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下水道マンホールふたの
調査・診断・更新に関する研究
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我が国の下水道処理人口普及率は平成 22 年度末
で 75.1％（宮城県，岩手県，福島県除く）に達し，
そのストックは管きょ総延長が 42 万 km 以上であり，
布設されたマンホールふたの総数は 1,300 万基以上
といわれている。
しかしながら，マンホールふたに関しては，下水
道台帳で施設情報の記載が求められていなかったこ
と，維持管理に関する履歴情報を蓄積してこなかっ
たこと，また，地方公共団体の厳しい財政状況も相
まって，対処療法的な維持管理とならざるを得ない
状況であった。
本研究は，マンホールふたの予防保全的な維持管
理のために，巡視，点検・調査から改築までの流れ
や，性能劣化および機能不足によるリスクを評価す
る手法を明らかにするとともに，事業実施の優先順
位の考え方を示し，地方公共団体における効率的な
マンホールふたの維持管理計画，改築計画（長寿命
化計画）の策定に資することを目的とした。

２.����
本研究は、日本グラウンドマンホール工業会，次
世代型高品位グラウンドマンホール推進協会，オリ
ジナル設計（株），
（株）三水コンサルタント，中日
本建設コンサルタント（株），（株）日水コンならび
に(財)下水道新技術推進機構の計７者が共同で実施
した。
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改築も含めたマンホールふたの維持管理は，マン
ホールふたが有する性能や機能を持続的に発揮でき
るよう，ストックマネジメント手法を踏まえた維持
管理計画を策定するための手法について取りまとめ
を行った。
３-１ 維持管理の実施手順
ストックマネジメント手法を踏まえたマンホール
ふたの維持管理の実施手順は，大きく全体の維持管
理計画と，個別の改築計画と，これを支援する維持
管理データベースの構築からなる。本研究で検討し
たマンホールふた維持管理手順（案）を示す（図－
１）
。
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（２）日常的な維持管理
5）巡視
巡視は，日常的な維持管理業務の一環として，
定期的にマンホールふたおよび周辺舗装の状態を
把握するとともに，異常個所を早期に発見するた
めに行った。マンホールふたに関する情報が不足
している場合は，最初の巡視実施時にマンホール
ふたタイプや設置環境属性等の基本情報の把握を
行った。
巡視は基本的に目視により行うことから，判定
基準は判定者の主観が入らないように定める必要
がある。また，巡視結果は維持管理上の重要なデ
ータとなるため，統一された記録表を使用し，電
子化等により速やかに取り出せる状態としておく
ことが望ましい。

(１)維持管理計画
必 要に応じて適 宜見直し

1)必要情報の収集・整理（現況把握）
（第３章第１節）

2)改築事業量の予測
（第３章第２節）

フィードバック

3)優先度の検討
（第３章第３節）

4)巡視，点検・調査計画の策定
（第３章第４節）

(２)日常維持管理

5)巡視（日常維持管理）
（第４章第１節）

改築

２サ イクル目

日 常維持管 理データ

6)点検・調査対象抽出
（第４章第２節）
ふた 開閉調 査が必要

7)点検・調査
（第４章第３節）

8)診断
（第５章第２節）

9)改築計画の策定
（第５章第３節）

改築事業実施

点検・調 査，診断 ，改 築計画 並びに改築工 事情報 は，維持管 理デー ター ベースへ取り込 む

(３)改築計画

機能 不足による
改築 優先 施設
（点検・調 査せずに改築計 画へ ）

(４)維持管理DB
（第６章）

巡視 （日常 維持管 理）により
確認 され た性 能劣 化施設

図－１：マンホールふたの維持管理手順（案）
（１）維持管理計画
1）情報の収集・整理（現況把握）
ストックマネジメント手法を活用したマンホー
ルふたの維持管理計画ならびに改築計画の策定に
当たっては，必要情報の収集・整理（現況把握）
が不可欠である。
2）改築事業量の予測
マンホールふたの性能劣化の程度を踏まえた上
で，ストックマネジメントの視点から，今後のマ
ンホールふたの改築事業量がどの程度必要となる
のかを中長期的に予測した。
3）優先度の検討
マンホールふたに関するマクロ的な改築事業量
予測では，具体的に改築が必要となる場所や時期
を把握することはできず，これを探り当てるため
の巡視ならびに点検・調査が必要となる。巡視な
らびに点検・調査の優先度設定に当たっては，リ
スク評価の視点を踏まえて検討を行った。
4）巡視，点検・調査計計画の策定
マンホールふたの巡視，点検・調査計画策定に
当たっては，優先度検討結果や地域特性を踏まえ，
適正な管理基準を定めることが重要である。管理
基準はＰＤＣＡサイクルを通じて適宜改善してい
く必要がある。この管理基準を基に，予算制約や
事業費の平準化等も考慮し，巡視，点検・調査計
画を立案した。
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（３）改築計画
6）点検・調査対象箇所の抽出
具体的な改築計画を策定するためには，対象区
域内の現況把握結果や日常の巡視結果に基づき，
マンホールふたの点検・調査が必要な箇所の抽出
を行った。
マンホールふたには，既に標準耐用年数を大幅
に超過したものも多く，老朽化したマンホールふ
たには，設置環境に応じて求められる性能・機能
を満足していないものも数多く存在している。こ
のようなふたは，点検・調査を実施するまでもな
く，予防保全の観点からも改築が必要と判断され
ることから，設置年代を基に抽出するのも有効で
ある。
7）マンホールふたの点検・調査
マンホールふたの点検・調査が必要と判断され
た施設について，点検・調査を実施する。なお，
点検・調査時にはマンホール本体も合わせて実施
すると良い。
8）診断
マンホールふたの点検・調査結果に基づき健全
度評価を行い，マンホールふたの性能劣化の程度，
改築の必要性の要否および緊急性について診断を
行った。
9）改築計画の策定
マンホールふたの診断結果に基づき，改築計画
を策定する。なお，マンホールふたの改築計画は，
下水道長寿命化支援制度の一環として管路施設と
一体的に計画するのが一般的であるが，マンホー
ルふたのみの計画としても良い。
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（４）維持管理データベースの構築
10）維持管理データベース
維持管理データベースは，ストックマネジメン
トを支える最重要ツールである。維持管理に際し
ては，マンホールふたの維持管理に関する各種情
報を，下水道台帳管理システム等を用いて容易に
登録・運用できる情報システムの構築が必要であ
る。情報システムに蓄積されたデータベースを活
用することで，改築事業量予測などの統計分析を
行い，改築計画を効率的に策定することが可能と
なる。
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３-２ 改築事業量の予測手法
中期的な改築事業量の予測は、耐用年数で改築す
るシナリオ，健全度の低下したマンホールふたのみ
を改築するシナリオ等の複数を設定し，適切な事業
計画を策定することが望ましい。
健全度の低下したものに対するシナリオについて
は，本研究によりマンホールふたの平均寿命は 34.6
年（図－２）と予測できるため，これらの指標を基
に既設されているマンホールふたのうち，どの程度
のふたが改築必要とされる状態にあるかを把握し
（図－３）
，費用の概算を把握することができる。

60

経過年数

る。
マンホールふたの巡視ならびに点検・調査計画の
策定に当たっては，性能劣化や機能不足から想定さ
れるリスクを基に優先度の評価を行う。リスクの大
きさは，マンホールふたの不具合により想定される
リスクを特定した上で，マンホールふたに関する不
具合の発生確率（不具合の起こりやすさ）と不具合
による被害規模（事故による被害の大きさ）の組み
合わせで評価する。
（１）マンホールふたの不具合と発生確率
マンホールふたの不具合には，ふた裏リブの腐食
進行による破損防止性能の低下，ふた表面の摩耗に
よる耐スリップ性能（すべり抵抗）の低下，勾配面
の摩耗によるがたつきなどがある。
また，マンホールふたの不具合の発生確率は，設
置環境などにより異なり，地域特性がある。
１）破損防止性能に関する劣化傾向
マンホールふたの破損防止性能の低下は，主にふ
た裏面の腐食により強度に影響するリブ厚や高さ等
が減肉し生じる場合が多く，この関係について破損
防止性能の劣化傾向を推定した。
本研究では，フィールド調査結果に基づくふた裏
面の腐食速度に関する確率密度曲線を基に 10％，
20％，50％の信頼度における腐食速度を用いて腐食
が限界量に達するのに要する年数を算定した。この
年数を基準とした破損防止性能に関する優先度ラン
クの設定例を紹介する（表－１）。この優先度ランク
設定例は，今後のＰＤＣＡサイクルの実践により，
適宜見直しが必要である。

図－２：マンホールふたの健全率曲線
表－１：破損防止性能に関する優先度ランクの設定（例）
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図－３：マンホールふたの将来累積改築必要量の推定（例）
３-３ 優先度設定の考え方（例）
膨大な数のマンホールふたを計画的かつ効率的に
維持管理していくためには，一律に維持管理を行う
ことが必ずしも効率的とは限らない。このため，マ
ンホールふたの設置属性や設置されている道路状況，
性能劣化傾向等に応じたリスクについて検討し，維
持管理の優先度を定めた上で対応していく必要があ
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小

腐食環境下
における
設置後経過年

1 20年以上経過

2
3

経過15年以上
20年未満
経過10年以上
15年未満

4 経過10年未満

設定根拠
塑性変形を生じる腐食量に達している可能性があるマン
ホールふたの割合が50％であるため，優先度を最も高く
設定する。
塑性変形を生じる腐食量に達している可能性があるマン
ホールふたの割合が20％であるため，優先度を２に設定
する。
塑性変形を生じる腐食量に達している可能性があるマン
ホールふたの割合が10％であるため，優先度を３に設定
する。
塑性変形を生じる腐食量に達している可能性があるマン
ホールふたの割合が10％未満であるため，優先度を最
も低く設定する。

※本研究では，破壊防止性能の低下に影響する程度の腐食は，
「下
水道管路施設腐食対策の手引き（案）
」平成 14 年５月（社）日本
下水道協会（以下，「腐食対策の手引き」という）に加えて，圧
送管吐出先，伏越し上下流，工業地域において確認された。
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今回選定したマンホールふたの腐食環境は「腐食
対策の手引き」に記されている硫化水素の発生に起
因する一般的なコンクリート腐食箇所。なお，優先
度の簡易的な設定手法として，
「腐食対策の手引き」
に記されているコンクリート腐食環境条件を参考に
設定することも可能である（表－２）
。
表－２：コンクリート腐食環境条件に基づく破損防
止性能に関する優先度ランク設定（例）
優先度
ランク

コンクリート腐食環境条件

1 Ⅰ種

硫化水素（H2S）の発生要因近傍で， 平均H2S濃度：
硫化水素ガスの滞留が多く，腐食が
50ppm以上
厳しい環境をさす。

2 Ⅱ種

硫化水素（H2S ）の発生要因に近傍 平均H2S濃度：
し，硫化水素ガスの滞留があり，腐
10～50ppm
食速度が比較的遅い環境をさす。

3 Ⅲ種

硫化水素（H2S）の発生要因に近傍し 平均H2S濃度：
ているが，硫化水素ガスの滞留は少
なく，腐食速度が低い環境をさす。 10ppm未満

大

起
不
こ
り具
合
易
の
さ

小

4

Ⅰ・ Ⅱ・Ⅲ
種以外

－

－

４）浮上・飛散防止機能に関する機能不足箇所の傾向
マンホールふたの浮上・飛散の起こり易さについ
ては，性能劣化傾向と同様に発生箇所とその設置環
境等の関係について統計的に解析し，発生確率を算
定することが望ましい。しかしながら，本研究にお
けるフィールド調査結果からは，機能不足による浮
上・飛散発生箇所が特定できるデータを得ることは
できなかった。
そこで本研究では，
「下水道マンホール安全対策の
手引き（案）」平成 11 年３月（社）日本下水道協会
（以下，
「安全対策の手引き」という）に記されてい
る条件を参考に，マンホールふたの浮上・飛散が起
こりやすいと想定される以下の箇所ついて，下水道
事業従事者を対象にアンケート調査を実施し，ＡＨ
Ｐ法（階層化意志決定法）による優先度評価を行っ
た（表－４）。
表－４：浮上・飛散が起こりやすいと想定される箇
所の優先度ランク設定（例）
優先度
ランク
大

２）スリップ防止性能に関する劣化傾向
スリップ防止性能は，本研究におけるフィールド
調査結果に基づくマンホールふたの設置環境とふた
表面の摩耗速度を基に，１）と同様に摩耗速度を用
いて蓋表面の摩耗量が限界量に達するのに要する年
数を算定した（表－３）
。一般的には，ふた表面の摩
耗は，通過輪数並びに通過車両の種別（普通自動車，
大型トラック等）により異なる。本研究においては，
通過輪数については道路交通量と等しいものと考え，
道路種別（国県道・主要地方道／２車線以上および
１車線道路）により分類することとした。通過車両
の種別は，ふたが設置されている都市計画上の用途
区分（工業エリア／その他エリア）により分類する
こととした。

険性がある。マンホールふたのがたつきは，勾配面
の腐食や摩耗によりふたと受け枠がうまくかん合で
きなくなることで発生する。しかし，がたつきが発
生したマンホールふたは取り替えられていることも
多く，本研究におけるフィールド調査結果では有効
なデータを得ることができず，がたつき防止性能の
劣化傾向を把握することはできなかった。
優先度の設定には今後，がたつき防止性能に関す
る劣化傾向を把握するため，がたつきに伴ってマン
ホールふたを取り替えた際の履歴や設置環境をデー
タベース化しておくことが重要である。

大

小

55年以上

25年以上

40年以上

35年未満

55年未満

20年以上

35年以上

25年未満

40年未満

2

3

4 20年未満

35年未満

模様高さが３mm以下になっている可能性があるマンホー
ルふたの割合が50％であるため，優先度を最も高く設定
する。

分流汚水のマンホールふた※1 で，浮
2

3

模様高さが３mm以下になっている可能性があるマンホー
ルふたの割合が20％であるため， 優先度を２に設定し
た。
模様高さが３mm以下になっている可能性があるマンホー
ルふたの割合が10％であるため， 優先度を３に設定し
た。
模様高さが３mm以下になっている可能性があるマンホー
ルふたの割合が10％未満であるため， 優先度を最も低く
設定する。

３）がたつき防止性能に関する劣化傾向
マンホールふたのがたつきは，車両通行時に騒音
を引き起こすほか，場合によっては事故に繋がる危
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上・飛散が起こりやすいと想定され

ＡＨＰ法によるマンホールふたの浮
上・飛散が起こりやすいと想定される
箇所の重み係数算出結果を参考に設定
した。

る箇所※2 に設置
上記設置環境以外においても，マンホ
合流，分流雨水のマンホールふた※1 ールふたの浮上・飛散は発生する可能
※２
で，上記 以外の箇所に設置
性があるため，ランク付けの対象とし
た。
排除方式別の優先度は，ＡＨＰ法によ
小

起
不
こ
具
り
合
易
の
さ

1 35年以上

設定根拠

不具合の起こり易さ

ランク

で，浮上・飛散が起こりやすいと想
定される箇所※2 に設置

表－３：スリップ防止性能に関する優先度ランクの設定（例）
磨耗環境下 標準環境下
における設置 における設置
後経過年数 後経過年数

設定根拠

合流，分流雨水のマンホールふた※1
1

優先度

設置環境

4

分流汚水のマンホールふた※1 で，上 るマンホールふたの浮上・飛散が起こ
りやすいと想定される箇所の重み係数
記※２ 以外の箇所に設置
を参考に設定した。

※１ 浮上・飛散防止機能付きマンホールふたを除く
※２ 浸水エリア／処理場・ポンプ場並びに雨水吐出付近／中大
口径管路（幹線）／伏越し人孔・特殊人孔
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（２）不具合による被害規模
マンホールふたの不具合による被害規模は，維持
管理情報や地域特性を考慮した上で，想定されるリ
スクを基に評価する項目（設置環境等）の設定を行
い，ランク付けする必要がある。
本研究では，これらのリスクが発生した際に与え
る被害規模について，人的被害および車輌事故の観
点を踏まえた以下の設置環境に対して，アンケート
調査を実施し，ＡＨＰ法による優先度評価を行った。
マンホールふたの不具合による被害規模が大きい
と想定される箇所の優先度ランク設定例を紹介する
（表－５）
。この優先度ランク設定例については，今
後のＰＤＣＡサイクルの実践により，適宜見直しが
必要である。

３-４ マンホールふたの維持管理上の施設分類
マンホールふたの維持管理手法として，全施設を
対象に一律に維持管理を行う手法およびマンホール
ふたの属性情報，設置環境，維持管理情報を勘案し
た上で優先度ならびに維持管理手法／頻度を設定す
る方法がある。しかし，広範囲に設置されたマンホ
ールふたに対し，一律の維持管理手法を用いること
は必ずしも効率的とは言えない。そこで，マンホー
ルふたを「点的」・「線的」・「面的」で捉えることで
効率化を図る（表－７および図－４）
。なお，新規整
備や維持管理を通じて，面的に捉えるマンホールふ
たから新たに点的に捉えるものに変更になる可能性
があるなど，対象施設の変化に留意が必要である。
表－７: マンホールふたの維持管理上の施設分類（案）

表－５：ふたの不具合による被害規模が大きいと想
定される箇所の優先度ランク設定（例）
優先度
ランク

大
小
事故による被害規模（被害影響度）

1

設置環境

施設分類

点的に捉えるマンホールふた

設定根拠

国・県道，主要地方道，都市

定義（案）
具体な施設
・過去にガタツキや破損等が発生した
ピンポイントで性能劣化するおそ 箇所のマンホールふた
れのあるマンホール ふた であり，
・圧送管吐出先のマンホールふた
定期的に維持管理が必要なマン
・伏越し人孔のマンホールふたなど
ホールふたのこと。

線的に捉えるマンホールふた

・緊急輸送路車道内に縦断占用してい
交通量の多い車道内に設置され
る管路のマンホールふた
ているマンホールふたおよび，性
・バス通りのマンホールふた
能劣化が管路に沿って 進行する
・耐震上の重要な管路のマンホールふ
可能性のあるマンホールふたの
たなど
こと。

面的に捉えるマンホールふた

・点的あるいは線的以外のマンホール
広 範 囲 に 布 設 さ れて いる マン
ふた
ホールふたを面的に捉えて 維持
管理していくこ とが効率的と考え
・維持管理単位としては，処理分区単
られるマンホールふたのこと。
位，町丁目単位など

計画道路等の主要な車道
事故発生時の影響度の大きさに対するアンケ

2

主要施設付近，通学路※1

ート調査結果から算出した重み係数を参考に
設定した。

3

歩道※2

上記以外の設置環境においても事故実例はあ
り，不具合が取り残されないようにするため，
4

その他一般車道

優先度ランクに追加した。また，マンホール
ふたの設置環境全体を網羅するためにもラン
ク付けの対象とした。

（３）リスクマトリクスによる優先度設定
マンホールふたに関する「不具合の発生確率」と
「不具合による被害規模」を基にリスクマトリクス
を作成し，評価を行う。
「ストックマネジメントの手
引き」を参考に作成した，破損防止性能に関するリ
スクマトリクスによる優先度設定例を示す（表－６）
。
表－６:破損防止性能に関するリスクマトリクス（例）
腐食環境下
における
設置後経過年数

15年以上
20年未満
10年以上
15年未満
10年未満

３-５ マンホールふたの改築計画策定における
留意点

優先度
高
←←←←

20年以上

低

図－４：マンホールの巡視ならびに点検・調査計画
策定イメージ
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診断の結果，改築が必要と判定されたマンホール
ふたに対し，改築実施優先度の設定を行う。この際
にリスクマトリクスを用いることが有効である。な
お，以下のことに留意し行うことが必要である。
（１）管きょの長寿命化計画との整合
管きょの長寿命化計画との整合を図ることで無
駄を生じないように配慮する。
（２）管きょ等のリスク
マンホールふたは下水道管路施設の一部なので，

低 →→→→→→→→→→→→→→ 高
その他の
歩道
主要施設付 国･県道，
一般車道
近，通学路 都市計画道
路等の主要
な車道
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リスクを評価する際には，管きょのリスクにも配
慮する。
（３）改築量の平準化
年間投資可能額によってマンホールふたの改築
量が制約を受ける場合もあるため，マンホールふ
た１基当たりの平均改築費用を設定し，年間投資
可能額の見直しを行う。
（４）機能不足のマンホールふた
浮上・飛散防止性能や転落・落下防止機能が不
足しているマンホールふたが多数ある場合，設置
環境による被害規模の違いを考慮して改築実施優
先度を区分する。
（５）道路管理者との連携・調整
マンホールふたは下水道管路施設の一部として
の機能を持つと同時に，道路の一部としての役割
を持つことから，両面において機能性・安全性を
常に確保しておく必要がある。
改築は道路管理者との連携・調整を図った上で，
道路工事に関する計画を入手し，活用すると良い。

４.��マ���ルの��
本研究における技術マニュアルの構成を以下に示
す。
第１章 総
則
第１節 背景と目的
第２節 対象施設および適用範囲
第３節 用語の定義
第４節 マニュアルの位置づけ
第５節 マンホールふたの性能・機能

第６章 維持管理データベースの構築
第１節 基本方針
資料編
１．マンホールふた変遷表の作成手順
２．ふたの健全率の推定例
３．マクロ的な改築事業量予測手法の例
４．マンホールふたの設置情報からみた寿命・余
寿命
５．フィールド調査方法
６．設置環境の分類
７．性能劣化分析
８．既設マンホールふたの性能確認試験
９．性能・機能確認試験
10．リスク検討におけるＡＨＰ法の活用例
11．問い合わせ先

本研究は，マンホールふたの計画的な維持管理に
関する考え方を，ストックマネジメントの考えを用
いて整理を行ったものであり，計画的かつ総合的な
見地からマンホールふたの維持管理における課題の
整理と，対策の立案手法について取りまとめを行っ
たものである。
マンホールふたは市民に最も身近な下水道施設で
あり，その不具合は市民の安全・安心に直結する問
題である。不具合の改善のために本マニュアルが役
立つことができれば幸いである。

第３章 マンホールふた維持管理計画の策定
第１節 必要資料の収集・整理（現況把握）
第２節 改築事業量の予測
第３節 優先度の検討
第４節 巡視，点検・調査計画の策定
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亀谷 佳宏
田村 司郎

第５章 改築計画の策定
第１節 計画策定の手順
第２節 診断
第３節 改築計画の策定

５.�と�

第２章 マンホールふた維持管理の基本的考え方
第１節 基本的考え方
第２節 作業手順
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