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管路施設等における調査および
改築・更新手法に関する調査研究

１.研究目�

水道新技術推進機構の計 21 者が共同で実施した。

全国に埋設された下水道管路の総延長は，平成
22 年度末に約 43 万㎞に達し，本格的な資産管理の
時代が到来したと言え，下水道施設の老朽化や，改
築・更新が必要な施設の増加が問題となっている。
しかし，管路施設の点検・調査において，中・大
口径管渠の管路施設では，常時流れている水量が多
く流速も速いこと等から，目視調査も困難であり，
十分な調査が進んでいない状況である。
このような背景の中，本研究は，中・大口径管渠
や圧送管，マンホール部等の調査が困難な箇所に対
する調査手法の実証調査を行い，各調査手法の適用
性や評価および課題の整理，解決策の検討を行い，
調査困難箇所における各種調査手法の整理を行うこ
とを目的として，平成 23 年度～平成 24 年度の 2 カ
年にわたって調査研究を行うものである。
また，改築・更新が困難な箇所に対して，施工実
績や，各調査結果を基に，適用時の課題整理および
管更生後の品質確認手法について整理し，改築・更
新困難箇所における改築・更新技術も整理する。

２.研究��
本研究は下水道技術開発連絡会議における「管路
施設等における調査および改築更新手法に関する共同研
究」として，札幌市，仙台市，さいたま市，千葉市，
東京都，川崎市，横浜市，相模原市，新潟市，静岡
市，浜松市，名古屋市，京都市，大阪市，堺市，神
戸市，岡山市，広島市，北九州市，福岡市，(財)下
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３.研究の��
3.1 調査研究項目
アンケート調査によって調査困難箇所を整理し，
それらの定義・分類を行う。また，調査困難箇所に
対する調査手法および改築・更新手法について最新
技術や実績ヒアリング調査を行う。
また，改築・更新後の管更生後の品質確認手法に
ついての調査も行う。
3.1.1 調査および改築・更新が困難な箇所の整理
調査および改築が困難である箇所の定義・分類にあ
たっては，自治体を対象にアンケート調査を実施し，
対象とすべき箇所を網羅的に抽出し，それらを類型
化（整理）する。
3.1.2 調査手法および改築・更新手法の調査
(1)各種手法の最新技術調査
調査および改築・更新が困難箇所に対する手法を
調査する。なお，調査対象は下水道分野以外や諸外
国の技術等も対象とし，幅広く調査する。
(2)管更生後の品質確認手法
管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドラ
イン（案）平成 23 年 12 月（社）日本下水道協会に
おいて，管更生後の硬化状態を確認する手法とし
て”衝撃弾性波による既設管きょ劣化診断技術”
と”超音波による更生管非破壊検査法”が紹介され
ているが，ここでは硬化状態以外の品質確認手法に
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ついて調査・整理を行う。
(3)その他
マンホールの更生工法など，特徴や適用範囲が明確
になっていない手法等についても整理する。また，
事故や災害時の応急工事技術や地震対策に資する工
法等についても調査・整理を行う。

４.調査および改築・更新����アンケート調査
調査困難箇所ならびに改築困難箇所についてのア
ンケート調査を平成 23 年 8 月に 19 政令市および東
京都に行った。具体的な回答として，16 都市 54 事
例の回答の整理を行った結果を図－1 に示す。

図－1 アンケート結果一覧
4.2 調査および改築困難箇所の整理
アンケート結果より，調査困難箇所とは，流量
(水位)が多い・流速が速い箇所，または常時満水状
態であるために調査実施が困難という２要因に大別
できる。さらに構造的特徴から 4 つに類型化した。
(図－1，図－2 参照)

4.3 調査および改築・更新が困難な箇所の実績調査
4.3.1 アンケート調査の概要
前述で整理した調査困難箇所の類似条件での調査
実績をアンケートによって調査した。幅広く情報を
収集するために下水道技術開発連絡会議(以下，連
絡会議)への参加自治体（20 都市）に加え，23 道府
県にもアンケートに御協力頂いた。
4.3.2 まとめ
調査困難箇所の調査事例について，①流量多・流
速大では，自走式および浮流式ＴＶカメラ調査の回
答が殆どであった
（13 事例；都市 7 例，流域 6 例）
。
また，②流入渠・放流渠については，都市の回答は
無かったが，流域から自走式および浮流式ＴＶカメ
ラ調査の回答が 3 事例あった。
③伏越し管については，特殊な技術を用いて調査
した実績は無く，従来からの止水技術と運用面での
工夫による回答であった。
④圧送管については，調査実績自体の回答が無く，
何らかの手法を準備する必要がある。
更生工法に関しては，多少の水位・流速があって
も施工可能な２工法の回答があったが，他の工法に
ついても，どの程度の水位・流速に対応できるかを
確認して整理する必要がある。

図－1 調査困難箇所の分類

図－2 調査困難箇所分類別割合
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4.4 調査困難箇所の調査手法
4.4.1 対応調査手法について
図－1 に示す各分類に対応する主な調査手法を以
下に示す。
(1)流量多・流速大 / 流入渠・放流渠
水深・流速が原因で調査困難となる場合が多いた
め，ある程度の水深・流速にも対応できる調査技術
が開発されている。これらの中から，国内において
中大口径管の調査実績が有る自走式および浮流式の
代表的な調査技術を表―1 に示す。

特

ビーバーキャディ
ビーバー
グランドビーバー
浮流式カメラ
(ストリームカメラ)

徴

自走式 TV カメラ，適用口径 500mm 以上
水深 55cm まで対応，ｹｰﾌﾞﾙ延長 600ｍ
浮流式 TV カメラ，適用口径 1200ｍｍ以上
水深 40cm 必要，ｹｰﾌﾞﾙ延長 1000ｍ
自走式 TV カメラ，適用口径 1200～4000mm
水深 1.0m，流速 1.5ｍ/ｓ，土砂堆積 15cm
まで対応 ｹｰﾌﾞﾙ延長 2000ｍ
浮流式 TV カメラ，適用口径 300ｍｍ以上
水深 10cm 以上必要

PROFILER
HDSub

(2)伏越し
一条管の伏越しで，上部の道路上等に仮排水が難
しい箇所を想定した場合，止水技術・水換えを行っ
た上で調査は可能と考えられ，表-2 に示す止水方
法や，晴天時の流量が少なければ，簡易な止水方法
での対応が可能と考えられる。

表－2 止水関連技術一覧
製品名

特

エクストッパー

スーパープラグ
システム
SC プラグ

徴

仮止水板とバイパス管のセット，止水板高
さ 650mm まで，買取製品(800～2000）円形
断面のみ（簡易な止水技術）
完全止水の止水プラグと導管のセット
（250～3000）各断面形状対応（SC プラグ
より高価）
完全止水の止水プラグとバイパス管のセ
ット（各径対応）円形断面のみ

(3)圧送管
アンケート調査では，圧送管の調査事例は無く，
今回，調査した技術の中では，自立型管内漏水検知
システム，通称“スマートボール”が適用可能と考
えられる。スマートボールに関しては，海外におい
ては下水道の実績はあるが，国内の実績は農業集落
排水のみとなる。

特徴
ニュージーランドの技術，適用口径 300～
4000mm
論文の時点で，50000m の実績あり。
上部を TV カメラ＋レーザーによる調査で，
水中部を音波探査で調査を行う。
ソナー探査
圧送管，自然流下両方可
ソナーにより，水中の断面形状の確認が可能
（φ450～可能）

(5)現状の調査技術では調査が困難な箇所への対応
アンケートにおいて回答があった，上記に該当し
ない，階段状管渠，特定施設内での止水が困難等に
ついては，特異な調査困難箇所として，計画および
設計へフィードバックするべく留意事項を整理す
る。

５.調査困難箇所の実証調査
5.1 実証調査の実施方針
調査困難箇所の調査実績に関するアンケート調査
を行い，以下の課題を抽出した。
課題１：調査手法の選択肢が限られる
調査困難箇所における調査実績はあるものの，
適用可能な調査技術が少なく，実質的に選択肢
が限定される状況にある。
課題２：水面下の状態を確認する手法が皆無
調査困難箇所の調査実績はあるものの，水面下
の状態が把握できないことが前提となる。特に
満管に近い状態の管路調査については，これま
で，ほぼ手つかずの状況であり，事故等が発生
して初めて劣化や不具合が把握される。
以上の課題を踏まえ，今回抽出した複数の有望技
術を対象とする以下の実証調査方針を設定した。
方針１：調査困難箇所の調査手法の選択肢拡大
本研究では調査困難箇所に対応可能と思われる，
より安価な調査技術を抽出している。自走式・
浮流式それぞれ 1 技術を対象として実証調査を
行い調査技術の選択肢拡大を図る。

表－3 圧送管調査方法
製品名
自立型管内
漏水検知シ
ステム
“スマート
ボール”

表－4 水面下の調査技術
製品名
PROFILER
HDFloat

表－1 流量多・流速大の箇所で調査可能な技術一覧
製品名

(4)その他の調査手法
①水面下調査
アンケート結果では，水面下の状況が確認できな
いとの意見があった。
調査技術としては，表－4 の調査手法が挙げられ
る。国内での調査実績は無いが，アメリカ，カナダ
では調査が実施されている。また，水深多・流速大
の箇所にも有効と考えられる。

特 徴
カナダ発の技術，圧力管に限定 100mm 以上
の空気弁から投入する。音響ｾﾝｻｰ等によ
り，漏水および空気溜りの位置を確認す
る。国内での実績は農業集落排水のみ
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方針２：水面下の状態把握（特に満管状態の管渠）
水面下の調査技術は現状として皆無であり，水
中の状態が把握可能となるソナーを用いた調査
技術を対象として実証調査を行う。調査手法と
しては， PROFILER HDFloat と PROFILER HDSub
による水面下ソナーによる実証調査が挙げられ
る。※海外企業と調整中
5.2 実証調査結果の評価項目
実証調査結果の評価は，各分類の配点項目に点数
をもたせ，その合計値を評価点として示し，各調査
機器の評価を行い，調査機器の選定フローを作成す
るための基礎データを整理する。
表－5 実証調査結果配点表
＜比較表イメージ_自走式・浮流式・PLOFILER_ＨＤsub（ソナー）・その他

共通＞

６.���の実施����
6.1 実証調査の実施
実証調査については，３都市を対象に以下の調査
を実施する予定としている。
5.1 の方針１に基づき，札幌市では，中大口径管
の自走式ＴＶカメラ調査を新技術のもぐりんこマッ
クスにて実証調査を行い，神戸市では，水位が高く
自走式では調査困難な路線にて，浮流式ＴＶカメラ
調査を水路トンネル内面ロボットにて実証調査をう｡
また神戸市では方針２に基づき，PROFILER HDSub
にて水面下の実証調査を行う。これらの新技術また
は調査実績の無い技術の再現性および信頼性の確認
のため，横浜市にて，場所や水理条件が異なる場合
のアウトプットの違いや再現性を確認する。
���

組
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力
機
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力
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項
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目
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グランド
ビーバー

浮流式の比較評価

(実績有り)

応
性

もぐりんこ
マックス
(実証調査)

水路����
内面�����
(実証調査)

PROFILER
HDSub
(実証調査)

ストリーム
カメラ
(実績有り)

比較評価（場所・水理条件の違い）／試験 n 数追加

もぐりんこ
マックス
(実証調査)

スー�ー
ビジ�ン
(実証調査)

-

-

-

-

-

配

ビーバー
�ス�ム
(実証調査)

スー�ー
ビジ�ン
(実証調査)

①

③
①

③
①

④
①

⑧
①

⑦
①

⑥

配 点項目

���

自走式の比較評価

ビーバー
�ス�ム
(実証調査)

水路����
内面�����
(実証調査)

PROFILER
HDSub
(実証調査)

再現性・信頼性の確認

���

点

評 価 点

原則

５点満点で配点する。

図－5 実証調査のイメージ

※ 特 記

表－6 実証調査予定の調査手法概要

5.2.1 ＡＨＰ法による重み付け
表－5 に示された各評価項目は実証調査結果等に
より評価点が与えられるが，「長寿命化計画策定」，
「日常の維持管理」，「災害時の緊急対応」等の管
路調査の目的によって，各評価項目に対する重要度
は異なる。
このように，目的別に複数の評価基準のもとで，
複数の調査技術（代替案）の中から選択することに
なることから，ＡＨＰ法を用いて重み付けを行い調
査技術の選択をすることとする。
また，管路調査の場合，管路の布設年度，布設延
長等，各自治体によって実情が異なるため，ＡＨＰ
法のアンケート調査は，技術開発連絡会議参加都市
を対象に実施する。

概要図

工法名・概要
もぐりんこマックス
高速道路下に設備されている大
口径管渠内を調査する目的とし
て作られた製品である。人力で運
搬可能な軽量，コンパクトな作り
となっている。管の損傷部の計測
は，映像中に映し出された２点ﾚ
ｰｻﾞｰ光点との比較で計測可能

水路トンネル内面ロボット
船型の船体に 4 台の TV カメラと
照明を装備し，下水の流れを利用
し自然流下しながら管渠内の映
像を撮影する。映像レコーダや電
源（バッテリー）も船内に搭載し
ているので，ケーブルレスの調査
機材となっている。TV カメラの
撮影方向は，下流方向・天井側
視・左側視・右側視で，管渠内面
を死角無く撮影する。

PROFILER HDSub
ほぼ満管状態の管路(圧力管含)
で使用可能。ソナーのみの装置で
あり，管の摩耗状態，堆積物の調
査が可能となる。
ケーブルによって牽引しながら
管路内の調査を行う。
堆積状態等の調査が適しており，
管路の劣化状況については，精度
が劣る。

図－4 ＡＨＰ法による重み付けイメージ
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6.1.1 実証調査結果の整理とまとめ
実証結果を整理することで各種調査手法の課題を明

確化する。また，各種手法の課題解決策を検討する
とともに，調査結果全体を体系的に整理する。

管路調査の��（長寿命化 or 維持管理 or 緊急時）

小口径

中大口径 or 小口径

本研究対象外

水位・流速があり調査困難と思われる中大口径管路の技術の選択

水位・流速条件（適応性・適応条件）

ᚸ ̖ ؕ แ
品質/機能

コスト/効率性

納期

安全性

付加価値

長寿命化：◎
維持管理：○
緊急時：○

長寿命化：○
維持管理：◎
緊急時：○

長寿命化：○
維持管理：○
緊急時：◎

長寿命化：○
維持管理：○
緊急時：○

長寿命化：維持管理：緊急時：-

組織力/機動力
長寿命化：維持管理：緊急時：-

ˊ ஆ క
�����ー�ー
品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

スー�ー����
品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

��り�� ���

スト�ー����
品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

�ー�ー
品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

水路�����������
品質/機能：○点
コスト/効率性：○点
納期：○点
安全性：○点
付加価値：○点
組織力/機動力：○点

その他

� 定
本研究対象

図－6 調査機器選定のフロー図(案)
6.2 ケーススタディ
調査・改築・更新が困難な箇所，過去の施工実績
や各種ヒアリング結果，実証調査の結果を踏まえた
ケーススタディを行い，適用可能な手法と課題の整
理，解決策の検討を行う。
6.2.2 ケーススタディの抽出および選定
ケーススタディの対象とする箇所は，前項までに
類型化した困難箇所全てを対象とする。
※ケーススタディ（ケースａ「流量多・流速大」，
ケースｂ「放流渠・流入渠」，ケースｃ「伏越し」，
ケースｄ「圧送管」）
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(1)調査手法の検討
類型化した各ケースに対して，効果的・効率的な
調査手法を検討する。
調査手法については，一般的な手法の困難箇所へ
の適用検討や他都市における類似箇所での施工実例
を応用した場合の検討等を行う。調査・改築手法に
関する課題，研究成果の整理
これまでの結果を踏まえ，困難箇所での調査・改
築・更新実施事例やフィールド調査結果，ケースス
タディから得られた知見を取りまとめ，各種調査手
法を選定する際に参考となるフローを検討する。図
－6 に調査機器選定のフロー(案)を示す。
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表－7 PROFILER の概要

6.3 改築・更新手法の整理
6.3.1 マンホール更生工法について
マンホールの更生工法は，特徴や適用範囲が明確
になっていない。本検討ではマンホール改築・更生
工法より，「マンホール更生工法」として調査し整
理する。
6.4

概要図

工法概要
TV カメラに装着した照射デバ
イスにより管路壁の凹凸や変
形を描きだすレーザーリング
を生成する。このレーザーリン
グを PC ソフトで 360°方向の
管径を精密に計測可能となる。

管更生後の品質確認手法

日本下水道協会は，管きょ更生工法における設
計・施工管理ガイドライン（案）平成 23 年 12 月
において，管更生後の品質確認手法として”衝撃
弾性波による既設管きょ劣化診断技術”と”超音
波による更生管非破壊検査法”が紹介されている。
本研究ではそれ以外の特殊な手法として，
Profiler による，内面出来高の確認手法の実績を
調査し，品質確認手法として紹介できる内容を整
理する。

6.5 事故や災害時の応急工事技術
連絡会議メンバー，協会およびメーカーにヒアリ
ングを行い，災害時の調査技術および応急工事技術
の実績をまとめる。
現時点では，具体的な事例は確認されていないが，
今回調査した技術の中で，災害時の調査技術および
応急工事技術として有効と思われるものがあるので，
参考として事例を示す。
例：人孔浮上部には，ＳＣプラグ（ｴｸｽﾄｯﾊﾟｰ）＋バ
イパス管，ソナーを用いた管内堆積物調査，ス
マートボールを用いた圧送管漏水箇所の確認，
自走式による管路内堆積物の確認等

6.4.1 評価項目について
管路施設の更生工法に関する検討委員会 最終と
りまとめ平成 23 年 5 月 31 によると，管更生後のシ
ワ発生に伴い，更生管の流下能力に支障が生じると
考えられることから，塩ビ管（φ300）L＝1.2ｍの実
験管路を用いて，その影響について水理実験によっ
て確認を行っている。
その結果，シワの発生により，流下能力に対し一
定の影響が生じることが明らかとなり，流下能力の
観点から許容できないシワ発生状況を明確化するこ
とが必要であり，出来高検査基準の考え方について
引き続き検討を行うことを示している。

写－1 (参考)下水道応急復旧の様子
6.6 地震対策に資する工法等
東日本大震災では，下水道施設も甚大な被害を被
った。これを受け，事故発生後の対応として，継続
的に下水を排除できる復旧手法の事例を調査し紹介
する。
また，中越沖地震，阪神淡路大震災等の過去の被
災・事故が起きた際の復旧事例等を参考に，災害復
旧の今後の取り組み方針について検討を行う。

6.4.2 評価項目に対する確認手法
定量的にシワの発生状況の確認手法として，管路
内面の不陸等を確認できる調査技術として，以下に
示す調査技術「PROFILER」が有効な確認手法と思わ
れる。
今後，資料収集を行い管更生後の品質確認手法とし
て紹介する予定である。

6.7 まとめ（課題と解決策）
最終的には，各種調査手法を選定する際のフロー
を作成する予定であり，実証調査対象以外の調査技
術を含む調査技術の比較評価を行う。
●この研究を行ったのは
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