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下水道（管路）長寿命化計画
に関する調査研究（大津市）

１.����
下水道事業に早期に着手した自治体にとって，膨
大な下水道管路施設に対して，劣化が進行した管路
の改築更新ならびに残った施設に対する維持管理は，
今後増加していく。特に，都市化の進展に伴う苦情
への対応やコスト縮減といった課題もあり，いかに
効果的・効率的な計画を立てるかは，今後のテーマ
の１つでもある。
今回，滋賀県大津市の大津処理区を対象とした，
管路施設の長寿命化計画と維持管理計画の立案に
「下水道施設のストックマネジメント手法に関する
手引き(案) 平成 23 年９月」
（国土交通省）を基にし
た対象管路の絞りこみ手法を用いる研究を実施した
ため，その事例を報告する。
ここでは，主に 1)老朽下水道管の長寿命化計画の
立案手法，2)効率的な維持管理計画の立案手法とし
て、今後の未調査地域への衝撃弾性波法の適用方法
の２つについて検討を行った。
なお，研究期間は，平成 22・23 年度の 2 カ年で，
うち平成 22 年度は TV カメラ調査と衝撃弾性波調査
の比較検証，平成 23 年度は長寿命化と維持管理に
関する計画手法を検討した。
大津処理区の位置および下水道の概要を図-１に
示す。
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＜大津処理区＞
① 概 要
・昭和 37 年事業開始
・全体計画面積 1471ha
（合流 155ha 含む）
・管路延長 355.484km
・単独処理場 1 箇所，ポン
プ場施設 27 箇所
・人口普及率 99.7％（汚
水，平成 23 年度末）
② 処理区内の特徴
・大津市役所，滋賀県庁
が位置する
・幹線道路（名神高速道
路，国道 1 号線，県道 18
号線），鉄道（JR 東海道
線，東海道新幹線，京阪
電気鉄道）が通る交通・
物資輸送の要所である

図-１

大津処理区

大津処理区の位置・概要
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２.検討項目�検討フロー
2.1 検討項目
本研究は，主に２つの課題について実施した。
1) 課題-１：老朽下水道管の長寿命化計画の立案
手法の検討
① 過年度に実施した TV カメラ調査の統一的
な精査と再評価（劣化判定基準）
② 衝撃弾性波法の結果に基づく TV カメラ調
査結果の見直し（緊急度判定）
③ 管路の劣化原因・特徴を反映させたリスク
評価を適用した，長寿命化計画の対象路線の
選定と事業実施の順位付け
2) 課題-２：効率的な維持管理計画の立案手法の
検討
① 調査済み地域の劣化原因を当てはめた効率
的・効果的な維持管理方法の提案
② 衝撃弾性波法を導入する際の条件整理

2.2 検討フロー
図-２に検討項目に対するフローを示す。

はめた。
また，平成 22 年度に行った衝撃弾性波法と TV カ
メラ調査の比較検証は，フロー内の(1)情報収集の中
で整理した。

2.3 衝撃弾性波法の利用について
衝撃弾性波法とは，
「弾性波法」と呼ばれる非破壊
試験の原理を応用した管路内調査方法である。これ
は台車に衝撃装置（打撃部）を装着し，管路内の任
意の位置へ到達した後に内側から微小な弾性波を与
え，発生する弾性波を加速度センサーで計測するも
のである（p109 図-１）
。
得られた波形には伝播経路上における管の状態に
関する情報が含まれている。この波形を解析して，
管の劣化状況を定量的に評価する。

2.4 衝撃弾性波法の特徴
1)

計測した波形の解析から、クラックの方向（管
軸方向か円周方向か）
，現状の管の厚さ，管の強
度を推定することができる。これを利用し、現
状の耐荷力を求めて安全性を定量的に判断する
ことができる。
2) TV カメラ調査では検出が難しい微細なクラ
ック（劣化ランクの C に相当）の存在を知るこ
とができる。
今回は本方法の「定量的評価」という特徴を活か
し，TV カメラ調査での緊急度判定を見直すとともに，
調査済み地域の劣化原因・特徴を踏まえ，未調査地
域に効果的に適用するための選定条件も整理した。

３.劣化の��������
3.1 調査済み地域の劣化判定上の懸案点

図-２

検討フロー

前述の２つの大きな課題のうち，課題１を先行し
て行い，劣化の原因・特徴，リスク評価の手法を課
題２へ適用することとした。ただしその際は，調査
済み地域と未調査地域の管路の布設状況や地形的な
差異を考慮し，課題１の考え方を適宜修正して当て
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大津処理区における管路内調査の調査済み地域・
未調査地域は図-３のとおりである。
図内で衝撃弾性波法を併用した地域は別途着色し
た。図内のブロックＡ～Ｇ（７ブロック）とは，既
往の調査報告書の考え方に準拠し，長寿命化計画・
維持管理計画の実行性，財政的負担の平準化，単独
処理場からの距離に応じて暫定的に付けた目安区分
である。
調査済み地域は，Ｅ～Ｇブロックであり，ここは
布設後の経過年数が 34～46 年と処理区内で古く，ま
た商店街を形成する商業地域や準工業地域が中心で
ある。
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容最大値の概ね 1/2）が劣化判定の中で判断できる
ように考慮し，表-１に示す基準(案)を設定した。
�� �8 �

表-１
管種

・着色の地域：TV カメラ
調 査 済 み （ 2,748 スパ
ン）
・無着色の地域：未調査

「継手ズレ」の劣化判定基準の改善(案)
ランクａ

HP 管

脱 却

TP 管

脱 却

VU 管

脱 却

ｂ
φ150～700：
30mm 以上
φ800～900：
40mm 以上
φ150～250：
30mm 以上
φ150～700：
50mm 以上
φ300～350：
60mm 以上

注）HP:鉄筋コンクリート管

図-３

管路内調査の実施済み・
未実施地域の区分
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調査済み地域では，平成 15 年度から管路内調査を
継続的に実施している。報告書の物件数は 17 件，総
延長は約 51km（2,748 スパン）である。これらを精
査したところ，以下の懸案点が判明し，技術的な解
決が必要となった。
1) 各報告書は，必ずしも同一の基準・方法で劣
化判定を行っているわけではない。劣化判定や
各種の判定が不統一である。
2) 調査や維持管理の実施優先を決めているもの
の，定性的な判断が多い。
劣化判定の項目やデータ整理の過程で行う各種の
判定項目（緊急度判定など）は，少なくとも，
「下水
道長寿命化支援制度に関する手引き(案)，平成 21
年度版」
（国土交通省）の記載項目と整合させる必要
があり，統一的見地での整合・再判定を要する。
また，今後も継続的に管路の調査点検を進めるこ
とから，その実施順位を効率的・効果的に策定する
には，定量的に判断することが重要であり，その手
法について検討を行った。

3.2 劣化の再判定
(1) 劣化判定基準の改善と再判定
過年度の劣化判定には，継手挿入不足，継手接続
不足，パッキン脱却といった判定項目を独自に追加
しているものがあった。これは一般的な「継手ズレ」
を細分類しただけであるため，当時の本管調査表，
管路内写真と照合しながら「継手ズレ」を判定し直
した。
これについては，今後耐震診断を簡素化するため
にも，管きょの耐震上の抜出し判定の中で，レベル
１相当（管種・管径ごとに規定されている継手の許
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TP:陶管

ｃ
φ150～700：
30mm 未満
φ800～900：
40mm 未満
φ150～250：
30mm 未満
φ150～700：
50mm 未満
φ300～350：
60mm 未満

VU:塩ビ管

実際の管材の規格値を考えると，従来の判定基準
（例えば，鉄筋コンクリート管でｂランク：70mm 以
上）では，管径によっては脱却相当となるケースが
あり，耐震性能と不整合となる。この改善により判
定結果が変わるのは c→b へ繰り上がる場合で，a（脱
却）は従来基準と変わらないが，長寿命化計画を立
てる上ではａ,ｂランクの１スパン当たりの数が重
要なので，結果的には相対的に緊急度が高くなり，
従前よりも厳しい判定結果（安全側の判定）となっ
た。
(2)

衝撃弾性波法での結果に基づく緊急度判定の
見直し
劣化の再判定結果に基づく緊急度判定は，衝撃弾
性波法で得られたクラック（軸方向・周方向）の状
況により緊急度を見直した。
見直し方の考え方として，表-２の方法を提案した。
見直し後の結果の特徴は次のとおりである。
1) 土被り 1.0～2.0m の範囲では，緊急度が繰り
上がったものが多かった。
2) 土被り 1.0m 未満は，TV カメラ調査の緊急度
判定がそのまま生かされた。土被りが浅いと破
損・クラックの劣化ランクが大きいため（ａま
たはｂが多い）
， TV カメラでの検出が容易であ
る。衝撃弾性波法は，TV カメラで検出の難しい
微小クラックの定量的な検出・評価に反映でき
る。
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10.0

衝撃弾性波法による緊急度見直し(案)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
8.0

塩ビ管

土被り (m)

陶管
6.0

鋼管

4.0

2.0

0.0
0

200

400
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800
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1200

1400

管 径 (mm)

図-５

調査済み地域の管径～土被り

2)

管種は，鉄筋コンクリート管 64％，塩ビ管
35％，陶管・鋼管１％の比率である。
3) 劣化は，図-４から，破損，クラック，浸入水
が主体である。管種によらず，土被り，経過年
数，管径との相関性が見られる。鉄筋コンクリ
ート管の腐食は非常に少ない。
4) 当該地の劣化は，土被りの浅い管きょに対し、
市街化の進展に伴う交通荷重が継続的に作用し
たことが原因と考えられる。

3.3 劣化の原因と特徴
(1) 劣化の原因
調査済み地域の 2,748 スパンについて，劣化ａラ
ンクの内訳を図-４に示す。
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管の破損, 30%

(2) 劣化の特徴
劣化の特徴は，例えば布設比率の高い鉄筋コンク
リート管では次のとおりである。
1) 土被りについて，1.5m 未満は劣化ａ,ｂが多
い。これは交通量の多い道路（国道・県道）で
は顕著である。
2) 経過年数については，経過 32 年以上で劣化が
生じ，37 年以上では劣化数が多くなる（図-６）
。
3) 管径については，管径が大きいほど劣化ａ及
びｂの割合が増える。
4) 浸入水は、管の破損，管のクラック，管の継
手ズレ，上下方向のたるみにより二次的に生じ
ると考えられ，全般に土被りが増すと浸入水も
増える傾向が見られる。
500

管のクラック, 29%

ランクｃ
ランクｂ
ランクａ

400

1)

調査済み地域の劣化（ランクａ）

当該地は複数の扇状地が重なり合う砂・砂礫
地盤であり，琵琶湖岸へ向かう緩い下り斜面で
ある。管きょはこの傾斜地形を利用し，管径に
よらず土被りがほぼ一定である（図-５）
。
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図-４

該当の管の本数

※ その他とは，パッキンはみ出し・接合不良

32年

図-６
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37年

経過年数

経過年数に対する劣化頻度
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なお，塩ビ管は，当該地ではかなり古くからの導
入実績があり，経過年数 29 年以上では劣化が生じ始
める傾向が見られる。
また，陶管の劣化は鉄筋コンクリート管とほぼ同
様であるが，ほとんどの陶管が経過 34 年以上であり，
３つの管種の中では劣化が最も多い。

４.長寿命化�維持管理計画�の��
4.1 長寿命化計画の事業実施順位
大津処理区の事業優先度は「下水道施設のストッ
クマネジメント手法に関する手引き(案)，平成 23
年９月」（国土交通省）」によるリスクマトリクスを
用いたリスク評価手法に着目し，前述した既調査結
果の劣化傾向を利用し，リスクマトリクスを作成し
た。
表-３に今回設定したリスクマトリクスの一例（ヒ
ューム管の土被りに対する評価）を示す。
1) リスクマトリクスは，劣化原因・特徴から、
①土被り，②経過年数，③管径の３つの条件で
整理した。すなわち，３種類の各評価の結果を
重ね合せて判断する。
2) 各マトリクスは３行×３列（９メッシュ）と
した。
3) マトリクスの縦軸（劣化の発生確率）は，鉄
筋コンクリート管の土被りは，「1.5m 未満」が
劣化の発生確率が最も高く，次いで「1.5～2.0m
未満」，
「2.0m 以上」に区分した。
結果年数は，「経過年数 37 年以上」が最も確
率が高く，次いで「32～36 年」，
「31 年以下」に
区分した。
また管径は，「250mm 以下」，「251～400mm」，
「401mm 以上」の順とした。ただし，管径につ
いては 250mm の布設が多いこと等，当該地の布
設実績も考慮した区分である。
4) マトリクスの横軸（被害の規模）は，道路区
分のほか，以下の地域状況を考慮して設定した。
① 道路区分（国道・県道，市道，私道）
② 用途区分（住居地域，商業地域・準工業地
域か）
③ 防災上の配慮として，耐震上の「重要な幹
線等」に該当するか，琵琶湖の浸水想定エリ
アに該当するか等
5) 土被り，経過年数，管径の３つのマトリクス
の該当条件の欄に記載された評価点を合計し，
事業の優先順位は表-４の４段階で考えた。すな
わち，３つのマトリクスの合計が 18～27 点の場
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合は，長寿命化計画へ申請して改築（布設替え
または更生工法）することとした。基本的には，
長寿命化計画（５箇年）では，点数の高いスパ
ンから優先的に改築を行う。
また，17 点以下のスパンは次期の長寿命化計
画の候補となるが，それまでは予防保全または
事後保全で対応することとした。
6) なお，改築工法を選定する際は，(財)下水道
新技術推進機構の技術審査証明を取得済みの更
生工法（全 21 工法）について，管径別に直接工
事費を整理し，管径ごとの平均金額に最も近い
工法の更生材標準厚を当てはめて流下能力の計
算（流量・流速）を行い，更生工法の適用性も
判断した。
表-３ 設定したリスクマトリクスの一例
（ヒューム管，土被りによる評価）
発
生
確
率

高

0～1.5m

�

7

�

⇔

2011 年度

1.5～2.0ｍ

2

�

8

低

2.0m以上

1

3

5

私道・その他

市道

国道・県道

⇔

大

小

����

表-４
大
↑

リ
ス
ク
↓
小

��点�

リスクの合計点数による評価(案)
���・ �策��

1 8 ～2 7 点

������で 対策を��

13～17点

予防保全または対策を検討（第２期に改築・修繕で対応）

8～12点

予防保全（第３期に改築・修繕で対応する）

3～7点

事後保全（継続的に経過を見る，事故時は緊急体制で対応）

上述の検討を踏まえ，長寿命化計画の対象路線を
約 200 スパン（約５km，うち約４割が更生工法）へ
絞り込みを行うことができた。

4.2 未調査地域の維持管理計画
未調査地域（14,968 スパン）についても上述のリ
スク評価により，調査点検の代表路線を選定した。
その際は，調査済み地域との布設条件の違い等も考
慮し，以下のように整理した。
1) 未調査地域の管きょの経過年数は 20～33 年
が大半であり，調査済み地域よりも約 13～14
年新しい。
すなわち，①今後劣化の可能性を備えた一部
の路線を調査点検し，全体を把握すればよいこ
と，②劣化の初期の兆候を的確に把握すること
の２点に主眼を置く。
2) リスク評価の点数の高いグループのスパンを
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下水道新技術研究所年報

５.���

「維持管理上の重点路線」と扱い，密な調査点
検（概ね７年間隔）を行う。
次点のグループは，「維持管理上の代表路線」
とし，大津市の既往実績に基づく間隔（概ね 10
年）で調査点検を行う。
それ以下の点数のグループは，
「重点路線」また
は「代表路線」に異常が認められた場合に調査
点検を行う。この方法であれば，膨大なスパン
の劣化状況を効率的かつ効果的に捉えることが
できる。
3) 未調査地域は，鉄筋コンクリート管・塩ビ管
が約半数ずつだが，陶管はわずか 16 スパンしか
ない。そのため，陶管は全てを「重点路線」と
した。
4) 未調査地域の標高は，調査済み地域よりも概
ね 10～15m 低く，破損やクラックなどに付随し
て浸入水が発生する可能性がある。特に，県道
18 号線より琵琶湖側のブロックＡ・Ｂ（図-３）
は，標高が低く琵琶湖の浸水想定エリアであり，
またブロックＢは幹線管きょが主体である。
リスク評価から，
「重点路線」
・
「代表路線」は
全体の約３割となった。メイン対象は，ブロッ
クＢである。ここは大型の商業ビル・レジャー
施設を有する観光地としても発展し，市内で最
も活気ある場所の１つとなっている。
5) さらに鉄筋コンクリート管については，劣化
の初期の兆候を把握するため，衝撃弾性波法の
活用を考える。効果的な導入条件とは，次の２
つを満たす場合である。
① 土被り：1.0～2.0m の範囲
② 経過年数：32 年以降
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ここでは，大津処理区を対象にして，管路内調査
データの劣化原因・特徴を反映させたリスク評価に
より，改築優先度の評価方法を検討した。また，そ
の結果を反映し，未調査地域の効率的かつ効果的な
調査点検手法を提案した。
この考え方は，大津市の他の処理区に対しても発
展的に当てはめることができるので，さらに検討を
進める所存である。
本研究が類似の長寿命化計画・維持管理計画の策
定の際の一助になれば幸いである。
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