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１．研究目的
1. 研究目的

全国的に老朽化の進む管きょが増加する中、富山
全国的に老朽化の進む管きょが増加する中，富山
市においても 50 年経過管が約 80km（総延長の約
市においても 50 年経過管が約 80km（総延長の約
3％）
、40
年経過管が約
260km（総延長の約
10％）と
3％）
，40 年経過管が約
260km（総延長の約
10％）
なっている。そこで、本共同研究では以下の二点を
となっている。そこで，本共同研究では以下の二点
を研究目的とする。
研究目的とする。
①スクリーニング調査の導入に向けた検討
①スクリーニング調査の導入に向けた検討
富山市の老朽下水管調査において，今後老朽化し
富山市の老朽下水管調査において、今後老朽 化
た下水管が増加する中で，現在の詳細調査（TV カ
した下水管が増加する中で、現在の詳細調査（TV カ
メラ調査）のみでは調査が困難になることが想定さ
メラ調査）のみでは調査が困難になることが想定さ
れる。そこで，効率的・効果的な点検・調査システ
れる。そこで、効率的・効果的な点検・調査システ
ムとして，簡易調査（スクリーニング調査）の導入
検討を行う。
ムとして、簡易調査（スクリーニング調査）の導入
②塩ビ管の効果的な点検調査に向けた検討
検討を行う。
富山市の下水管のうち，約 8 割の延長（約 1,900km）
②塩ビ管の効果的な点検調査に向けた検討
を占める硬質塩化ビニル管について，今後の調査計
富山市の下水管のうち、
約8割の延長
（約1,900km）
画に活用するため，異常状態の傾向を究明する。
を占める硬質塩化ビニル管について、今後の調査計
画に活用するため、異常状態の傾向を究明する。

2.

研究体制

３．スクリーニング調査の導入に向けた検討
3. スクリーニング調査の導入に向
3.1 研究内容
けた検討
本市において試験的にスクリーニング調査を実

3.1 研究内容
施するための基礎調査として、スクリーニング調
本市において試験的にスクリーニング調査を実施
査に関する文献や他都市で実施されたスクリーニ
するための基礎調査として，スクリーニング調査に
関する文献や他都市で実施されたスクリーニング調
ング調査の特徴やその結果を収集
・整理し、各種ス
査の特徴やその結果を収集・整理し，各種スクリー
クリーニング調査技術について、
体系図、比較表を
ニング調査技術について，体系図，比較表をとりま
とりまとめるとともにスクリーニング調査技術の
とめるとともにスクリーニング調査技術の考え方を
考え方をとりまとめた。
とりまとめた。
スクリーニング調査では、
改築・修繕の対象とな
スクリーニング調査では，改築・修繕の対象とな
る劣化した管きょをいかに効率的に発見できるか
る劣化した管きょをいかに効率的に発見できるかが
重要であり，調査精度が高いほどコスト削減効果も
が重要であり、調査精度が高いほどコスト削減効
大きい。詳細調査の不要な健全な管きょをできるだ
果も大きい。詳細調査の不要な健全な管きょをで
け選定せずに，リスクの高い劣化した管きょを効率
きるだけ選定せずに、リスクの高い劣化した管き
的に選定することができる（異常確認精度の向上）
ょを効率的に選定することができる（異常確認精
判定手法を検討することが重要である。
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管口カメラ

30基/日, 900m/日
φ150～φ800mm

簡易直視カメラ

600～1,000m/日
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ノズルカメラ

700m/日
φ200～φ600mm

画像認識カメラ

600～1,000m/日
φ200～φ700mm

高画質広角展開カメラ

450m/日
φ150～φ1,200mm

広角展開カメラ

450m/日
φ150～φ700mm

浮遊式

浮遊式カメラ

700m/日以上
φ200～φ3,000mm

飛行式

無人小型飛行体(参考)

固定式
スクリーニング調査技術

2.1 研究体制
・富山市上下水道局 下水道課
２．研究体制
・公益財団法人 日本下水道新技術機構

移動式

自走式

2.1 研究体制
・富山市上下水道局
下水道課
2.2 研究期間
・平成 30 年 日本下水道新技術機構
7 月～令和 2 年 3 月
・公益財団法人

直視式

展開式

2.2 研究期間
・平成 30 年 7 月～令和 2 年 3 月

800m/日(中大口径用)
φ400～φ800mm
φ1,500mm以上
上段： 標準現場日進量
下段： 適用口径

図－1
図－１ スクリーニング調査技術体系図
スクリーニング調査技術体系図
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することなく、管内の壁面全体の展開画像を得るこ
とが出来るという点で、側視作業が不要であるため、
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3.2 効率的な点検・調査方法の検討
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3.2.1 スクリーニングカメラの概要
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に至る事象が発生する。このように文献調査から
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80％以上は簡易直視カメラと高画質広角カメラで
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4.4.1 アンケートの趣旨・目的
メラの順番であった。
4.4①布設環境等による異常傾向の違いを把握し，調
硬質塩化ビニル管に関するアンケート調査
とを考慮すると、富山市のスクリーニング調査は簡
（３）ｍ当たりの調査コストは日進量に影響するこ
とを考慮すると，富山市のスクリーニング調査は簡
易直視カメラが適している。
4.4.1査の実施方針を決定するとともに，今後の硬質
アンケートの趣旨・目的
塩化ビニル管の点検・調査計画策定における参
易直視カメラが適している。
（４）スクリーニング調査のための判定基準は市の
①布設環境等による異常傾向の違いを把握し、
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基準となる。
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向があれば，硬質塩化ビニル管の健全率予測式
準となる。
とする。
を設定することを検討する。
②アンケート調査により布設後の経過年による
４．塩ビ管の効果的な点検調査に向けた検討
塩ビ管の効果的な点検調査に向
傾向があれば、硬質塩化ビニル管の健全率予測式
4.4.2
アンケート調査結果
けた検討
を設定することを検討する。
4.1 研究内容
816 団体（都道府県，市町村，事務組合）を対象
に 行 い，431 団 体 か ら 回 答 を 得 た（ 回 答 率：
4.1
研究内容
他都市で実施された塩ビ管の調査結果や経年劣
52.8％）
。アンケート結果の概略を以下に示す。
他都市で実施された塩ビ管の調査結果や経年劣化
4.4.2
アンケート調査結果
化予測に対する考え方等を収集・整理するととも
予測に対する考え方等を収集・整理するとともに，
816団体（都道府県、市町村、事務組合）を対象に
に，市において試験的に
TV カメラ調査を実施し，

4.

市において試験的に TV カメラ調査を実施し，布設
（4） ・各自治体が実施した調査によれば，異常発生要
因として，「地質」や「交通量」の影響といっ
条件ごとの傾向の有無について確認し，効果的な点
た回答があった。
検・調査計画，改築計画への反映に向けた検討を
・異常原因で「施工起因」との回答であった団体
行った。
―4―

001～006●10_下水管のスクリーニング手法の導入.indd

4

2021/01/21

9:10:01

不良箇所数

150

不良箇所数

200

200
150

・各自治体が実施した調査によれば、異常発生要
・各自治体が実施した調査によれば、異常発生要
因として、
「地質」や「交通量」の影響といった回
因として、
「地質」や「交通量」の影響といった回
答があった。
答があった。
・異常原因で「施工起因」との回答であった団体
・異常原因で「施工起因」との回答であった団体
図-10
2019 年度 下水道新技術研究所年報
図-10不良項目の傾向
不良項目の傾向
については、
「開発行為（移管）
」
、
「地下水位が高
については、
「開発行為（移管）
」
、
「地下水位が高 。
行い、431団体から回答を得た（回答率：52.8％）
については，
「開発行為（移管）」，「地下水位が
い」
、
「転圧不足（地下水位が高いことや急傾斜地
い」
、
「転圧不足（地下水位が高いことや急傾斜地
アンケート結果の概略を以下に示す。
4.54.5硬質塩化ビニル管調査
硬質塩化ビニル管調査
高い」，「転圧不足（地下水位が高いことや急傾
であることに起因）
」が挙げられた。
であることに起因）
」が挙げられた。
全国的なアンケート調査において、硬質塩化ビニ
全国的なアンケート調査において、硬質塩化ビニ
斜地であることに起因）」が挙げられた。
・経年での傾向は明確なものではなく、各不良項
・経年での傾向は明確なものではなく、各不良項
・各自治体が実施した調査によれば、異常発生要
ル管の不良発生項目のうち、「たるみ」
、
「浸入
・経年での傾向は明確なものではなく，各不良項
ル管の不良発生項目のうち、「たるみ」
、
「浸入
目を確認すると、「上下方向のたるみ」
（b,
c 判c 判
目を確認すると、「上下方向のたるみ」
（b,
因として、
「地質」や「交通量」の影響といった回
水」の発生傾向が比較的高いことから、富山市に
目を確認すると，「上下方向のたるみ」（b, c
水」の発生傾向が比較的高いことから、富山市に
定）と判定された箇所の割合が圧倒的に多く、次
定）と判定された箇所の割合が圧倒的に多く、次
答があった。
判定）と判定された箇所の割合が圧倒的に多く， 布設されている管きょに対して、その要因と考え
布設されている管きょに対して、その要因と考え
いで「浸入水」
（c（c
判定）
、
「取付管の突出し」
（c（c
判判
いで「浸入水」
判定）
、
「取付管の突出し」
次いで「浸入水」
（c
判定）
「取付管の突出し」
，
（c られる①経過年数、②地盤の硬軟、③液状化、④
・異常原因で「施工起因」との回答であった団体
られる①経過年数、②地盤の硬軟、③液状化、④
定）
、
「管の継手ズレ」
（c（c
判定）となっている。特
図-10 不良項目の傾向
不良項目の傾向
定）
、
「管の継手ズレ」
判定）となっている。特
図－10
判定）
「管の継手ズレ」
，
（c
判定）となっている。
については、
「開発行為（移管）
」
、
「地下水位が高 交通量、⑤取付管数の条件にて分類し、TVカメラ
交通量、⑤取付管数の条件にて分類し、TVカメラ
に「上下方向のたるみ」については、軟弱地盤等
に「上下方向のたるみ」については、軟弱地盤等
特に「上下方向のたるみ」については，軟弱地
い」
、
「転圧不足（地下水位が高いことや急傾斜地 調査を実施した。
調査を実施した。
での施工時に施工（転圧）が十分に行われていな
4.5 硬質塩化ビニル管調査
硬質塩化ビニル管調査
での施工時に施工（転圧）が十分に行われていな
盤等での施工時に施工（転圧）が十分に行われ
4.5
であることに起因）
」が挙げられた。
調査は、上記で①～⑤のそれぞれの条件の組み
調査は、上記で①～⑤のそれぞれの条件の組み
い時に発生することもアンケート結果から示唆さ
全国的なアンケート調査において、硬質塩化ビニ
ていない時に発生することもアンケート結果か
全国的なアンケート調査において，硬質塩化ビニ
い時に発生することもアンケート結果から示唆さ
・経年での傾向は明確なものではなく、各不良項 合わせで実施し、調査延長は、L=2,500mとした。
合わせで実施し、調査延長は、L=2,500mとした。
れた。
ル管の不良発生項目のうち、「たるみ」
、
「浸入
ル管の不良発生項目のうち，
「たるみ」，
「浸入水」
ら示唆された。
れた。
目を確認すると、「上下方向のたるみ」
（b, c 判
今回の全国的なアンケートでは、硬質塩化ビニル
の発生傾向が比較的高いことから，富山市に布設さ
今回の全国的なアンケートでは，硬質塩化ビニル
水」の発生傾向が比較的高いことから、富山市に
今回の全国的なアンケートでは、硬質塩化ビニル 4.6
定）と判定された箇所の割合が圧倒的に多く、次
調査結果の整理
4.6
調査結果の整理
れている管きょに対して，その要因と考えられる①
管は，現時点での経年による大きな劣化は確認でき
管は、現時点での経年による大きな劣化は確認で
布設されている管きょに対して、その要因と考え
管は、現時点での経年による大きな劣化は確認で
いで「浸入水」
（c
判定）
、
「取付管の突出し」
（c
判
4.6.1
健全率予測式の検討
4.6.1
健全率予測式の検討
経過年数，②地盤の硬軟，③液状化，④交通量，⑤
ず，健全な管路が多いことが分かった。
きず、健全な管路が多いことが分かった。
られる①経過年数、②地盤の硬軟、③液状化、④
きず、健全な管路が多いことが分かった。
定）
、
「管の継手ズレ」
（c 判定）となっている。特
健全率とは布設後の経過年ごとの全管渠に対す
健全率とは布設後の経過年ごとの全管渠に対す
取付管数の条件にて分類し，TV
カメラ調査を実施
交通量、⑤取付管数の条件にて分類し、TVカメラ
に「上下方向のたるみ」については、軟弱地盤等 る健全管の割合である。健全率予測式とは健全率
した。
る健全管の割合である。健全率予測式とは健全率
調査を実施した。
での施工時に施工（転圧）が十分に行われていな の変化を数式で表したものであり、将来の劣化に
調査は，上記で①～⑤のそれぞれの条件の組み合
の変化を数式で表したものであり、将来の劣化に
調査は、上記で①～⑤のそれぞれの条件の組み
い時に発生することもアンケート結果から示唆さ よる損傷管の割合を予測することができる。
わせで実施し，調査延長は，L=2,500m
とした。
よる損傷管の割合を予測することができる。
合わせで実施し、調査延長は、L=2,500mとした。
れた。
今回の調査結果による健全率予測式算定につい
今回の調査結果による健全率予測式算定につい
4.6 調査結果の整理
今回の全国的なアンケートでは、硬質塩化ビニル ては、富山市の判定基準による改築が必要な路線
ては、富山市の判定基準による改築が必要な路線
4.6 調査結果の整理
健全率予測式の検討
管は、現時点での経年による大きな劣化は確認で は4.6.1
2は路線、国の判定基準でも改築が必要な路線は
2 路線、国の判定基準でも改築が必要な路線は
4.6.1
健全率予測式の検討
健全率とは布設後の経過年ごとの全管渠に対する
きず、健全な管路が多いことが分かった。
なく、他都市の調査結果も損傷割合が低く、他都
なく、他都市の調査結果も損傷割合が低く、他都
健全率とは布設後の経過年ごとの全管渠に対す
健全管の割合である。健全率予測式とは健全率の変
市データを含めて検討しても健全率予測式を算定
市データを含めて検討しても健全率予測式を算定
る健全管の割合である。健全率予測式とは健全率
化を数式で表したものであり，将来の劣化による損
することできなかった。健全率予測式の正確な算
することできなかった。健全率予測式の正確な算
傷管の割合を予測することができる。
の変化を数式で表したものであり、将来の劣化に
定には損傷管の割合が
30～50％になる時期までの
定には損傷管の割合が
30～50％になる時期までの
今回の調査結果による健全率予測式算定について
よる損傷管の割合を予測することができる。
図-8
緊急度別路線割合
管渠の調査データが必要であることを考慮する
緊急度別路線割合
図－８図-8
緊急度別路線割合
管渠の調査データが必要であることを考慮する
は，富山市の判定基準による改築が必要な路線は
今回の調査結果による健全率予測式算定につい 2
と、国の基準では
40 年後も健全率
100％、富山市
と、国の基準では
40 年後も健全率
100％、富山市
路線，国の判定基準でも改築が必要な路線はなく，
ては、富山市の判定基準による改築が必要な路線
の基準でも健全率
97％であることから、今後も塩
他都市の調査結果も損傷割合が低く，他都市データ
の基準でも健全率
97％であることから、今後も塩
は 2 路線、国の判定基準でも改築が必要な路線は
ビ管の調査を継続していく必要がある。
を含めて検討しても健全率予測式を算定することで
ビ管の調査を継続していく必要がある。
なく、他都市の調査結果も損傷割合が低く、他都
きなかった。健全率予測式の正確な算定には損傷管
市データを含めて検討しても健全率予測式を算定
の4.6.2
割 合環境ごとの異常状態傾向の分析
が環境ごとの異常状態傾向の分析
30～50 ％ に な る 時 期 ま で の 管 渠 の 調 査
4.6.2
することできなかった。健全率予測式の正確な算
データが必要であることを考慮すると，国の基準で
調査結果から、環境ごとに劣化の状態の傾向を整
調査結果から、環境ごとに劣化の状態の傾向を整
定には損傷管の割合が
30～50％になる時期までの
は
40 年後も健全率 100％，富山市の基準でも健全
理した。今回の調査では、国の判定基準で改築対象
理した。今回の調査では、国の判定基準で改築対象
図-8 緊急度別路線割合
率管渠の調査データが必要であることを考慮する
97％であることから，今後も塩ビ管の調査を継
の緊急度Ⅰ、Ⅱはなく、富山市の判定基準で改築対
の緊急度Ⅰ、Ⅱはなく、富山市の判定基準で改築対
と、国の基準では
40 年後も健全率 100％、富山市
続していく必要がある。
象となる健全度Ⅱが
2 路線であった。また、個々の
象となる健全度Ⅱが
2 路線であった。また、個々の
の基準でも健全率 97％であることから、今後も塩
図-9
経過年による健全度推移
図-9
経過年による健全度推移
損傷においてもＡ又はａ判定は浸入水の
2 か所のみ
図－９ 経過年による健全度推移
損傷においてもＡ又はａ判定は浸入水の
4.6.2
環境ごとの異常状態傾向の分析 2 か所のみ
ビ管の調査を継続していく必要がある。
であった。そのため、損傷傾向の分析においては将
であった。そのため、損傷傾向の分析においては将
調査結果から，環境ごとに劣化の状態の傾向を整
来健全度Ⅰ、Ⅱや個々の判定でＡやａになることが
来健全度Ⅰ、Ⅱや個々の判定でＡやａになることが
理した。今回の調査では，国の判定基準で改築対象
4.6.2 環境ごとの異常状態傾向の分析
100

100

50
0

50

A 0B C ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ
A B C ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ
上下方向 管の破損 管の 管の継手 浸入水 取付け管 油脂
樹木根 モルタル 偏平
変形
その他
上下方向 管の破損
取付け管
変形
その他
のたるみ
クラック 管の
ズレ 管の継手 浸入水
の突出し
の付着 油脂
の侵入 樹木根
付 着モルタル 偏平
のたるみ
クラック
ズレ
の突出し の付着 の侵入 付 着

300

不良箇所数

250
200
150
100
50
0

A B C ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ

上下方向 管の破損 管の 管の継手 浸入水 取付け管 油脂
のたるみ
クラック
ズレ
の突出し の付着

図-9 経過年による健全度推移

樹木根 モルタル
の侵入 付 着

偏平

変形

その他

の緊急度Ⅰ，Ⅱはなく，富山市の判定基準で改築対
（5）
（5） 調査結果から、環境ごとに劣化の状態の傾向を整
象となる健全度Ⅱが 2 路線であった。また，個々の
理した。今回の調査では、国の判定基準で改築対象
損傷においてもＡ又はａ判定は浸入水の 2 か所のみ
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来健全度Ⅰ，Ⅱや個々の判定でＡやａになることが
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予想される健全度Ⅲ，ⅣやＢ，Ｃ及びｂ，ｃ判定も
であった。そのため、損傷傾向の分析においては将
含めて分析した。
来健全度Ⅰ、Ⅱや個々の判定でＡやａになることが
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（１）損傷概要
調査した 78 路線のうち異常が見られたのは，19
路線である。うち 10 路線にて，b，c 判定のたるみ
がみられた。また，浸入水が 9 路線で確認され，2
路線はａ判定である。
全国アンケートでも塩ビ管で確認された損傷の１
位はたるみ，2 位は浸入水であり，今回の異常の傾
向と一致している。浸入水は管の接続部又は取付管
の接合部と考えられ，地盤変状やなんらかの外力に
よるものと想定される。

（１）布設後 40 年経過しても国の改築基準に適合す
る路線はなく，富山市の改築基準に見合う路線は
3％であり，損傷の進行が鉄筋コンクリート管や陶
管に比べて非常に遅い。そのため，鉄筋コンクリー
ト管や陶管と異なる点検・調査計画が必要である。
（２）塩ビ管は鉄筋コンクリート管や陶管と異なり，
現状では改築すべき損傷が殆どなく，見通しも立て
られない。そのため，今後の継続した調査を行い，
その結果から改築事業量や改築計画を決めていく必
要がある。
（３）布設後の年数がたっている路線（地区），液状
（２）環境ごとの損傷の傾向のまとめ
化地盤の地区，取付管の多い路線（地区）は管の損
①布設後の経過年数による何らかの損傷の割合は
傷が多い傾向がある。損傷が多いということは事故
増加している。ただし，国の緊急度判定基準に
につながるリスクがあるため，その傾向に見合った
よると 40 年経過しても改築対象の路線はない。 点検・調査計画にしていく必要がある。
富山市の健全度判定基準に基づくと 40 年経過
した 2 路線が改築対象となる。
まとめ
②液状化地盤は液状化でない地盤に比べて管の損
傷（たるみ，浸入水）割合が非常に多い。
本研究では，簡易直視カメラ，高画質広角展開カ
③取付管の多い路線は少ない路線に比べて管の損
メラが従来型ＴＶカメラに比べ調査精度が高いこと
傷（浸入水）の割合が非常に多い。
が確認された。本研究結果と過年度のスクリーニン
④交通量，土被り，管径，スパン延長については， グ調査研究結果を踏まえ，現場における最適な調査
特段，管の損傷の傾向はみられなかった。
手法を選定した。都市の管路ストックの現状は様々
⑤今後の塩ビ管の調査では，布設後の年数がたっ
であり，その現状に合わせた設定が必要である。
ている路線（地区），液状化地盤の地区，取付
また，富山市の下水管の約 7 割の延長（約 1,900km）
管の多い路線（地区）を優先的に調査すること
を占める硬質塩化ビニル管については，アンケート
が事故防止につながると考えられる。
や実際の調査から傾向を分析し，ストックマネジメ
ントへの提案をおこなった。塩ビ管の損傷はコンク
4.7 塩ビ管の点検・調査や長期的改築計画の検討
リート管に比べて少ないが，破壊に至る危険な損傷
が発生する可能性もあるため，今後も継続した調査
4.7.1 点検・調査や長期改築計画において考慮す
により傾向を把握し，危険な事項を発生させないこ
べき点
とが必要である。
塩ビ管の点検・調査や長期改築計画の考慮すべき
点は，これまでの調査結果から，以下のとおりであ
る。

5.
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