,400,828 79.6 

有 収 水 量 1,230,398 72. 7 1,323,968 75.3 

調 定 水 量 1,171,641 69.3 1,282,093 72.9 

分 水 量 58,311 3.4 41, 347 2.4 

補 償 水 量 466 528 

無 収 水 量 78,700 4. 7 76,859 4.3 

メーター不感水量 62,588 3.7 61,558 3.5 

漏水控除水量 7,917 0.5 8,794 。目5

局 用 水 量 7,594 0.5 5,804 0.3 

［刃巳内 与外f'ニ 差 水 量 601 703 

無 効 水 量 340,157 20. l 341,207 19.4 

漏 水 量 284,335 283,167 16.l 

そ の 他 55,822 3.3 58,040 3.3 

不 明 水 量 42,314 I 2.5 i 16,767 1. 0 

あまり粗悪な資材の使用，地震，大火事の被害等により漏水が多発したからであろ

う。

3. 震災と漏水

東京市の近代水道は明治31年12月1日給水開始以来，近代文明の足音と，産業，工

業の近代化に伴って，急速に発展した。都市の人口集中化は著しく，当時の都市計画

をはるかに越えるものとなった。当然水道施設の拡張は急務となり，拡張，拡張の連

続で，基本計画を越えたものになり，その結果，維持管理面への配慮が薄れたことは

想像される。

大正12年9月1日に関東大震災が起き，東京市はかつて経験したことのなかった壊

滅的打撃を受けて，水道諸施設も無惨な姿となり，特に被害の大きかったのは配水管

以下の諸施設であった。 「水は生命である」との言葉どおり，どんな災害であろうと，

水は生きていくうえで絶対に欠くことのできないものである。焼跡に集まってくる人

達が先ず求めるのは，火でも電気でも電話でもない，水であり，食糧である。

あたりまえのことを，私がここで強調するのは，震災，戦災の教訓がともすると忘

れがちになる。当時はまだ井戸が少しは残って利用もできたが，現在では，その井戸
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も飲料に適していないため， そのほとんどが姿を消している。良質な水のでる井戸設

置の確保問題は地震対策としては，最重要なことではなかろうか。

大震災接近が言われその対策の中に水道施設防護は研究され，実施もされつつある

が， 4万km＇もある長い施設の防護は不可能であろうし，防護にも限度がある。震災

当時の資料によれば水の出ない苦情が水道局に殺到し，復興計画は後まわしで，先ず

水を出すことで終始したようである。このようなことから水道の復興計画は遅れ，都

市計画とのギャップも生まれてきたのである。このことが，後になって，道路管理面

との間にむずかしい問題となって残った。いまだに水道管が道路の中心や，宅地の中

を通っているのは，災害時の復興計画の落し子であろう。

震災時は各所で配水管の折損，脱出，家屋の焼失による放栓などにより，水圧は保

持できず，断水状態が紛れ、たが，これ等の障害はどうしても応急処置が多くなり，完

全な修理は望めず，一応の処置が終わった後に地下漏水となるものが多くなった。こ

こで，はじめて配水係の中に漏水調査班が発足したのである。当時は開栓器に直接茸

を当て，漏水の音聴を調査したのであるが，その後音聴俸が開発されて，継続的にこ

の作業が実施された。このようにして先人達が，日本で初めての漏水防止作業を，現

在のような器具もなく，戦災までfこ80%の有収率をあげたことは驚異である。

4. 戦災時と戦後の漏水防止

(1) 60%の漏水

震災の復興がようやく軌道にのり順調に有収率が延びつつあった施設が， またもや

東京大空襲による戦災で破壊され，先人たちの苦労は水泡に帰した。

終戦直後の東京水道は送水量の60%が漏水し，料金化されたのは40%のうちの20%

と言われた。このような状態であるため，水の出る所と出ない所があって，水がでな

い所からは「すぐ出せ」との苦情が殺到し，給水の処置と漏水の処置とが入りくんで

混乱したものである。その 1年後には復興計画が立てられたが，人口の都市集中化が

急速に治まり，飢えと放心した人びとが群れ集まった。しかも進駐軍とし、う至上権を

持つ組織があり，その対応策にも追われることになった。

このような状態の中で戦後の水道復興が始まったのである。当時，私は配水係に所

属し，漏水防止を担当することになったが，局全体が破壊された施設を復興し迅速に

給水するという一大目標に一丸となっていたころであるから，ほとんどすべての職員

が漏水している放栓を止めて歩く毎日であった。この焼跡の放栓を止め歩くことが戦

後の漏水防止の第一歩であった。

放栓を止めるというと聞こえがよいが，実は鉛管をハンマーでつぶして歩くのであ

る。放栓にも 2種類あるわけで使用している放栓と全く使用していないものがある。

この使用している放栓が全くやっかいなもので担当部所に報告するにも番地目標なし
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では報告のしょうがない。また，老婆子供に「止めないで下さし、」と拝みたおされる

始末にもなるし，せっかく量水器を取付けられたものでも，蛇口が盗まれて，これを

放栓と間違ってつぶしてしまう等，全く子がつけられぬ状態であった。一時この蛇口

どろぼうが横行して，放栓が漏水よりも多くなったこともあるほどであった。

その後，幹線道路の掃除が終わり，止水栓閉止による施工ができよるうになったが

細い道路については整備ができないため鉛管つぶしは続いた。ょうやく分栓閉止，止

水栓閉止による施工ができたのは約 1年後のことであった。この頃占領軍が上陸し，

駐屯地が各所に設置され，その場所は絶対に給水しなければならないのである。した

がって，長い路線を調査の上，不良支線を断水するのであるが，断水された住民から

は，追い固され，進駐軍からは命令を聞かないと「沖縄行きだぞJとおどかされ，ま

ったく立つ瀬がなかった（沖縄行き＝進駐軍への無料軍夫のこと〕。 またその頃，進

駐軍の命令で，鉛が潜在戦争物資であるとのことで鉛管の掘上げが命ぜられたが， こ

れの施工がまたまた泥俸を誘発した。当時金属物は非常に高価なため，水道局員と称

してこれら泥篠が横行したが，取締りを警察に依頼すると逆に局員が逮捕される始末

で，身分証明のパッジ（当時の土工は直接雇用でなかった〉を土工にも携行させたも

のである。

このような戦災直後の処理を経過して，道路の掘削許可制度や，道路整備の法制化

へと移行していった。また，水道局も漏水防止の計画的作業への確立へ・歩を踏み出

していった。しかし残管による漏水は東京水道の「ガン」にもなっているのが現状で

あり，当時の事情は以上のような混乱のなかで「ガン」が生まれたものである。

121 箱番舎による計画漏水防止

箱番舎による漏水防止作業は震災後より設けられたもので今で言う詰所である。こ

のシステムは三坪程度のパネル式で，これを大八車にのせて，移動して歩くもので，

言ってみれば，やどかり漏水防止班とでも名づけられるものである。戦災後もこのシ

ステムを継続したが構成は監督l人，職工4人，人夫4人で，計9人が l組をなして

いたように思う。当時の機材は鉛管接合道具2組，音聴棒5本，他に掘削道具，ハン

マ一等簡単なものであった。

この箱番舎を3班程集めて，漏水防止詰所を設置して計画的漏水防止が始まった。

戦災で焼失をまぬかれた僅かな資料をたよりになんとか区画を形成したものである。

当初の作業区画は，配水管延長を 5,000m程度に区切って設定したが，以後の拡張新

設により 5,000m区画が，実際には 1万mにもなってしまった。このため急逮当初の

区画の内をさらに2,000～3,000mに区分して新たな作業区画とした。

この作業区画毎に漏水量を測定し，許容漏水量範囲に入るまで，漏水調査，修理を

して，区内を転々として歩いたものである。当時の漏水量の狽lj定範囲は，配水管と給
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水管の公道部分すなわち乙止水栓までを施工するもので（現在は給水管の量水器ま

で〉あった。

ここで，簡単に漏水量について説明すると，これも 2種類ある。区画毎に測定した

漏水量と配水量の分折によって生じる漏水量である。この分析は非常に困難なもので

各区画毎の測定漏水量の集積では， 経年変化による再漏水，すなわち復元する漏水量

が含まれなくなるためで，配水量から分析されたものとの相違が大きくなる。現在で

はほとんど配水量の分析から全漏水量を推定されている例が多L、。またこの分析方

法，算出項目の適用等が各都市によって，大きく相違するため，比較評価することが

できず，この不備を是正するため，厚生省は，前掲第 1表に示すような，配水量分析

方法を指導した。この当時，私の班は特に合併せずに残ったが，この班を人呼んで独

立ぐれん隊と称されていた。

(3) 独立ぐれん隊

昭和26年ごろは，まだ戦後の混乱から抜け切れていない頃であった。泥俸，流れも

の，ヤクザまがいのもの等得体の知れない人達が多くいた。また私自身が上司に反抗

する不良児であったため，毒をもって毒を制するのたとえで職員もいわゆる成績不良

者が多かった。このような職員や人夫を組織して，私の漏水防止班がつくられ，作業

にあたっていたわけで、ある。このようなわけで私の班は「独立ぐれん隊Jと呼ばれ，

自他ともに認めていたものである。

この作業の成績を上げるには，従事する人間との信頼関係が確立されなければ効果

があがらない。いかによい機器を使っても，最終的には調査，修理は当事者の責任感

にかかってくる。漏水防止作業程，個人の技術と責任に左右されるものはないと思う

のは，今も変わらない。このことは作業性質から 1人1人のチェックはできないし，

また，漏水が自に見えないからでもあろう。そのため，漏水防止作業の監督は，し、か

に作業者達の人心を把握し，相互信頼関係を樹立し，技術向上を助言するかにかかっ

てくるが，その指導は先ず自分自身が作業ができなければならなし、。むろん他の作業

でもそうであろうが，この作業ほどそれが重要で、あることは他に類をみないと恩われ

る。

従事者に馬鹿にされたら終りである。 当時の配給制度の中でやみ米を工面しつつ，

掘削， 接合，配管等作業者の業務を貧弱な体にむち打って習得したものである。

当時は未だ戦前のシステムが残 り，監督は神様的存在であったが，独立ぐれん隊は

そうさせてくれなかった。私にとってこの経験は今にして思えば最高の幸せであっ

た。いまだに現場へ行けば「できなし、」 「ではオレがやってやる」ということがで

き，したがって従事職員はこの民主主義時代でも，まちがった命令で、も従ってくれ

る。ありがたいことである。ょうやく作業が一人前になってくると，また職員の入替
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えで，苦労した仲間とわかれるのはつらいものである。いまだに当時のぐれん隊の集

まりは続いている。

(4) キティ台風

当時私は現在の江東区富岡町のはずれの潮見橋祭の小公園に家族共々箱番舎に住ん

でL、た。その時代でも大きな台風等があると待機制度があり，その日はちょうど会が

あるため報告書を持って本局におり，台風が来るとのことで待機を命ぜられたという

と格好がよいが実はザル碁のお相手である。昼間は電話で事故の報告などがあるが，

夜間はそれも聞があるため眠ってしまうと大変なことになる。碁などして眠気を払う

ためである。ょうやく台風もおさまり帰宅中永代橋までくると当時は富岡町の潮見橋

までは見通しができたものであるが白いテントが見えないのである。門前仲町まで来

るとこんどは箱番舎が見えるのにこれも見えなし、。シマッタ家族はと思う と，自転車

に乗って水の中をどうやら走っていたが，その自転車もほ うりだし，かけだして箱番

舎にたどりつくと箱番舎は土台だけ，テントは跡かたもなく，家族はと見れば人気も

ない。あぜんとして立ちすくんでいると，そばの鉄筋建の公衆便所で子供をあやす声

がする。飛んで行って見ると家内と子供であった。公衆便所に避難したのであった。

今にして見れば僅かな家財であるが， 当時は貴重な衣類等がほとんど海に流されてし

まった。この時のぐれん隊連中の諸々の厚意は今だに忘れられない。会合のときなど

親分のあの時の顔は，とよく ひやかされるが，いまだに夢見ることもある。

(5）簡易作業法への移行

ょうやく世情もおさまり前記の計画作業による施行が順調に進んできたが作業の遅

れが見えはじめた。これに対応すべく漏水多発地と新設個所を同一年で巡回するのは

不合理なため，これ等地域を7年， 5年， 3年の巡回区域に分けたが，これでも回転

が遅いのと道路構造の変化（側溝がL字形溝となる〕のため乙止水栓位置がちょうど

車輪の下となり，止水栓整備をすると漏水が多発したため，止水栓を廃止した。当初

は車道部分の廃止であったが，この区分は水道局の希望ととられ現在は公道部分には

止水栓を設置しなくなってしまった。しかしこのことは漏水防止作業の現場にとって

は発見が相当困難になった・因である。また計画漏水防止作業の測定による各種作業

が中止されたため種々の欠陥も生じたが， ・方簡易漏水調査は音聴調査と修理だけを

施工し，防止漏水量は計量器で直接傷害個所より測定する方法をとった。初年度は修

理件数が大幅に増加して防止量も飛躍的に延びたが， 5年をすぎるとその効果が落ち

はじめた。これは舗装が高級化され，発見しやすい漏水はさがしつくしたためで、ああ

うeそこで現在は施工区画延長の1/3を計画作業区画としている。
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(6）大八車とリヤカーと軽四輪車

戦後漏水防止の経過を語るにはこの表題が一番適している。前項においても述べた

が，終戦直後は作業には大八車に器材を乗せて毎日作業したものであるがこの時すで

にガス会社ではリヤカーを使用していた。当時雨がふると合羽は自前でゴム長靴など

はとんでもない「ゼイタク」であった。役所から支給された合羽はミノであった。当

時でも珍しいものであったので道行く人がわざわざ見物に立止まり，はずかしいので

全部自前で、取揃えたところ，上司よりキツイお叱りを受けたものである。大八車にお

いても然、りで，江東区の門前仲町より港区の芝浦倉庫まて、大八車を曳いて歩くと， 1 

日行程では荷物が重いと無理で， 2日もかかったこともあった。ようやくリヤカーに

なり，助かったと思ったら相手のガス会社はもう軽四輪車である。なぜガス会社と較

べるかというと，現場でよく 一緒に掘削工事が行なわれることが多いためで、ある。

京橋にようやく箱番舎から詰所（常駐〉ができたのは昭和32年頃であったが，この

頃タイ国からの研修視察の一行が来た。この一行が上司との座談の席で漏水防止の工

法，技術は勉強になったが，修理の機動性（自動車の設備〕がないとの言葉があり，

我々もまたこのことを陳情していたためであろうか，その頃ょうやく自動車が配属さ

れたのである（他のセクションでは相当の数が配車されていた〉。このことからも当

時の漏水防止班の位置がおわかりになると思う。この当時昇任試験が行なわれたが，

現場の人聞は試験などは受けなかった。後に上司に説得されてようやく合格したもの

で，いかに現場は実力でこいと言っても，なかなか認められないことが解ったのは後

のことであった（退職後はまたまた変化して地位よりは現場実力と変わっている〕。

5. 漏水防止と緊急対策

(1) 渇水対策と漏水防止

昭和39年，東京オリンピックをひかえた夏は，大東京が水ききんとなりで，それこ

そ水道局全体がこの問題にあけくれていた。 8月15日渇水対策本部がついに第5次給

水制限を回避するため，最後の手段として，ぎりぎりのパノレブ操作を実施した。

第4次制限は節水率45%であったが，これを50%とすべく仕切弁操作を30%増加す

る事であった。

当時，私は，南部第一支所配水課の池上出張所長として勤務していたが，制限給水

が始まると職員はほとんど昼夜兼行の作業を続けてほとんど帰宅もできないほどであ

った。従来の業務である漏水防止作業は，当時地上漏水があると都民の非難を受けこ

れも放置できず，二重作業を強いられていたのである。当時のY週刊誌に取材された

が，その表題は「夏に泣く人」とあった。全くそのとおりであり， 50kgの体が4～5

kgやせた記憶がある。
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(2) オリンピック関連工事

この関連工事はこの渇水対策と前後して施工されたもので，当時は緊急対策工事と

して最重要工事とされた。その工事量は膨大なものであったが，職員の急増は望まれ

ないため，どうしても漏水防止の職員が動員されることになった。緊急工事は手当も

あり，新設鉄管工事ができるということは水道工事にたす．さわる人達にとっては，最

高の機会だとL、う認識があるため，希望者が相次いだ。また漏水防止の出張所でも，

当然のように工事の割当てがあった。このようなことはどうしても漏水防止の人達は

予備軍に扱われることになってしまい，本来の業務に対する意欲をそこなう大きな原

因ともなった。

6. 突発事故

突発事故とは通常鉄管破裂による事故のことであるが，東京都においては被害のス

きいものか，または本管の破裂事故のことを称している。

現在ではこれら突発事故は各支所の漏水防止課で行なっているが， 当時の漏水紡止

班は 350mm以下の小管と給水管を相手にしていたため，大きな管の突発事故は他の配

水謀工事係に持ってし、かれてしまうこともあった。現在のように明確になった組織下

では漏水防止課は13mm小管から2,500mmの大口径管までが修理分野に入っている。

私の扱った突発事故は，少なくとも 100件以上と思われる。特に記憶に残るのは現

NH  Kの横の織田フィーノレドにおける し500mmの破裂事故である。その概要は断水戸

数2万戸以上，そのほかに濁水 5,000戸，冠水20戸，土砂の流出 lOOffil以上，石垣の

破損3ヵ所， 修理日数4日間であった。この事故の担当はS出張所であったが，破裂

個所はフィーノレドの中腹が，陥没しているのみで、正確な位置が不明なため，調査を依

頼されて，そのまま修理まで指揮をとってしまった。

通常の突発事故は地表の真上に出るため，工事の規模が大きいのみで，地下漏水に

比べると技術的にはむずかしいものではないが，市街地であるのと， 交通障害で水道

局としては大騒ぎになることが多L、。しかしこの突発事故は事故個所が不明で陥没個

所はあるが，その穴の中は後の土砂崩れで出水口は不明であった。

この管は重要幹線で， 当時はまだ連絡管が小さく，異常な断水戸数がでて しまっ

た。このため工事は緊急を要し，管の位置はフィールド上と， 道路の部分から探知し

連絡させて推定したと ころ陥没個所がその線上であったので，この個所より出水口

ぐ漏水のみずみち〉を求めた。出水口は約3mの掘削で判明。これにより誤認の危険

があったが，本修理の掘削を施行した。運よく管が出て，破裂個所も推定で‘きたのは

2日目である。管の取替は3日目の夜であったがマスコミの取材のフラッシュの た

め，管の据付けを指示していた私は管が見えなくなって立往生してしまう始末であっ

た。ようやく復旧し，通水したのは4日目の夜であった。その間の睡眠は1時間ぐら
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いであったろうか。 3o有余年で3日3晩の連続工事は2度であった。 3日目になると

人間は立ったまま眠れることを発見した。立ち止まり，なにかに手が触れるとそれを

握り， そのまま眠れる。不眠症としみ病気があると聞くが，一度この療法をお勧めし

たいものである。

しかしこの後が大変であった。いろいろの批判がでるものである。人の仕事を取っ

た，復旧が遅い，工費が高すぎる，等々である。直接の批判はありがたし、し，反省す

ることもできるが，陰口は全く手のつけられないものである。噂では弁明のしょうも

ない。人の仕事を無責任に批判したこともあったが，このときから反省し，疑問を生

じたときは直接聞くことにしている。これがこの工事の私への最大のプレゼントと思

っている。

7. 技術指導と機器の開発

昭和43年4月に水道局給水部漏水防止課に指導係が設置された。この係の目的と分

掌は次のとおりである。「漏水防止に関する機械 ・器具の研究，開発，作業方法の改

善，技術指導に関すること」となっている。

私は初代の係長として選任された。出張所長，工務係長など，新しいポストが設置

されるとその任に当ることが多かった。戦後において漏水防止関係機器として初めて

試験的に導入されたのは昭和25年に金属管探知器と漏水発見器であったが，使用方法

がむずかしいのでお倉入りになっていた。昭和28年N社電機製作所において，研究開

発されたものを，現場へ導入したのが最初であったろう。この器具は相当数が購入さ

れたようであったが，私の班への支給はなかった。ょうやく 国産のものができたので

あるが，多くはやはり取扱いのわずらわしさと旧来の俸音聴方式（俸音聴による漏水

調査と，打音による棒音聴での管の位置調査法〉との性能の相違が少なかったためか

普及されにくく，現場ではお倉入りが多かったようである。いまでは漏水防止作業の

三穫の神様といわれるのは改良された金属管探知器，漏水発見器，ボックスロケータ

ーの三種である。

(1) 金属管探知器

この器具は電磁波を水道管に与えて，その電磁波を探知するものであるが，次の欠

点、がある。

(a）他の埋設してある金属管に移行して誤認する（条件による〉。

(b) 初期のものは，電力ケーフツレの発信する電磁波と混同する（現在は分隊されて

いる〉。

(c）遊離された電磁波により，全然探知できないことがある。

(d) 深度が 2～3mまでで，より深いものは探知できない。
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これらの問題があるので，これの改良と実験が課題となる。また，その器具の特性

をつかまないと現場は一度不信となると使用しないことが多いので，技術指導は注意

しなければならなし、。

(2) 漏水発見器

(a）音聴棒

この器具は簡単なもので付属水道管施設の制水弁，消火栓，止水栓，量．水器等から

直接音聴をとり，音の種類を聞きわけて漏水を発見するものである。簡単な操作で取

扱いができるので普及されているが，これをマスターするには普通3～5年かかると

言われている。

(b）漏水発見器

この器具は漏水音を地表面からピックアップを使用し聴音する ものと，水道の付属

器具に稼（軟鋼〕を接触させて，アンプに音を入れ，これを増幅する 2つの方法があ

る。いずれも，レシーパーで聴音する。やはり 3～5年の経験が必要とされており，

かつ個人能力の差が多いようである。

(3) 波型分析法

この方法は漏水音の波型を調査して，一定のパターンを知り，特殊な漏水発見器を

つくり探知する方法であるが，現在研究を進めているものである。しかし漏水音は，

材質，土質，深さ，水圧の差等でその音波は著しく変化するので，この方法もむずか

しい条件がL、るようである。

そのほかに，相関法，徴圧差法（漏水による圧力の変化〉， 赤外線の利用法，ガス

トレーサ一法，放射線法，ボーリング法等があるが，いずれも現在研究中である。い

ずれをとっても，現場は理論でなく ，作業効果があがり，操作の単純なものでないと

使用されないことが多し、。

(4) ボックスロケーター

この器具は主として電磁波によって金属性の消火栓釜，仕切弁鉄蓋，止水栓鉄蓋な

どを探知する器具で，操作が簡単で普及されている。

(5) コック リさん

T市において， 使用されているものが，マスコミに取り上げられたもので，これの

調査を命じられた。この方法はアメリカインデアンの水さがしの道具を利用したもの

である。

当局においてもT市に出向して調査し，その方法を各職員に指導し，約1ヵ月間の
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実績を求めたと ころ， 意外な結果がでた（第3表参照〉。

非常にずさんな調査であるが，この結果から見ると，年齢の高いほどよい成績で，

学歴の低い程よい結果がでた。そこで私の成績であったが， 40～50歳以上の組でどう

やら施工できる。 上司である人（30～40歳）にテストしてもらったが， 使えなかっ

た。この人は全然頭からの否定論者である。このような結果から見て，局としての採

用はしなかった。

この方法は8番線程度の針金を90度に幽げ，短い方の長さが20cm，長い方が40cm程

度とし，これの短い方を両手で1本ずつ持って，長い方を水平に保持して，静かに前

方に歩く 。下に埋設物があると，自然に開くのである。私の調査では，無意識に開く

が，これは手が作動しているようで，人間の潜在意識を利用したものであろう。

(6) 漏水音について

現在漏水探知の方法は，主としてこの漏水音を探知する方法をとっているが，この

漏水音の性質ほどむずかしいものはないようである。これは東京のような都市では，

他の雑音により妨害されることが多く，純粋な漏水音は星を見るのと同様なむずかし

い条件が必要であるが，土中では同ーの条件は望めないので各漏水音が違ってくるの

である。

漏水音とはどんな音ですかと関われるが，答えようがなく，「千差万別」と答えざ

るを得ない。どう して判るのかと聞いなおされると， 「勘」ですと答えるよりなく，

また声で表現することもできないものであり，したがって，伝承することができな

周波数で、表現すればlOOHz～lOkHz位あるが，深さによっては2kHz以上の高い周

波数のものはかなりの音圧があっても減衰波長のはげしいものである。いずれ機会が

あればくわしい説明をしたい。
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(7) 都市における道路の役割l
都市における道路は交通上の目的で施設されるほかに，都市の神経で、ある電信，電

話，動脈である水道，電力，ガス，静脈である下水道が布設されている。漏電，漏水，

ガスの漏洩等の事故をいかに防ぐか，またこのことは他の埋設物への影響等も無視で

きない。道路下の構造は，各企業共同で研究開発されなければならないものと恩われ

る。

(8) 技術指導について

漏水防止作業における技術指導はむずかしいものである。特に音聴作業について

は，先にのベたように伝承することができず，ベテランの人に同行させて，現場で体

験させるのがよし、。しかし 1年ぐらいが指導限度で，あとは一人だちさせるが，やは

り誤認が多いので，ボーリングにより確率をあげることを10年前から指導している。

しかしこの工法も，他の埋設物に危害を与えることがあるため，漏水指示個所を，特

に正確に出すことが必要であるときに利用する。この例のように，末端現場技術でも

一応の教育がすむと， 次の新しい工法，器具を開発しなければならなし、。したがって

指導は開発が伴うようである。

凍結工法も昭和43年に開発したものであるが，これは小樽市において， ドライアイ

スを利用していたものを，人工液体空気を使用して工法を変えたものである。

人工液体空気とは，液体窒素と液体酸素を混合したものである。当時は混合できな

いものとされていたが，これを無理に実験したところ， 成功したものである。基礎知

識の欠如がかえって成功した例である。この工法についての説明は別の機会にゆずり

たい。私の在職中，研修，技術指導した延人員は3,000人以上であったろ う。

(9) 水道研究所設置について

水道施設全般にわたっての研究機関は，国，地方自治体，企業においても設置され

ていなし、のは，日本が水に恵まれすぎていたためで、あろうか。同一目的である各種の

器具，施設，なかんずく漏水防止の器具についても，私の知るところでは2～3の小

企業者のみでささやかな研究をしているが，これとても現場知識の欠如カ為ら目的を達

しない器具が多いようである。企画した研究を大企業に委託しても，断わられること

が多い。市場性がないのが最大な理由の一つである。大会社であるH会社に委託し開

発した漏水発見器も，発売停止の状態にある。これとても市場性のないためである。

このようなことから水道界において，また国において，研究機関を設けて頂きたい

ものである。私が研修中に大卒の新人からの発言の中でー番多いのは，この大きな機

構の中に研究所がないのは，どうし、う訳であるかということであった。この新人達が

10年程たつと，言わなくなる。なんともおかしな傾向である。しかし研究所が研究の
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ための研究所となり，博士論文の作成所になったり，大変むずかしい器具など作り，

現場からはなれてしまっては研究所設置の意味がなL、。またこのことがあるため，な

かなか設置されないのかもしれない。

以上が私が経験したこと，また望みたいことをずさんに書いたものである。また機

会があれば技術的にくわしいことなど書いて御批判をあおぎたい。

（前東京都水道局漏水防止課指導係長，現馬場漏水防止研究所代表取締役〕
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