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国土交通省
平成２７年度 次世代社会インフラ用ロボット現場検証
「現場条件が適合すれば活用を推薦する」と評価されました。
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動画の流れ

・会社紹介 ３～４P
・開発の経緯 ５P
・概要 ６P
・配管方法と各部材 ７P
・使い方 ８P
・サイフォンと水中ポンプの特徴 ９P
・コストの比較 １０P
・事業可能性評価 １１P
・事例紹介 １２～２０P.
※説明後、設置事例の動画が流れます。

8インチサイフォンの説明、三重県伊賀市設置事例、京都府設置事例の3本です。
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会社紹介

■社 名 株式会社 山辰組

■創 業 1927年（昭和2年）
■設 立 1967年（昭和42年）
■資 本 金 3000万円
■代 表 者 代表取締役 馬渕 和三
■事業内容 総合建設業 環境製品及び新技術開発･販売 指定管理者
■売 上 高 約10億円～12億円 ※平成21年度～平成29年度実績

■事業所
●本社ビル 住所 岐阜県揖斐郡大野町稲畑203-1

TEL 0585-32-0171 FAX 0585-32-0885

●魚道ブロック・自然石ブロック製作ヤード
住所 岐阜県揖斐郡大野町大字稲富字北野2579-8

●環境新製品開発研究所
住所 岐阜県揖斐郡大野町大野696-1

沿革
1927年（昭和 2年） 創業者 山本辰造が馬車による運送業をおこす

1949年（昭和24年） 建設業法による当初岐阜県知事許可登録

1967年（昭和42年） 組織変更し株式会社を設立して現在に至る

1984年（昭和59年) 本社新社屋完成により移転 現在に至る

1991年（平成3年） 環境保全活動をキーワードに「ひと味ちがう企業づくり」に取り組むため環境事業部を立ち上げ現在に至る
環境製品製作ヤード新設 魚道ブロックや自然石ブロックの開発を開始し、現在に至る

2001年（平成13年） 品質マネジメントシステム ISO9001取得 現在に至る

2003年（平成15年） 環境新製品開発部研究所兼工場新設 現在に至る

2015年（平成26年） 業務拡張につき建築部門を新設 現在に至る

2017年（平成29年） おかげさまで創業90周年を迎える事ができました



平成１６年度 全国建設業協会 環境委員会表彰受賞

平成10･11・15年度 中部地方発明協会表彰受賞

平成１３年度 中部の未来創造大賞優秀賞受賞
たて型壁面魚道

自然石スロープ魚道

棚田式魚道

自然石ブロック・シリーズ

ハイブリッド・エコポンプ

会社紹介
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道路が寸断 →
ヘリで燃料輸送(ドラム缶50本/日）

天然ダムが出現 決壊防止のため

ポンプ排水燃料補給が課題

国土交通省 H21.3

大量の発電機と水中ポンプを
稼動して排水作業を行う

２０台近い排水ホースでの
ポンプ排水の状況

２４時間体制の仮設排水路
の施工状況

Ｈ16：中越地震，
Ｈ20：岩手・宮城内陸地震

「大規模な河道閉塞（天然ダム）の危機管理のあり方
について（提言）」･･････ 燃料消費の軽減可能な
サイフォン等大容量排水技術の開発・検討も提言

写真：宮城内陸自身における国土交通省の対応～河道閉塞（天然ダム）緊急対策より

開発の経緯
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概 要

「サイフォン送水」 と
「水中ポンプ送水」の２つの送水方法を
揚程７ｍを基準に、適宜切替えることで
ハイブリッドなサイフォン送水方法を開発しました。

特許技術

特徴

〇揚程７ｍ以下 ＝ サイフォン送水単独
〇揚程７ｍ以上 ＝ サイフォン送水＋水中ポンプ送水

どちらも水頭差が大きいほど排水量が増大します。

〇揚程７ｍ以下：「サイフォン送水」単独で行う。

もちろん 電気代ゼロ！

〇揚程７ｍ以上：サイフォンの気化現象を防ぐため
「水中ポンプ送水」を加えることで

揚程も排水量も驚きの大幅アップ！

各種サイフォン排水装置の中で、上流側の「吸水口」と
下流側の「吐出口」に開閉装置を備えてないのは

ハイブリッド・山辰サイフォンだけ。
危険な場所での起動時の人力開閉作業を省略できます。

メリット

ハイブリッド・山辰サイフォンのイメージ図

ハイブリッド・山辰サイフォン

8インチによる排水状況（水頭差11ｍ）

適用範囲
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「水中ポンプ側」と
「サイフォン吸水側」
の送水方向を切替
える装置。

ワイガッチャン

配管方法と各部材

カマクビー

吐出し口から配管内へ
空気を逆流させない
装置。

シンコキュウ

配管内部に空気を入
れて、サイフォン作用を
停止させる装置。

ピッタンゴー

サイフォン送水へ切り替え
た後、水中ポンプ側の通水
を遮断する装置。

― 使用のポイント ―
ハイブリッド・山辰サイフォンを効率
よく使用していただくために･････

各部材の連結部は
確実に気密性を保つことが重要！

ロックフランジ

絶対に抜けない！
サイフォンホース
専用の連結金具。

ボール・ハッシャー

配管内部の残留空気を
押出すドラゴンボール
の発射装置。
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使い方

操作方法

①

②

③

●

●

水中ポンプの電源を入れる。
（水中ポンプによる動力注水が始まる）

（注水を確認したら）
ホース内の残留空気を、吐出し口へ押し出す「ド
クーキオスボール」をサクションホース内へ発射す
る。
（クーキオスボールが吐出し口から飛び出たら）
水中ポンプの電源を切る。
自動でサイフォン吸水側からの吸水に切替り、
サイフォン排水作業が始まる。
ここで、サイフォンが停止しなければ起動ＯＫ！

サイフォン排水が停止し、又は起動しない場合
再度①～③の操作を行う。

サイフォン作用を停止するには
シンコキュウの蓋を開けて、サイフォンホース内へ
空気を入れると、排水作業は停止する。

水中ポンプ側

排水ホース

吐出し口側

サイフォン吸水側

ワイガッチャン

Ｙ字形状の送水方向切替え装置
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サイフォンと水中ポンプの特徴

水中ポンプの特徴
揚程３ｍ程度が最大の排水量で、 揚程
が大きくなると、排水量は減少する。
メーカーが公表する限界揚程の異なる
水中ポンプの機種は多種ある。

実験装置 ・ ８インチ 水中ポンプ （φ200mm）
・ ８インチ サイフォン配管の揚程０～7ｍまで
・ 排水ホース延長はそれぞれ Ｌ＝50m

サイフォンの特徴
限界揚程７ｍでサイフォンによ
る排水作業は停止するが、
水頭差が大きくなると排水量が
増大する。

※水頭差によって
排水量は変化します。

水頭差 排水量
(m) （ｍ3/ｍｉｎ）
1 2.2
2 3.1
3 4.0
4 4.7
5 5.4
6 6.1
7 6.7
8 7.3
9 7.5
10 7.9
11 8.4
12 8.7

揚程　３ｍ　の場合

（当社実験値）

サイホン送水

揚程 排水量
(m) （ｍ3/ｍｉｎ）
1 -
2 -
3 5.2
4 5.0
5 4.9
6 4.8
7 4.5
8 4.2
9 4.0
10 3.8
11 3.5
12 3.0
13 2.6
14 2.2
15 1.7
16 1.3
17 0.5
18 0.0

動力送水

（市販ポンプ公表値）

※揚程によって
排水量が変化します。

サイフォンと水中ポンプを
ハイブリッドに活用する
排水装置を開発！

水頭差5ｍ以上で
サイフォン送水が
水中ポンプ送水を上回る
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コストの比較

「ハイブリッド・山辰サイフォン」は、揚程７ｍ以下であれば、基本的に電気代がかかりません。

（起動時のみ）

「水中ポンプの常時排水」の場合と比較し、発電機の燃料代に大きな差が生じます。

水中ポンプ ８インチ １ヶ月間 連続運転した場合

但し、「ハイブリッド・山辰サイフォン」を使用するには、配管各部材に必要経費がかかりますのでご注意ください。

発電機45ＫＶＡ
２４時間（１日）運転すると
燃料代 １２，０００円/日

１ヵ月間連続運転すると

燃料代 ３６０，０００円/月
× 30日 ＝

発電機45KVA

※発電機の燃料消費量は5ℓ/ｈ、
軽油代＠100円 で計算しました。

水中ポンプ8インチ×1台
（定格出力11ｋｗ）

２４時間フル回転
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評価結果：「現場条件が適合すれば活用を推薦する」

災害応急復旧部門 ： ハイブリッド・山辰サイフォン

国土交通省
平成27年度次世代社会インフラ用ロボット現場検証
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事例紹介

三重県伊賀市 案件
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 運搬状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 運搬状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 ため池設置状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 2インチ水中ポンプ設置状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 配管状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 排水状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 経過状況
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事例紹介

三重県伊賀市 案件 経過状況
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平成２７年度 次世代社会インフラ用ロボット現場検証
「現場条件が適合すれば活用を推薦する」と評価されました

株式会社 山 辰 組

ご視聴、誠に有り難うございました。
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