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衝撃弾性波検査法の利活用に関する
衝撃弾性波検査法の利活用に
研究
関する研究
１．研究目的
２．研究体制と研究期間
従来の管路調査は，ＴＶカメラや目視等の視覚
2.1 研究体制
公益財団法人日本下水道新技術機構におけ
に基づく定性的な手法が主体となっており，特に
る固有研究
小口径管きょ（呼び径 800 未満）については，既
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設管の耐荷能力等の定量的な評価が困難な状況に
2.2 研究期間
あった。小口径管きょにおいて非破壊かつ非開削
析・診断方法，ならびに結果の利用方法について示
平成 28 年 2 月～平成 28 年 10 月
研究目的
で調査を実施し，構造上重要な管の変状に関する

1.

数値指標を定量的に取得することができ，ＴＶカ
従来の管路調査は，ＴＶカメラや目視等の視覚に
メラ調査では発見できない管の外面の変状を捉え
基づく定性的な手法が主体となっており，特に小口
ることが出来る等の特徴を有する調査手法として
径管きょ（呼び径
800 未満）については，既設管の
衝撃弾性波検査法がある。下水道機構では，2012
耐荷能力等の定量的な評価が困難な状況にあった。
小口径管きょにおいて非破壊かつ非開削で調査を実
年に
「衝撃弾性波検査法による管路診断技術資料」
施し，構造上重要な管の変状に関する数値指標を定
を発刊し，下水道管きょの劣化診断技術としての
量的に取得することができ，ＴＶカメラ調査では発
解析原理や，調査・解析・診断方法，ならびに結
見できない管の外面の変状を捉えることが出来る等
果の利用方法について示している。
の特徴を有する調査手法として衝撃弾性波検査法が
当研究では，衝撃弾性波検査法による既存の調
ある。下水道機構では，2012 年に「衝撃弾性波検
査データを分析評価することで，衝撃弾性波検査
査法による管路診断技術資料」を発刊し，下水道管
法の特徴や活用方法，課題といった今後の利活用
きょの劣化診断技術としての解析原理や，調査・解
方法を見出すことを目的とした。

している。
当研究では，衝撃弾性波検査法による既存の調査
３．研究内容
データを分析評価することで，衝撃弾性波検査法の
3.1 データ等の収集・整理
特徴や活用方法，課題といった今後の利活用方法を
3.1.1 衝撃弾性波検査実施データの収集・整理
見出すことを目的とした。

本研究を行うために過去に実施した衝撃弾性
波検査実施データの収集・整理を実施した。

2.

研究体制

2.1
3.1.2研究体制
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
公益財団法人日本下水道新技術機構における固有
衝撃弾性波検査法と同時に実施するＴＶカメラ
研究
調査の結果とを比較し，衝撃弾性波検査の特徴を

明らかにした。

2.2 研究期間
平成 28 年 2 月～平成 28 年 10 月

3.1.3 衝撃弾性波検査結果の布設条件毎の結
果の分析
研究内容
調査対象管きょが布設されている条件（道路種
別，布設環境等）毎に結果の分析を行い，その傾
3.1
データ等の収集・整理
向を明らかにした。
3.1.1 衝撃弾性波検査実施データの収集・整理

3.

本研究を行うために過去に実施した衝撃弾性波検
3.2 衝撃弾性波検査法の利活用方法の検討
査実施データの収集・整理を実施した。

衝撃弾性波検査法の特徴を基に各公共団体にお
3.1.2
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
ける今後の維持管理基準設定や計画策定への活用，
衝撃弾性波検査法と同時に実施するＴＶカメラ調
経済効果，今後の課題等について検討した。
査の結果とを比較し，衝撃弾性波検査の特徴を明ら
かにした。

図－1 Ｔ
図－１
ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法を利
Ｖカメラ調査と衝撃弾性波検査法を利用
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４．研究結果
4.1 データ等の収集・整理
3.1.3 衝撃弾性波検査結果の布設条件毎の結果の
4.1.1 衝撃弾性波検査実施データの収集・整理
分析
（1）収集データ
調査対象管きょが布設されている条件（道路種別，
当研究における対象データは，技術資料とりま
布設環境等）毎に結果の分析を行い，その傾向を明
とめのために2011年度までに調査された7物件と
らかにした。
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図－3 年度別の延長

（1）対象
対象デ
弾性波検
に断りの

3.2 衝撃弾性波検査法の利活用方法の検討
衝撃弾性波検査法の特徴を基に各公共団体におけ
る今後の維持管理基準設定や計画策定への活用，経
済効果，今後の課題等について検討した。

4.

研究結果

4.1 データ等の収集・整理
4.1.1 衝撃弾性波検査実施データの収集・整理
（1）収集データ
当研究における対象データは，技術資料とりまとめ
図－4
図－４ 年度別のスパン数
年度別のスパン数
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のために
2011 年度までに調査された 7 物件と 2012
表－2 の
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2012
年に調査された
185
年～2015
年に調査された
185 物件の合計
192 192
物件， 対象延長は建設年度の判明している，約
対象延長は建設年度の判明している，約 98kｍ
98kｍ
2012 年～2015
年～2015
年に調査された
185 物件の合計
物件の合計
192
これは，
「
（2）対象データの抽出
対象延長は建設年度の判明している，約
2012
年～2015
年に調査された
185
物件の合計
192
（3,316
物件，
管路延長約
149km（4,978
スパン）
分のデー
（2）対象データの抽出
管路延長約
149km（4,978
スパン）分のデータが存
（3,316 スパン）のデータを対象とする。
スパン）のデータを対象とする。 98kｍ
物件，
管路延長約
149km（4,978
スパン）
分のデー
料」にも
当研究においては，建設年度を基とした管路の
（3,316
スパン）のデータを対象とする。
物件，
管路延長約 149km（4,978 スパン）分のデー
当研究においては，建設年度を基とした管路の経
在する。
タが存在する。
タが存在する。
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撃弾性波
経過年数による分析評価が必要となることから，
タが存在する。
過年数による分析評価が必要となることから，対象
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延長は建設年度の判明している，約 98km（3,316 ス
表－１ 年度別のデータ数
年度別のデータ数
表－1
表－1
年度別のデータ数
対象延長は建設年度の判明している，約
2012
年～2015
年に調査された
185
物件の合計
192
（3,316 スパン）のデータを対象とする。 98kｍ （2）
物件，
管路延長約
149km（4,978
スパン）
分のデー
パン）のデータを対象とする。
表－1 年度別のデータ数

（3,316 スパン）のデータを対象とする。

物件，
管路延長約 149km（4,978 スパン）分のデー
タが存在する。
タが存在する。
表－1 年度別のデータ数
表－1 年度別のデータ数
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図－5 本研究の対象延長
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4.1.2 ＴＶカメラ調査結果との比較分析
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
4.1.2
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
（1）対象データの分析
（1）対象データの分析
図－6 本研究の対象スパン数
（1）対象データの分析
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
図－６ 本研究の対象スパン数
本研究の対象スパン数
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
図－6
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
4.1.2 ＴＶカメラ調査結果との比較分析
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
4.1.2
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
（1）対象データの分析
4.1.2
ＴＶカメラ調査結果との比較分析
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
（1）対象データの分析
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
（1）対象データの分析
表－2
表－2 調査実績
調査実績
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃弾
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
表－2 調査実績
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特に断
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
りの無い限りスパン数で分析を行う。
―2―

表－2 調査実績
表－2 調査実績

対象データにおけるＴＶカメラ調査結果と衝撃
弾性波検査結果を以下に整理する。なお，以下特
に断りの無い限りスパン数で分析を行う。
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表－２
調査実績
表－2 調査実績

④区分４
ＴＶカメラ調査で異常が無く，衝撃弾性波検査法
による「管の健全度」が 100％の場合。劣化が進行
していない状態。健全であり，今後も継続して長期
間の運用が可能と判断できる。また，管路布設経過
２部_08_年報本編【衝撃弾性波検査法の利活用に関する研究】_170919.docx
年数によらず，当該管路の現状における残存耐力を
表－2 の結果を図－7 の通り分類すると，
以下の
を実施し，それぞれの手法によって異常が確認さ
確認できるため，耐用年数を超えた施設の継続利用
ようになる。
れたか否かによって 4 事象に分類することが可能
するための根拠とすることが期待できる。
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であるとの考え方に基づく。
表－２の結果を図－７の通り分類すると，以下の
表－2 の結果を図－7 の通り分類すると，
以下の
を実施し，それぞれの手法によって異常が確認さ
ようになる。
ようになる。
れたか否かによって 4 事象に分類することが可能
表－２のデータを
つの区分に分けて整理する。
表－2 のデータを44つの区分に分けて整理する。
であるとの考え方に基づく。
これは，
「衝撃弾性波検査法による管路診断技術資
これは，
「
衝撃弾性波検査法による管路診断技術資
料」にも記載されているが，ＴＶカメラ調査と衝撃
料」にも記載されているが，ＴＶカメラ調査と衝
た管路の
弾性波検査法の両方の結果を考慮した総合判定を実
撃弾性波検査法の両方の結果を考慮した総合判定
とから，
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施し，それぞれの手法によって異常が確認されたか
表－2 の結果を図－7 の通り分類すると，
以下の
を実施し，それぞれの手法によって異常が確認さ
否かによって
4 事象に分類することが可能であると
（2）
ようになる。
れたか否かによって 4 事象に分類することが可能
の考え方に基づく。
図－8 調査データの分類結果

であるとの考え方に基づく。
図－7 ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法の
結果による分類
図－7
ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法の
それぞれの区分は，以下の通り説明できる。
結果による分類
①区分１
ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波
それぞれの区分は，以下の通り説明できる。
検査法による「管の健全度」の低下がみられる場
①区分１
合。カメラで発見した異常個所が弾性波で検知さ
ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波
れているためと想定され，危険性の程度が数値化
図－7 ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法の
検査法による「管の健全度」の低下がみられる場
図－７
ＴＶカメラ調査と衝撃弾性波検査法の
でき，緊急性や優先順位の判断に役立てられる。
結果による分類
合。カメラで発見した異常個所が弾性波で検知さ
結果による分類
れているためと想定され，危険性の程度が数値化
②区分２
それぞれの区分は，以下の通り説明できる。
それぞれの区分は，以下の通り説明できる。
でき，緊急性や優先順位の判断に役立てられる。
ＴＶカメラ調査で異常が無く，衝撃弾性波検査
①区分１
①区分１
法による「管の健全度」の低下が見られる場合。
ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波検
ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波
②区分２
微小なクラック，あるいは内面腐食，外面の腐食
査法による「管の健全度」の低下がみられる場合。
検査法による「管の健全度」の低下がみられる場
ＴＶカメラ調査で異常が無く，衝撃弾性波検査
が存在する等，目視では確認できない劣化状況を
カメラで発見した異常個所が弾性波で検知されてい
合。カメラで発見した異常個所が弾性波で検知さ
法による「管の健全度」の低下が見られる場合。
数値として確認できる。
るためと想定され，危険性の程度が数値化でき，緊
れているためと想定され，危険性の程度が数値化
微小なクラック，あるいは内面腐食，外面の腐食
急性や優先順位の判断に役立てられる。
でき，緊急性や優先順位の判断に役立てられる。
が存在する等，目視では確認できない劣化状況を
③区分３
数値として確認できる。

ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波
②区分２
②区分２
検査法による管の破壊荷重が規格値を上回る場合。
ＴＶカメラ調査で異常が無く，衝撃弾性波検査法
ＴＶカメラ調査で異常が無く，衝撃弾性波検査
③区分３
ＴＶカメラで確認された異常が，管体の耐荷力へ
による「管の健全度」の低下が見られる場合。微小
法による「管の健全度」の低下が見られる場合。
ＴＶカメラ調査で異常が認められ，衝撃弾性波
の影響が少ないと考えられ，安全性を考慮した時
なクラック，あるいは内面腐食，外面の腐食が存在
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