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管路施設の更新事業における
管きょの劣化度概要判定に
関する調査研究（横浜市）
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膨大な管路施設のストックを抱える横浜市ではこ
れらの更新事業は，適正なストック管理の観点から
事業量や事業費を平準化するための優先度設定が重
要となる。
従来では，経過年数や不具合発生履歴を基にした
調査箇所の選定を行っており，時間を要し事業量が
大きく変動する傾向があった。
これはＴＶカメラ調査が定性的な判断であるため，
劣化の傾向について整合性を図ることが困難である
ことに起因している。下水道機構で研究を行ってい
る衝撃弾性波検査法は，管きょの強度を数値化する
ことが可能であり，劣化の傾向分析も定量的に行う
ことが可能である。
このような背景から本研究では，臨海部と内陸部
の代表的な管路の調査を行い，衝撃弾性波検査法の
有効性を確認することを目的とした。

本研究は，横浜市と(財)下水道新技術推進機構が
共同で実施した。
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3.1 衝撃弾性波検査法とは
ハンマ等で衝撃を与えることで弾性波を発生さ
せ，センサでこの弾性波を受信し、得られた受振波
形や周波数分布図の特徴を用いて対象物の劣化程度
を推定する方法である（図-１）。本検査法では，得
られた周波数分布図から高周波成分比から仮想管厚
や仮想破壊荷重を求め，安全指標を求める。
衝撃により弾性波を発生させるという点で超音波
法と異なり，広周波数帯・強エネルギーを持つ弾性
波であるため，散乱・減衰の影響を受け難いという
利点がある。

【ＴＶカメラ調査】
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3.2 衝撃弾性波検査法の特長
衝撃弾性波検査法は，既設管の構造的に重要な変
状を検査することが可能で，以下の特徴を有してい
る。
衝撃弾性波検査法検査法では，ＴＶカメラ調査結
果とあわせて，総合判定を行うことから，より精度
の高い効果的な管路診断が期待できる。
(1) 既設管の構造的に重要な変状を，非破壊・非開
削で検査できる
(2) 既設管の構造的に重要な変状を，定量的に評価
できる
3.3 衝撃弾性波検査法の適用範囲特長
衝撃弾性波検査法の適用範囲を以下に示す。
○ 鉄筋コンクリート管（JSWAS A-1 および JIS
A5372）とする。
○ 呼び径 200mm～700mm（本管）。
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4.1 調査概要
衝撃弾性波検査法による管路内調査は，海側と内
陸の 2 箇所を選定し，調査選定マトリクス（表-１を
参照）より地下水位の影響や交通量の影響など埋設
環境が類似している約 1,000ｍを対象とした。調査
位置を図-２，図-３に示す。
表-１

調査選定マトリクス

図-３

Ｂ地区調査位置図

4.2 調査方法
衝撃弾性波検査法の有効性を確認するため，ＴＶ
カメラ調査を同時に行い，診断結果の比較を行った。
なおＴＶカメラは，作業の効率化も検討するため，
広角ＴＶカメラを使用した。検証方法は，衝撃弾性
波検査法で把握できる不具合項目３項目（破損，軸
クラック，腐食）について，広角ＴＶカメラ調査結
果と衝撃弾性波検査法で不具合の発見の有無につい
て，管１本単位の比較とスパン単位の診断結果の比
較を実施した。

4.3 診断結果
4.2.1 管１本単位の比較
管１本単位での各調査結果の比較結果を表-２に
示す。
診断の結果，不具合が確認された管路は，全体の
約 15％程度であり，供用開始後 40 年を経過した管
路でも健全な管路が多く発見された。
調査の不一致部分となる①部分及び④部分につい
ては以下のとおり考察した。
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調査方法による不具合の有無

①部分（ＴＶｶﾒﾗ：無，衝撃弾性波検査法：有）
ａ）結果の考察
目視では確認できないヘアクラック等の潜在的な
不具合について衝撃弾性波により確認できたと考え
られる。
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ｂ）原因の確認
39 本のうち，12 本には取付け管が接続されていた。
取付け管が管頂部に接続されている場合は，検査精
度が低下することが衝撃弾性波検査法による管路診
断技術資料（平成 24 年 3 月 財団法人下水道新技術
推進機構）
（以下，技術資料）でも示されていること
から，取付け管の接続により高周波成分比が減少し，
劣化として検知された可能性もある。他の 27 本には
衝撃弾性波検査法の結果に影響を与えるような要因
は見当たらないことから，潜在的な不具合が存在し
ていることと思われる。
ｃ）今後の取り扱い
目視で確認できないような不具合ではあるが，強
度に影響を与えるような不具合であれば，衝撃弾性
波検査法にて検知できるため，衝撃弾性波検査法を
用いることでより安全側の評価とすることが出来る。
潜在的な異常が生じているかどうかは，対象管に
対して外圧試験を行い，ひびわれ荷重や破壊荷重値
を推計し，管の劣化状況を行うことで確認すること
ができる。
④部分（ＴＶｶﾒﾗ：有，衝撃弾性波検査法：無）
ａ）結果の考察
広角ＴＶカメラで発見された不具合は，強度に直
接的な影響を与えないもしくは微少な不具合である
と考えられる。
ｂ）原因の確認
34 本のうち，周クラックが発生しているものは 15
本，ジョイント接合部に破損が生じているものが 16
本，そのほか，本管部に軽微な破損が生じているも
のが 3 本確認された。周クラックは衝撃弾性波検査
法では検知することが出来ず，また，ジョイント部
の破損は衝撃弾性波検査法にて検知できる管体部の
不具合ではないことから，不一致が生じた原因とし
ては衝撃弾性波検査法の特性によるといえる。
ｃ）今後の取り扱い
衝撃弾性波検査法にて確認できない不具合である
が，言い替えれば強度には直接的に影響しない不具
合であるといえる。しかし，これらの不具合は管体
の強度に影響を与えないが，管路施設の健全性は低
下しているため，この部分についてＴＶカメラ調査
の結果を考慮して判定する必要がある。
4.2.2 スパン単位の比較
横浜市の基準によりスパン単位で診断した結果と
衝撃弾性波検査法による診断結果との比較を表-３，
４に示す。総合判定でⅠ又はⅡと判定されたものに
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ついて，横浜市の診断判定ではスパンでの対応（布
設替え or 更生）が選ばれている。また，総合判定で
Ⅲとなったものについても一部（11/27）がスパンで
の対応（布設替え or 更生）が選ばれており，概ね整
合した結果となっている。
比較結果より把握できたこととして，以下のとお
りである。
・衝撃弾性波による管の安全度［平均値］が 1.960
以上の場合は既設管利用となり，1.960 を下回
る場合はスパンでの対応（布設替え or 更生）が
必要となることが解った。
・衝撃弾性波による管の安全度［最小値］が 1.600
以上の場合は既設管利用となり，1.600 を下回
る場合はスパンでの対応（布設替え or 更生）が
必要となることが解った。
なお，上記については，Ａ地区における路線 15
の 3→7 のスパンを除いて該当する。この箇所は，衝
撃弾性波検査法で評価できない浸入水の項目により，
更生自立が選ばれている。
表-３

Ａ地区スパン単位の診断比較

表-４

Ｂ地区スパン単位の診断比較
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4.2.3 診断検証のまとめ
ＴＶカメラ調査結果を基にした診断結果と衝撃弾
性波検査法を考慮した診断結果との比較結果は，管
１本単位で見た場合の的中率について，異常無しが
約 86％，異常有りが約 25％となった。異常有りの的
中率が低くなった要因は，衝撃弾性波検査法で検知
できない不具合項目（周クラック等）によるもので
ある。
また，スパン単位での診断結果は，概ね整合が図
れた。しかし，横浜市の場合は，既存の判定基準が
あり，その判定基準を基に再整備事業を実施してい
る経緯があることから，衝撃弾性波検査法の調査結
果を診断に反映させることは，既存の再整備事業と
の整合性が図れない可能性がある。
横浜市における衝撃弾性波検査法の活用方法とし
て，以下の２点が考えられる。表-５，６に適用事例
を示す。
（1）同じ区分内の優先順位の設定
例えば，再整備事業量について，財政的制約等
により，同じ区分内で優先順位の設定が必要とな
った場合，衝撃弾性波検査法の結果（安全率）を
用いて定量的な判断から優先順位の設定が行える
（表中の備考赤字部分）
。

表-６

4.3 劣化傾向の把握
管１本単位で項目別に衝撃弾性波検査法の安全度
について平均を算出した結果を表-７に示す。
劣化傾向は，経過年数・管径・交通量の大小・地
下水位の有無について区分し，管１本単位の衝撃弾
性波検査法による安全度にて劣化要因について分析
を行った結果，管径が小さく，地下水位が高いもの
で不具合が見られたが，今回の調査では，不具合の
ある管路が少ないため，十分な劣化傾向を確認する
には至らなかった。
表-７

（2）既設管利用となった管の点検周期設定
既設管利用となった管について，次回の点検周
期を設定する場合に衝撃弾性波検査法の結果（安
全率）を用いて頻度の設定が可能となる。

劣化要因の分析結果
安全度

項目
経過年数
管径

表-５

Ｂ地区の適用事例
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５.今後の課題����
5.1 今後の課題
(1)データ収集の必要性
広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法の結果による
総合判定緊急度（Ⅰ～Ⅲまたは健全）に基づき，管
路施設の設置状況（選定基準）による劣化傾向の把
握を試みた。
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その結果，管１本毎の安全度で見ると，管径が小
さく，地下水が高いグループが安全度の全体平均値
の中で最も低い値を示した。
しかし，劣化傾向を把握するためのデータ数とし
ては必ずしも多いとは言えないため，今後も継続的
に調査を実施し，データの蓄積・検証が求められる。
(2)衝撃弾性波検査法の適用について
今回，
「衝撃弾性波検査法による管路診断 技術資
料」のとおり，ＴＶカメラ調査の緊急度と衝撃弾性
波検査法の緊急度を両方勘案して総合診断を実施し
た。
衝撃弾性波検査法で把握可能な不具合項目は，主
に破損，軸クラック，腐食の３項目である。そのた
め，
「衝撃弾性波検査法による管路診断 技術資料」
に示されている並列的な総合評価には，評価できな
い周クラック，継手ずれなどの強度に直接影響を与
えないような項目や，浸入水や取付け管接合不良な
どの項目による差が出る可能性がある。
横浜市のように独自の判定基準を持って再構築事
業を行ってきた自治体には，従来のＴＶカメラ調査
による診断を基本とし，衝撃弾性波検査法の有効な
適用方法を検討する必要がある。

5.2 今後の予定
本研究を実施した更新対象地区の長寿命化計画策
定のため，今後は同様の調査を約 2,000ｍ実施し，
更新対象区域の維持管理計画及び長寿命化計画の策
定手法に関する研究が求められる。
１）基礎調査
横浜市の更新対象区域について管路の状況や維
持管理の実態を把握するため，以下の項目につい
て資料の収集整理を行う。
z 点検調査，改築修繕，清掃，苦情等の履歴
z 経過年数
z 土質と地下水位（概略）
２）調査方針の検討
本研究では対象区域の維持管理や長寿命化の優
先順位を作成する。事業実施の優先順位は管きょ
の健全度予測やリスクマトリクスを用いて行うが，
それらを検討するためにどの地域で調査を行うか，
また収集した資料をどのような観点で分析するか
などの基本方針について検討を行う。
調査の着目点は，以下のものが挙げられる。
・埋設位置（占用，被り）
・経過年数
・腐食環境（内面腐食，塩害）
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・施工方法
３）調査箇所の抽出と選定
調査方針に基づいた現地調査を行った上で衝撃
弾性波調査を行う箇所の抽出を行い，調査の可否
や浚渫の必要性を判断するためにマンホールふた
を開けて事前調査を行う。
事前調査の結果より衝撃弾性波の調査箇所を選
定する。
調査対象延長は，約 2,000ｍ程度とする。
４）衝撃弾性波によるＴＶカメラ調査
選定した調査対象路線で衝撃弾性波による調査
を行う。衝撃弾性波による調査では広角カメラを
用いた調査も行う。
５）衝撃弾性波の結果に基づく劣化傾向の分析
衝撃弾性波による調査結果より，既存のＴＶカ
メラ調査で得られた劣化状況との比較を行い，調
査方針で検討した着目点毎に傾向を分析する。そ
の結果を基に今後行う予定のＴＶカメラ調査箇所
の選定を行うための指標を作成する。
また，衝撃弾性波による調査結果を用いた健全
度判定手法についても検討する。
６）管路内調査方法の有効性検討
衝撃弾性波による調査は，横浜市の管路内調査
基準と異なるため，市の調査で利用する際の留意
点や判定方法，対策工法の選定基準に利用するた
めの課題やその解決方法の検討を行う。
７）事業実施優先順位の検討
管路の劣化状況や健全度などから被害の発生確
率を推定し，管路の劣化が生じた場合に影響を受
ける被害などを用いたリスクマトリクスについて
検討を行い，事業の実施優先順位を提案する。
８）概算事業費の算出
既存のＴＶカメラ調査，衝撃弾性波による調査
の結果から劣化が見られた箇所の対策，健全度予
測から想定される今後，必要な更新事業，維持管
理で必要な管路の調査など，更新対象区域におけ
る更新事業に必要な概算事業費を算出する。
また算出した事業費と実施優先順位に基づき年
度ごとの事業費も算出する。
９）維持管理計画・長寿命化計画の策定
これまでに検討を行った成果をとりまとめ更新
対象区域の維持管理計画および長寿命化計画を策
定する。
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ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法の診断結果の
両方を勘案して総合診断を実施した。衝撃弾性波検
査法で把握可能な不具合項目は，主に破損，軸クラ
ック，腐食の３項目である。そのため，衝撃弾性波
検査法で評価できない円周クラック，継手ずれなど
の強度に直接影響のない項目や，浸入水や取付け管
接合不良などの項目で差が生じる。
横浜市では，市独自の調査判定基準を有している
が，衝撃弾性波検査法では潜在的な劣化箇所を発見
することが可能であることから，適用方法を十分に
考慮すれば、衝撃弾性波検査法の有効性は高いと考
える。また，調査対象施設の選定条件について，今
回得られた知見等を基にして，有効な劣化傾向分析
が得られるよう検討が必要である。
一方，「衝撃弾性波検査法による管路診断技術資
料」では，衝撃弾性波検査法の調査で得られる高周
波成分比から仮想管厚を算定する方法が示されてい
る。この仮想管厚は，管きょの耐震性を示す一つの
指標として評価できる可能性がある。
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