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1.

１．はじめに
研究目的
福岡市は昭和 5 年に下水道事業に着手し，
平
成 26 年 度5末年に下水道事業に着手し，平成
時点で管渠の総延長は約
福岡市は昭和
このうち標準耐用年数を超える管渠
267,050km，
年度末時点で管渠の総延長は約
7,050km，このうち
は約
290km
に達し，今後急速に老朽管が増大
標準耐用年数を超える管渠は約 290km に達し，今後急
することが見込まれる（図－ 1）。
速に老朽管が増大することが見込まれる（図－１）
。
本研究では，適切な劣化判定基準に基づい
本研究では，適切な劣化判定基準に基づいた改築
た改築計画策定を実施するため，現行の市独
計画策定を実施するため，現行の市独自の劣化判定
自の劣化判定基準の見直しを行った。見直し
基準の見直しを行った。見直した劣化判定結果を基
た劣化判定結果を基に健全率予測式を策定し
に健全率予測式を策定した。
た。
また，老朽管の効率的な点検・調査手法として，
また，老朽管の効率的な点検・調査手法と
スクリーニング調査の導入検討を行った。
して，スクリーニング調査の導入検討を行っ
た。

3.

る。その他の項目は，管路 1 本ごとに評価（a，
研究内容
b，c 判定）し，スパン毎に不良率を判定（A，
B，C
A
3.1 判定）する。これらに対して，ランク
現行の劣化判定基準の見直し
が
2 項目以上で緊急度Ⅰ，ランク
A が 2 項目
3.1.1
基本的な考え方
もしくは，ランク
B
が
2
項目以上で緊急度Ⅱ
「下水道維持管理指針」
（以下，指針と表記）では，
となる。他都市では，上記の指針を基に判定
「管の腐食」
，「上下方向のたるみ」をスパン単位で
基準を設定している例が多い。
判定（A，B，C 判定）する。その他の項目は，管路
管路 1 本ごとに評価を行い，
1 福岡市の場合，
本ごとに評価（a，b，c
判定）し，スパン毎に不
1良率を判定（A，B，C
つの箇所の劣化内容によって，スパン全体
判定）する。これらに対して，
を判定（A，B，C
判定）している。1
箇所でも
ランク A が 2 項目以上で緊急度Ⅰ，ランク
Aが2項
緊急度Ⅰ，Ⅱに相当する劣化があれば，スパ
目もしくは，ランク B が 2 項目以上で緊急度Ⅱとな
ン全体が緊急度ⅠまたはⅡ相当と判定される
る。他都市では，上記の指針を基に判定基準を設定
ため，指針と比較して改築と判定されやすく
している例が多い。
なっている。
福岡市の場合，管路 1 本ごとに評価を行い，1 つ
本研究では，福岡市の現行の判定基準につ
の箇所の劣化内容によって，スパン全体を判定（A，
いて，
文献調査や，指針の判定基準を参考に，
B，C 判定）している。1
箇所でも緊急度Ⅰ，Ⅱに相
何が危険な劣化内容かを検討した上で，判定
当する劣化があれば，スパン全体が緊急度Ⅰまたは
基準を見直し，現状に合った新しい劣化判定
Ⅱ相当と判定されるため，指針と比較して改築と判
基準を検討した。
定されやすくなっている。
本研究では，福岡市の現行の判定基準について，
3.1.2
判定基準の見直しの視点
文献調査や，指針の判定基準を参考に，何が危険な
(1)管の亀裂/管の破損
劣化内容かを検討した上で，判定基準を見直し，現
①クラック
状に合った新しい劣化判定基準を検討した。
・リスクが大きい道路陥没への影響を第 1 に
図－１
経過年数別埋設延長
図－
1 経過年数別埋設延長
考えることを基本とした。
3.1.2
判定基準の見直しの視点
・クラック幅
5mm 以上で空洞が発生するリス
(1) 管の亀裂/管の破損
クが高まることから，5mm 以上を a 判定と
２．研究体制
①クラック
福岡市からの委託を受け，公益財団法人日
した。また，クラック幅 3mm を超えると大
・リスクが大きい道路陥没への影響を第 1 に考える
研究体制
本下水道新技術機構が調査・研究を行った。
きな沈下のリスクがあるため，余裕を見て
ことを基本とした。
現行基準の 2mm 以上を b 判定とした。
福岡市からの委託を受け，公益財団法人日本下水
・クラック幅 5mm 以上で空洞が発生するリスクが高
・現行の判定基準では，陶管とヒューム管の
３．研究内容
道新技術機構が調査・研究を行った。
まることから，5mm 以上を a 判定とした。また，
3.1 現行の劣化判定基準の見直し
区分が無いため，陶管については指針の基
クラック幅 3mm を超えると大きな沈下のリスクが
3.1.1 基本的な考え方
準を参考とした。陶管の軸方向は破壊の可
あるため，余裕を見て現行基準の 2mm 以上を b 判
「下水道維持管理指針」（以下，指針と表
能性があるため，指針の基準に準拠させた。
―43―
記）では，「管の腐食」，「上下方向のたる
円周方向は幅と長さの両方を考慮するこ
み」をスパン単位で判定（A，B，C 判定）す
ととした。
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定とした。
②欠落
・現行の判定基準では，陶管とヒューム管の区分が
・30mm
以上の穴径で空洞が発生することが想
無いため，陶管については指針の基準を参考とし
定され，空洞は最低でも管厚程度（28mm 以
た。陶管の軸方向は破壊の可能性があるため，指
上）の大きさと想定すると，欠落が生じて
針の基準に準拠させた。円周方向は幅と長さの両
いることはリスクが高いと考え，現行基準
方を考慮することとした。
と同様の a 判定とした。
②欠落
・30mm 以上の穴径で空洞が発生することが想定さ
(2)腐食/摩耗
れ，空洞は最低でも管厚程度（28mm 以上）の大
・過去の機構の研究成果から，
10%の腐食減肉
きさと想定すると，欠落が生じていることはリス
では，破壊荷重への影響は見られなかった
クが高いと考え，現行基準と同様の
a 判定とした。

ことから，10%減肉までは問題なしとした
（表面の荒れの状態の範囲内）。
(2) 腐食/摩耗
・鉄筋露出は腐食による強度低下のリスクが
・過去の機構の研究成果から，10% の腐食減肉では，
高いことから，a 判定とした。最小肉厚の
破壊荷重への影響は見られなかったことから，
管では，骨材露出と鉄筋露出の腐食減肉量
10% 減肉までは問題なしとした（表面の荒れの状
の差が小さいため，骨材露出を b 判定とし
態の範囲内）。
た。
・鉄筋露出は腐食による強度低下のリスクが高いこ
・摩耗（えぐれ）については，指針の判定基
とから，a 判定とした。最小肉厚の管では，骨材
準にはないが，市で多くの事例が見られる
露出と鉄筋露出の腐食減肉量の差が小さいため，
ことから，評価対象として残した。
骨材露出を b 判定とした。
・摩耗（えぐれ）については，指針の判定基準には
(3)沈下・蛇行/管断面積の縮小
ないが，市で多くの事例が見られることから，評
・維持管理の観点から，著しい滞水が起きて
価対象として残した
いる場合は改築が必要である。
・横方向の蛇行は，事故につながる影響（リ
(3) 沈下・蛇行/ 管断面積の縮小
スク）は少ないため，評価項目から除外し
・維持管理の観点から，著しい滞水が起きている場
た。
合は改築が必要である。
・臭気により住民からの苦情がある路線また
・横方向の蛇行は，事故につながる影響（リスク）
は，硫化水素の発生が認められる管路につ
は少ないため，評価項目から除外した。
いては改築することとした。
・臭気により住民からの苦情がある路線または，硫
・指針の判定基準に従い，口径別に判定基準
化水素の発生が認められる管路については改築す
を設定した。
ることとした。
・指針の判定基準に従い，口径別に判定基準を設定
(4)継手のズレ，開き
・した。
指針と現行の判定基準は同様となっており，

(4) 継手のズレ，開き
この判定基準を採用した。
・指針と現行の判定基準は同様となっており，この
判定基準を採用した。

(5)浸入水
・浸入水＝土砂流入と考えると，リスクが高
(5) 浸入水
い判定項目であることから，より判定基準
・浸入水＝土砂流入と考えると，リスクが高い判定
が厳しい指針の判定基準を採用した。
項目であることから，より判定基準が厳しい指針
の判定基準を採用した。
(6)異物の突出・固着
・樹木根は，清掃等により一旦除去は可能で
(6) 異物の突出・固着
あるが，除去後も根の成長により管の閉塞
・樹木根は，清掃等により一旦除去は可能であるが，
が進む恐れがあるため，判定対象とした。
除去後も根の成長により管の閉塞が進む恐れがあ
・樹木根以外については，基本的には清掃等
るため，判定対象とした。
にて除去し，できない場合のみ判定対象と
・樹木根以外については，基本的には清掃等にて除
する。管の余裕率の違いから，汚水管と雨
去し，できない場合のみ判定対象とする。管の余
水管・合流管に分けて判定した。
裕率の違いから，汚水管と雨水管・合流管に分け
て判定した。
3.1.2 新判定基準の設定
(1)新判定基準
3.1.2 新判定基準の設定
判定基準の見直しの視点を考慮した上で，
(1) 新判定基準
判定項目を「下水道維持管理指針」を参考に
判定基準の見直しの視点を考慮した上で，判定項
して設定した。鉄筋コンクリート管等（遠心
目を「下水道維持管理指針」を参考にして設定した。
力鉄筋コンクリート管含む）の新判定基準を
鉄筋コンクリート管等（遠心力鉄筋コンクリート管
表－ 1 に示す。
含む）の新判定基準を表－１に示す。

(2)緊急度判定
(2) 緊急度判定
これまでは，1 つの箇所の劣化内容によっ
これまでは，1 つの箇所の劣化内容によって，ス
て，スパン全体を判定していたが，
「下水道維
パン全体を判定していたが，「下水道維持管理指針」
持管理指針」に従い，
「管の腐食」，
「上下方向
に従い，「管の腐食」，「上下方向のたるみ」をスパ
のたるみ」をスパン全体で評価し，その他の
ン全体で評価し，その他の項目については，管 1 本
項目については，管 1 本ごとに評価した結果
ごとに評価した結果から不良率を算定し，「管の腐
から不良率を算定し，
「管の腐食」，
「上下方向
食」，「上下方向のたるみ」，「不良発生率によるスパ
のたるみ」，「不良発生率によるスパン評価」
ン評価」の 3 項目に対して，A，B，C 判定の合計か
の 3 項目に対して，A，B，C 判定の合計から
ら緊急度判定を実施することとした。
緊急度判定を実施することとした。

表－表－１
1 鉄筋コンクリート管等（遠心力鉄筋コンクリート管含む）の新判定基準
鉄筋コンクリート管等（遠心力鉄筋コンクリート管含む）の新判定基準
＜スパン全体で評価＞
項目

A

B

C

管の腐食

鉄筋露出状態

骨材露出状態

表面が荒れた状態

全内径

たるみによる硫化水素の
発生や住民の苦情がある

－

－

内径 700mm 未満

内径以上

内径の 1/2 以上

内径の 1/2 未満

内径の 1/2 以上

内径の 1/4 以上

内径の 1/4 未満

内径の 1/4 以上

内径の 1/8 以上

内径の 1/8 未満

上下方向のたるみ

内径 700mm 以上
1,650mm 未満
内径 1,650mm 以上
3,000mm 未満

(2)
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＜管 1 本ごとに評価＞
項目

a
b
欠落
軸方向のクラックで
鉄筋コンクリート管
軸方向のクラックで
幅 2mm 以上
幅 5mm 以上
管の破損
欠落
軸方向のクラックが
陶管
軸方向のクラックが
管長の 1/2 未満
管長の 1/2 以上
円周方向のクラックで
円周方向のクラックで
鉄筋コンクリート管
幅 5mm 以上
幅 2mm 以上
円周方向のクラックで
円周方向のクラックで
管のクラック
幅 5mm 以上または
幅 2mm 以上または
陶管
円周方向のクラックで
円周方向のクラックで
その長さが円周の 2/3 以上 その長さが円周の 2/3 未満

c
軸方向のクラックで
幅 2mm 未満
－
円周方向のクラックで
幅 2mm 未満
－

摩耗（えぐれ）

管厚にわたるえぐれ

管の継手ズレ

脱却

浸入水

噴き出ている

流れている

にじんでいる，にじみ跡

内径の 1/2 以上閉塞

内径の 1/2 未満閉塞

－

汚水管
樹木根侵入

取付管の
突出し※
モルタル
付着 ※
その他の異
物の付着 ※

合流管，
雨水管
汚水管
合流管，
雨水管

管厚の 1/2 以上のえぐれ

管厚の 1/2 未満のえぐれ

鉄筋コンクリート管：70mm 以上 鉄筋コンクリート管：70mm 未満
陶管：50mm 以上
陶管：50mm 未満

本管内径の 1/4 以上閉塞 本管内径の 1/4 未満閉塞

－

本管内径の 1/2 以上閉塞 本管内径の 1/10 以上閉塞 本管内径の 1/10 未満閉塞
本管内径の 1/4 以上閉塞 本管内径の 1/4 未満閉塞

－

汚水管

内径の 1/2 以上閉塞

内径の 1/10 以上閉塞

内径の 1/10 未満閉塞

合流管，
雨水管

内径の 1/4 以上閉塞

内径の 1/4 未満閉塞

－

汚水管

内径の 1/2 以上閉塞

内径の 1/2 未満閉塞

－

合流管，
雨水管

内径の 1/4 以上閉塞

内径の 1/4 未満閉塞

－

※取付管の突出し，モルタル付着，その他の異物の付着については，基本的に清掃等で除去できる項目とし，
除去できない場合の調査判定基準とする。

3.1.3 現行判定基準の見直し
侵入」を個別に評価しているが，新判定基準
見直した判定基準に従って，既に判定を実
案では，これらを「不良率」としてまとめ，
良率」の 3 項目から評価していることが理由である
3.1.3 現行判定基準の見直し
施している調査結果の見直しを実施した。緊
「管の腐食」，「管のクラック」，「不良率」の
見直した判定基準に従って，既に判定を実施して
急度判定に際しては，基本的に清掃等によっ
3と考えられる。
項目から評価していることが理由であると
いる調査結果の見直しを実施した。緊急度判定に際
て除去できる項目（取付管の突出し，モルタ
考えられる。
しては，基本的に清掃等によって除去できる項目（取
ル付着，その他の異物の付着）を除外して緊
付管の突出し，
モルタル付着，その他の異物の付着）
急度判定を実施した。
を除外して緊急度判定を実施した。
福岡市の現行の緊急度判定では，緊急度を
福岡市の現行の緊急度判定では，緊急度を即時，
即時，緊急，注意と表現しており，比較のた
緊急，注意と表現しており，比較のため，即時をⅠ，
め，即時をⅠ，緊急をⅡ，注意をⅢとした。
緊急をⅡ，注意をⅢとした。
全管種，ヒューム管，陶管について，それ
全管種，ヒューム管，陶管について，それぞれ新
ぞれ新判定基準に基づいて緊急度を再評価し，
判定基準に基づいて緊急度を再評価し，現況の判定
現況の判定基準と経過年数別の緊急度の傾向
基準と経過年数別の緊急度の傾向を比較した結果を
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