マンホール浮上防止対策技術に
関する研究
（アンカーウイング工法）

1.

研究目的

近年，大地震に伴う地盤の液状化に起因すると想定
されるマンホールの路面への突出現象が確認されて
おり，下水道の排水機能への障害はもとより交通障害
が発生する等，多方面に甚大な被害をもたらしている。
本研究では，液状化に伴うマンホール浮上防止対
策の計画に関する一般的な事項，ならびにアンカー
ウイング工法を選定した場合の設計，施工，維持管
理に関する技術的事項について示す。
本工法は，
「マンホールの浮上防止対策に関する公
募型共同研究」にて開発した対策工法の一つである。
大型模型による振動実験を行い，マンホール浮上防止
効果の検証や構造的な改善検討，設計への導入方法等
を技術マニュアルとしてとりまとめたものである。

2.

を紹介する。

3.

研究体制

本研究は，千代田工営(株)，(財)下水道新技術推
進機構の計 2 者が共同で実施した。

4.

研究内容

4.1 アンカーウイング工法の概要
アンカーウイング工法は，地盤の定着層へアンカ
ー部を回転貫入により打設し，ロッド・頭部固定金
具を介してマンホールの浮上を物理的に拘束する工
法である。

公募型共同研究制度

「公募型共同研究制度」は，本機構が平成 18 年度
に新しく創設した共同研究制度である。公益性や社
会的要請が高く，かつ，緊急的な研究テーマを取り
上げ，民間企業で研究・開発中の優れた技術を公募
して共同研究を推進し，その成果を下水道関係者に
広く公開・周知し，普及促進を目的として創設され
たものであり，初回のテーマとしてマンホール浮上
防止対策技術が選ばれた。
本公募に対し，5 技術の応募があり，実現性，施
工性，および経済性の観点を中心に 3 技術を選定し
た。本報告では 3 工法の内，アンカーウイング工法
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アンカーウイング工法（概要図）

アンカーウイング工法の装置は，定着層に打設し，
マンホール浮上を防止するアンカー部，マンホール
と部材を固定する頭部固定金具，および両者を結合
するロッドから構成される。

ンホール浮上防止対策工法の効果の確認と設計手法
につながるデータの収集を行った。
振動台実験と平行して，浮上防止対策工法の計画
手法の検討，アンカーウイング工法の施工性に関す
る検討・確認，維持管理に関する検討を行った。

検討原案
改善・検討
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アンカー部形状
技術マニュアルの作成
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研究フロー

頭部固定金具（リング型）
五洋建設技術研究所

写真－1
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水中振動台（1/5 スケール実験）

頭部固定金具（個別型）
（独）土木研究所

4.2 研究フロー
図－5 に研究フローを示す。公募された検討原案
技術に基づき振動台実験の計画を立て，2 ステップ
の振動台実験を行った。ステップ毎に，1／5 スケー
ル，及び 1／2 スケールのマンホール模型を用い，マ
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三次元大型振動台（1/2 スケール実験）

4.3 振動台実験
4.3.1 実験概要
本研究では高さ 2m の組立 1 号マンホールを原寸大

無対策
マンホール

アンカー
ウイング

－9 に示す。両スケールにおいても，浮上防止効果
が確認された，また余震に対する浮上防止効果も確
認された

● １／５スケール 無対策
１／５スケール アンカーウイング工法
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とし，1／5 および 1／2 スケールのマンホール模型
を用いた振動台実験によりマンホール浮上防止技術
の効果の検証を行った。実験では図－6 に示すよう
に飽和した緩い砂地盤を摸擬した剛土槽内に無対策
マンホールとアンカーウイング工法を施したマンホ
ール模型をそれぞれ設置し，写真－1 および写真－2
の振動台上で液状化現象を発生させ両者を比較する
ことで対策効果の確認を行った。また実験時には過
剰間隙水圧等の諸量を計測し，設計に必要となるデ
ータの記録を行った。
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液状化層
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第 2 ステップ 1/5 スケール実験結果
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第 2 ステップ 1/2 スケール実験結果

地盤モデル（1/2 加振
スケール実験）

4.3.2 入力波形
実験に用いた入力波形は正弦波および実地震波で
ある。実地震波は 1994 年北海道東方沖地震の際に釧
路川堤防の地盤上で記録されたもののうち堤軸方向
成分（水平成分）および鉛直成分である。水平加震
波形は，堤軸方向波形を観測波の水平方向ベクトル
合成最大値である 427gal になるように振幅調整し
て用いた。鉛直加震波形は観測波（最大加速度
209gal）をそのまま用いた。
時間軸については相似則を考慮して実物の 1／
0.75
n に調整したものを用いた。
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実地震波入力波形（1/2 スケール実験）

4.3.3 結果
振動台実験は余震を考慮して，3 回の加震を行っ
た。第 2 ステップ 1／5 スケール実験結果を図－8 に
示す。また第 2 ステップ 1／2 スケール実験結果を図

4.4 適用範囲
本技術は既設マンホールへの適用を基本とし，新
設マンホールへも適用できるものとする。地震の被
害事例調査の結果，液状化に伴うマンホールと舗装
面との段差の発生状況は 4 種類に整理される。
①マンホールが浮上し，周辺地盤は沈下する。
②マンホールが浮上し，周辺地盤は沈下しない。
③マンホールは浮上せず，周辺地盤は狭い範囲で
沈下する。
④マンホールは浮上せず，周辺地盤は広い範囲で
沈下する。
本工法を導入することにより，①および②の被害
を軽減することが出来る。

①

②

④

③
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マンホールと舗装面の段差の区分

4.5 性能
マンホール浮上防止対策工法の性能は，管路施設
の重要度に応じ，以下について設定する。
(１) マンホールに関わる流下機能の確保
｢下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）
」
の考え方に準拠し設定する。
(２) 交通機能の確保
地震発生後の道路輸送の障害を速やかに解消する
べく，マンホールの浮上量を設定する。
4.6 計画
図－10 に計画フローを示す。マンホール浮上防止
対策技術の計画は，既設マンホールへ適用する場合
と新設マンホールへ適用する場合で異なる。
既設マンホールへの適用に当ってはマンホールの
周辺地盤および埋戻し土の液状化の検討を行い，液状
化する恐れがある場合は，マンホール自体の浮き上が
りの検討を行い，浮き上がりの被害が想定される場合
にマンホールの浮上防止対策工法の選定を行う。

新設マンホールへ浮上防止対策技術を適用する場
合，
「下水道施設の耐震対策指針と解説（2006 年版）」
に基づき，液状化の可能性が高い地域にマンホール
を設置する場合，以下の対策を施すことを原則とす
る。
(１) 埋戻しの締め固め
(２) 砕石等による埋戻し
(３) 埋戻し土の固化
ただし，別途液状化対策効果が確認されている工
法についても防止効果，経済性，再掘削の容易性等
を考慮して評価，選定することが出来る。
4.7 設計（既設マンホールを対象）
アンカーウイング工法を既設マンホールへ適用す
る場合のフローを図－11 に示す。
本工法の設計は地震時におけるマンホールの慣性力
を含んだ浮上力と浮上を防止するに必要なアンカー抵
抗力算定し，定着層の検討を行い，諸元を決定する。

ＳＴＡＲＴ
設計条件と地盤条件の整理

施工箇所の周辺状況および
マンホール構造の調査

マンホールの浮上力の検討

定着層および引き抜き抵抗力の検討

アンカーウイング打設位置の設定

調査（マンホール・周辺地盤・埋戻し土）

各部材の検討

液状化の検討（周辺地盤・埋戻し土）

浮上防止工法の構造決定
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設計フロー（既設マンホールを対象）

浮き上がりの検討（マンホール）

マンホール浮上防止対策工法の選定
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計画フロー（既設マンホールを対象）

4.8 施工（既設マンホールを対象）
本工法の施工フローを図－12 に示す。アンカーは，
組み立て式施工機械や小型施工機械により回転打設
する。所定の定着層へアンカー部を根入れ後，ケー
シングのみを引き抜き，マンホールに頭部固定金具

を設置し，頭部固定金具によりアンカーとマンホー
ルを固定する。なお，頭部固定金具にはリング型（写
真－4）と個別型（写真－5）があり，マンホールお
よびマンホール周辺状況等により使い分ける。
ＳＴＡＲＴ

舗装・路盤の
撤去，掘削
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頭部固定金具（個別型）

施工機械搬入
材料搬入

機械移動

アンカーウイングの
施工機械へのセット

回転打設
写真－6

アンカー部
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片付け
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施工フロー（既設マンホールを対象）
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頭部固定金具（リング型）

小型施工機械例

4.9 維持管理
アンカーウイング工法では，各部材は鋼材により
構成されるが，設計時に腐食代を考慮するため，基
本的には維持管理を必要としない。

5.

研究成果の構成

本研究の成果である，
『マンホール浮上防止対策工
法（アンカーウイング工法）』の内容は以下のとおり
である。
第１章 総 則
第１節 目的
第２節 適用範囲
第３節 用語の定義
第２章 概 要
第 1 節 アンカーウイング工法の概要
第３章 性 能
第１節 基本性能
第２節 導入効果
第４章 計 画
第 1 節 計画手順
第２節 マンホールの構造計画
第３節 マンホールの浮上防止対策対策工法の
選定
第５章 設計・施工（既設マンホールを対象）
第１節 基本的な考え方
第２節 設計
第３節 施工計画と施工手順
第４節 施工上の留意点
第５節 施工管理
第６節 装置の品質管理および試験
第６章 設計・施工（新設マンホールを対象）
第１節 基本的な考え方
第２節 設計
第３節 施工計画と施工手順
第４節 施工上の留意点
第５節 施工管理
第６節 装置の品質管理および試験
第７章 維持管理
第１節 維持管理の目的
第２節 維持管理の方法
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6.

まとめ

本研究は，マンホール浮上防止対策技術に関する
技術的知見や計画，設計，施工，維持管理に関する
手法のとりまとめを行ったものである。
本研究の成果である技術マニュアルが，全国の自
治体に公開・普及することにより，大地震による地
盤の液状化を原因としたマンホールの浮上を防止し，
災害時下での下水道機能の確保，および交通機能の
確保に貢献することを期待する。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第二部長
研究第二部副部長
研究第二部研究員
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