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Ⅴ－１ 

貯留とネットワークによる効率的な再構築に関する調査（その３） 

Study of Efficient Rehabilitation Method by Storage and 

Networking(Ⅲ) 

―リスクマネジメントに基づく下水道管渠再構築マニュアル（案）の提言― 
 

計画調整部技術開発課 山田 信夫  
 船山 吉久  

    
 
１．これまでの効率的な再構築手法の検討  
 東京都区部の下水管渠施設は、昭和３０年代以降に集中的に整備されてきたため、今後

急速に膨大な更新時期を迎えることが予測されている。このことから、東京都下水道局は、

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）と耐用年数をベースとした老朽管渠の布設替えや

増補管渠、代替幹線、内面被覆工法等により管渠施設の再構築を行い、浸水対策や合流式

下水道の改善、管渠破損等の防止など、管渠システムの機能向上を図っている。 

 しかし、現下の厳しい財政環境のなかで、従来の整備手法を踏襲したのでは、事業の進

捗が遅れるなど、計画的な再構築の実施が出来なくなる恐れがある。 

 そこで、下水道の歴史が古く、効率性や合理性が高い整備手法として、世界の多くの都

市から評価されている英国のＷＲＣ（Water Research Center）の再構築手法と下水道再構

築マニュアル（Sewerage Rehabilitation Manual）の調査・研究を行い、東京都区部の下

水管渠施設再構築への適応性について、平成１０年度から１２年度にかけて検討を行って

きた。 

 平成１０年度は、ＷＲC（Water Research Center）の再構築手法と下水道再構築マニュ

アル（Sewerage Rehabilitation Manual）の基本的な考え方、再構築事業の実例、区部下

水道への適用効果、区部下水道再構築への適応性とその意義について検討を行った。（平成

１１年度技術調査年報報告） 

 平成１１年度は、ＷＲC の再構築手法と下水道再構築マニュアルの再構築手法の整理、

東京都区部再構築手法との比較、戸山幹線流域及び戸塚東幹線流域でのケーススタディに

おける水理的及び対費用効果の検証を行ってきた。（平成１２年度技術調査年報報告） 

 平成１２年度は、平成１１年度にケーススタディを行った戸山幹線流域及び戸塚東幹線

流域において、ＷＲC の再構築整備手法や再構築マニュアルに基づいたモデルを構築して

シミュレーションを行い、東京都区部に適した調査方法（重要地域、重要管渠の判断基準

や設計手法等）、構造的な判定基準の詳細な整理・検討、再構築調査フローの検討を行い、

東京都区部におけるより効率的な再構築整備手法として「リスクマネジメントに基づく下

水道管渠再構築マニュアル（案）」を提案した。 

 また、環境面の影響についても、イギリスやアメリカでの合流改善の調査手法（URBAN 

POLLUTION MANAGEMENT）を調査・研究し、東京都区部における公共用水域に与える水環境

面への影響の検討手法についても整理・検討し、東京都区部における効率的な再構築手法

を提案した。  
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２． 重要地域（Core Area）、重要管渠（Critical Sewers）の判断基準の詳細な検討 

効率的な再構築は、整備範囲の下水管渠の調査方法、整備優先度による計画の策定が大

切である。 

そのため、ＷＲC の再構築マニュアルでは、下水管渠の再構築計画を策定する上で、下

水道台帳や管渠内清掃などの維持管理記録の履歴調査に基づいた重要地域（Core Area）と

重要管渠（Critical Sewers）の設定が非常に重要であるとしている。 

 このことから、ＷＲC の運用方法や考え方に基づいて、東京における重要地域（Core Area）

と重要管渠（Critical Sewers）の選定方法を提案する。  
 
（１）重要地域（Core Area）の選定  

浸水常襲地域、大規模な地下街や地下鉄の駅周辺、道路陥没頻発地域の他、管路内

調査や優先的に再構築を行う費用が正当化できるような管渠（Critical Sewers）を有

し、合流式下水道の越流水（CSO）が発生する地域と定義している。 

 多くの場合、“Core Area”外の流域を詳細にモデル化してシミュレーションするこ

とはない。 

  ＷＲC は、重要地域（Core Area）を次のように定義している。 

 
  WRC の定義に基づいて、東京都区部における重要地域の選定要件を整理すると次のよ

うになる。  
・ 重要管渠（Critical Sewers）を含む地域。 

・ 浸水常習地域であるが、浸水そのものより、浸水の原因となっている下水道ネットワ

ークを包括する地域。 

・ 大規模な地下街や地下鉄の駅周辺、資産や人口が集中する商業地域や官庁街など、浸

水によるリスクが大きい地域。 

・ 道路陥没が頻繁に発生し、都市生活や都市活動の安全性や快適性が損なわれる地域。 

・ 遮集が好ましくない構造などで水質汚濁が問題となっており住民等からの苦情があ

る排水区。 

 
上記の重要地域の選定用件により、重要地域が決定した後は、表 -１に示した作業フ

ローに従って重要管渠、構造判定基準、水理的検討を進め、最も効率的な再構築計画

を策定する。  
 
（２）重要管渠（Critical Sewers）の選定 

 
重要管渠とは、管渠の破損によるリスクが著しく大きく、復旧費用が破損以前の再構築

に要する費用と比較して遙かに大きい管渠としている。そのため、重要管渠の選定は、重

要管渠の特徴や考慮すべき事項を具体的に表し、重要管渠のふるいわけ（スクリーニング

基準となる「一次選定基準」）と費用係数を加味した最終カテゴリーにより決定している。 

本研究・調査では、ＷＲC における一次選定基準を参考に、東戸塚幹線及び戸山幹線の

データを分析した結果、東京都区部の「一次選定基準」（案）を表－2 のように提案した。 

（2） 



 
299 

表－1 WRC 再構築手法の概略フロー 

WRC 
再構築フロー 備考 

 

重要地域の決定 
重要地域は、浸水常襲地域や商業地域などの他、重要管渠

（Critical Sewers）を含む地域であるため、重要地域を決め

るに先立って、重要管渠の分類を行う必要がある。 
※重要管渠とは後述のカテゴリー A,B に位置付けられる管渠

である。 

重要地域内管渠のカテゴリー分類 

カテゴリー A カテゴリーB,C 

詳細調査（管路内調査） 【管路内調査】については、Category A のみ行い、Category
B,C については、行わない。 

等級分け 

構

れ

「構造」「地盤条件」「圧力管状態」の他、「管渠損壊の履歴」

「建設時の状況」等の補足データを加味して行われる。 

 

  

水理判定 

 

造的な優先度の決定 

構造判定 

Core Area 内の全管渠をモデル化 Core Area 周辺部も簡単にモデル化する。 

水理解析（現況）

整備手法 

水理解析（整備後） 

再構築案作成 

再構築案の比較・検討

解析は、流出シミュレーションモデルを用いて行う。 

Category A 以外は行わない。 

水理的処置で対象とするのは、Category A,B とその A,B を繋

ぐ Category C に絞られる。 
採用案の決定 
（3） 
カテゴリー分類対象管渠は、Core Area 内の管渠のみ。 
その他の管渠は、その場その場の対処療法的な対応で対応さ

ると考えられる。 
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表－2 東京都における重要管渠の一次選定基準 

カテゴリーＡ  

土被り２ｍ以上の煉瓦管及び陶管  
土被り４ｍ※以上のコンクリート管  
管径１，５００mm※以上の管  
蓋かけ管  
遮集汚水管  
国道の車道に埋設されている管  
救急病院への交通障害となる管  
広域避難場所から排水される管（幹線又は処理場まで）  
右記の場所の下にある管：鉄道、運河、河川、高速道路、主要ショッピン

グ街、工業用地への主要アクセス地点  

カテゴリーＢ  

土被り１．９ｍまでの煉瓦管及び陶管  
土被り２ｍ～４ｍ未満※のコンクリート管  
管径８００ｍｍ未満※の管  
都道車道部に埋設されている管  
遊歩道や観光地にある管  
右記の場所の下にある管：主要工業地域、既リスクの高い施設（主要ガス、

電気等）破損により河川等への汚濁負荷が引起こ

される地域  
カ テ ゴ リ ー

A、 B,Ｃ が 不

明な管  

水管橋や橋梁添架された管  
運動競技場、展示場、会議場などの地区にある管  
 

※：土被りと管径については、戸山・戸塚東幹線の SEMIS データにより分析を行ったもの

である。 

 
また、一次選定により抽出された重要管渠は、下水管渠材料や地盤、交通条件に関する

データによる判断に加え、修理費用係数（RCF）、総費用係数（OCF）を考慮して決定する。

修理費用係数や総費用係数は、英国の長い下水道歴史の中で、豊富なデータに基づいて設

定されてきたものであるが、東京都区部ではデータが不足しているため、現時点で修理費

用係数や総費用係数を設定することは困難であった。 

このことから、今後東京都独自の十分なデータを収集していくこととし、そのデータに

基づいた修理費用係数や総費用係数が設定されるまでは、表-3～表-６に示したような WR

Ｃの基準値を最終カテゴリーの決定手順にすることとした。  
 
 

表－３ 修理費用係数(RCF)：口径 900mm までの管渠 

 

埋設深 (m) 1.0～1.99 2.0～2.99 3.0～3.99 4.0～4.99 5.0～5.99 6.0～  
良い地盤  1.0 2.0 3.0 4.0 5.5 7.0 
悪い地盤  1.5 2.5 3.5 5.0 6.5 8.5 

カテゴリー  C B A 

（4） 
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表－４ 修理費用係数（RCF）：内径９００ｍｍより大きな管渠と煉瓦及び陶管 

埋設深 (m) 1.0～1.99 2.0～2.99 3.0～3.99 4.0～4.99 5.0～5.99 6.0～  
良い地盤  4.0 7.0 13.0 19.0 26.0 33.0 
悪い地盤  5.5 9.0 16.0 24.0 31.0 40.0 

カテゴリー  B A 
 

表－５ 交通量を加味した総費用係数（OCF） 

交通量（台／日）  非常に重要な道路  やや重要な道路  
5,000～7,499  4.8×RCF 1.6×RCF 
7,500～9,999  6.3 1.9 

10,000～12,499  7.8 2.1 
12,500～14,999  9.3 2.4 
15,000～17,499 10.8 2.6 
17,500～19,999 12.3 2.9 

20,000 以上  13.8 3.1 
 

表－６ 最終的なカテゴリー  
総費用係数 (OCF) 0～2.9 3.0～5.9 6.0 以上  

カテゴリー  C B A 
 
 
これまでのカテゴリー分類の流れを示すと次のような図に整理できる。  
 

 
ふるい分け（スクリーニ

ング） 

費用係数の算出 最終カテゴリーの決定 

   

 

 
 

カテゴリーＡの管

カテゴリーＢの管

カテゴリーＡ，Ｂ，
Ｃが不明な管渠  

Ｒ Ｃ Ｆ 算 道

要

な道路の埋設管渠

0～ 2.9 

3.0～ 5.9

6.0 以上  

カテゴリーＣの管

図－１ カテゴリー分類の流れ  

（5） 
カ テ ゴ リ ー
カ

 

テ ゴ リ ー

カ テ ゴ リ ー
ＯＣＦ算出  
( 非 常 に 重 要 な

路またはやや重
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３．構造判定基準の整理・検討  
構造判定基準の整理・検討は、再構築優先順位を決定し、効率的で経済的な整備に欠く

ことが出来ない。構造判定基準の整理・検討は、重要管渠のうちカテゴリーＡの管渠のみ

について管路内調査を行い、再構築に必要な管渠の整備優先順位の決定と水理的機能評価

のモデルを構築するための管渠性状等の情報収集を行うことが必要である。  
構造的判定の順序は、①管路内調査による損傷程度の調査、②土質条件・圧力管状態の

頻度による補正、③最終優先度の決定の順序で行う。  
 
（１）管路内調査 

管路内調査は、重要管渠のうちカテゴリーA に属する管渠のみについて行い、管路内調査

データや土質条件・圧力管状態（サーチャージ）の頻度を考慮し、構造的な観点から再構

築の優先度を 5 段階で判別するなど、整備のコスト削減を図る手法である。 

管路内調査の判定基準は、現在東京都が定めている「管路内調査工標準仕様書」と「大

口径管路内調査・対策判断マニュアル（矩形渠・馬蹄渠編）」（案）とＷＲＣの評価項目と

相違がないことから東京都の基準で判断しても差し支えはない。 

 
（２）構造的条件の評価  
 構造的条件の評価は、管渠の損傷程度の点数化、優先度の一次選定、補足データ（土質・

圧力管状態）による評価、優先度の最終判定の順で行われる。  
ここで特徴的なのは、圧力管状態（サーチャージ）の頻度を補正条件として取り上げて

いる点である。通常、下水管渠に水密性が無いか、または極めて水密性が低い場合、管渠

が圧力管状態になると、水は下水管から管渠周辺地盤へ浸出する。これによって管渠周辺

の地盤が侵食（吸出し）される可能性を増大させ陥没や管渠施設を破損させることとなる

ため、特にこれを考慮している。  
１） 損傷程度の点数化  
 損傷程度の評価は、当局の「管路診断システム」により、管内調査で判明したスパン

間の損傷の程度、種類、数量等を相対的に評価・分析の上、補修や改良、再構築等に分

類し優先順位判定を行う。  
 判定は次のとおり行う。  
 ①人孔間（スパン）を１ユニットとして判定する。  

②管路内調査結果から「破損」「クラック」「継目ずれ」「腐食」「浸入水」の５項目に

ついて評価する。  
③スパン延長は３０メートルとする。  
④損傷の程度（ＡＢＣ）に応じて点数で重み分けする。  

Ａランク：２点  Ｂランク：１点  Ｃランク：０点  
 
⑤損傷の分布状況と残存価値から補修と改良の種分け  
⑥総得点に基づいた改良工事優先度の判定  
 

ここで、今回の調査では、⑤と⑥については考慮しないこととした。その理由としてＷ

ＲＣの基本理念は、「リスクマネジメント」による管渠の重要度や損傷の度合いによって再

構築の必要性と優先順位を判断するものであり、残存価値を加味した「ライフサイクルマ

（6） 
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ネジメント」による評価は行わないとしていることによる。  
 また、総得点による優先度の一次選定の判定は、次の５段階とした。  
 

表―7 優先度の一次選定  

優先度  総得点  備考  
Ⅰ  １０   
Ⅱ  ８   
Ⅲ  ６   
Ⅳ  ４   
Ⅴ  ２   

 
２）補足データ（土質・圧力管状態）による評価  
  この評価は、補足データとして取り扱うので、最終的な評価に影響を及ぼすと考えら

れる場合のみ行う。優先度Ⅰ～Ⅴのうち、評価はⅡ～Ⅳについて行う。  
  土質条件は下水道管渠へのリスク状況により、３タイプに分けられる。  

高いリスク  シルト、砂質シルト、細砂  
中位リスク  低塑性粘土、細かい砂利から中位の砂利、粒度調整砂利  
低いリスク  中位から高い塑性粘土、トンネル工法により建設された

粘土  
  
  圧力管状態（サーチャージ）の頻度による評価は、次の３つに分類される。  

潮の干満  毎日発生する  
年１回以上  時々  
年に１回未満  希に  

  
  なお、現在東京都においては、優先度の構造判定根拠となるこれらのデータが蓄積・

整理されていないため、明確な判定基準を作成することが困難である。従って、今後、

管路内調査データや土質、圧力管状態（サーチャージ）頻度などの判断基準となるデー

タを区部全域を対象に収集・傾向分析を行い、東京都における構造的な判定基準を検討

していく必要がある。  
 
３）構造特性の評価  

管渠施設の整備優先度は、圧力管状態による周辺地盤への影響を次のような組み合

わせて判定する。  
 
 
 
 
 
 
 

項    目  優  先  度  
圧力管状態  優先度  土壌タイプ  

希にある  時々ある  毎日ある  
Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

 
高いリスク  

Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

Ⅰ  
Ⅱ  
Ⅲ  

Ⅰ  
Ⅰ  
Ⅲ  

Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

 
中位のリスク  

Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

Ⅱ  
Ⅱ  
Ⅳ  

Ⅰ  
Ⅱ  
Ⅲ  

（7） 
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項    目  優  先  度  
圧力管状態  優先度  土壌タイプ  

希にある  時々ある  毎日ある  
Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

 
低位のリスク  

 

Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

Ⅱ  
Ⅲ  
Ⅳ  

Ⅰ  
Ⅲ  
Ⅳ  

 
 
 
 
 
 

その他、構造特性を評価するに当たっては、以下に留意することとした。  
①過去に損壊履歴のある管渠は、最低優先度をⅡとする。  
②１０％以上の勾配で欠陥のある管渠は、優先度を１ランク上げる。  
③過去からの調査で劣化が進行している場合は、優先度を１ランク上げる。  
④管渠がシルトやシルト質細砂等のリスクの高い地盤で地下水位より低く、優先度がⅡ、

Ⅲ、Ⅳである場合、また、低塑性粘土や均等な細かい砂利等の中位リスクの地盤で地

下水面より低く、優先度がⅡの場合は、優先度を１ランク上げる。  
 

（４）優先度の最終判定 

  これまで検討した構造特性の表に基づき、最終的な管渠再構築の優先度の判定を行

う。  

構造判定による、管渠分類の概念図を図-2 に示す。  
 
 

高い  Ⅰ   
緊急対策   

Ⅱ   
再
構
築
優
先
度 

 
被害が表面化して 
から対応する 

Ⅲ  観察のうえ、必要に

応じて対応する 
 
 

Ⅳ   
 

Ⅴ   
要観察  低い   

破損の未然防止  破損率の削減  破損の  
対症療法的対応   

 
カテゴリーA カテゴリーB カテゴリーC 

 
（管路内調査実

 
 重要管渠  
 
 全管渠  
 図-2 構造的条件から再構築が必要と判断される管渠の分類 
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４．詳細な水理的検証  
効率的な再構築は、水理的な検証も重要である。水理的な検証の目的は、シミュレーシ

ョンモデルを用いて水理的な機能評価を行い、「水理的機能が不十分な管渠施設の抽出と

原因把握」及び「整備の適性評価」を行うことである。 

統合的な再構築計画を立案するためには、圧力管状態（サーチャージ）の頻度，浸水位

置，雨水吐施設からの越流量や越流頻度の評価はもとより、複雑な水理構造物（堰，オリ

フィス，ポンプなど）を含んだ下水道システム全体としての水理面での評価を行う必要が

ある。 

当局における従来の水理検証は、「合理式」+「等流計算」のような「集中系モデル」が

広く用いられ、主として流下型の整備手法が採用されてきた。これは、計画降雨に対して

簡便にピーク雨水量を算出する手法であるため、整備規模が大規模になるなど、今日の財

政事情に対応できない状況となっている。 

一方、欧米では、コンピューターの性能が良くなってきていることに伴い、空間的、時

間的・連続性を考慮した、SWMM（アメリカ）や MOUSE（デンマーク）、Hydoroworks（イギ

リス）といった複雑・煩雑な「分布系モデル（流出解析モデル）」を用いて「貯留」や「ネ

ットワーク」による新しい整備手法を導入している。 

「分布系モデル」は、以下のような特徴を備えており、下水道システムの水理挙動を詳

細に把握することが出来る。  
●空間的な降雨，流域特性を考慮する事ができる 

●ピーク時のみではなく、水理現象の時間的な変動を捉えることができる 

●圧力管状態における流況の把握や、各種損失などを容易に見込むことができる 

●貯留，ネットワークを含んだ複雑な管渠網の解析が可能である 

●堰，オリフィス，ポンプ等の、多様な水理構造物の組み込みが容易である 

これにより、  
1)問題（ネック）箇所の抽出 

2)「貯留」，「ネットワーク」など様々な整備手法の評価 

3)任意地点における水理状況の把握 

など、従来適切に評価することが困難であった問題点の解明が容易となり、これまであま

り用いられることの少なかった「貯留とネットワーク」による解析手法と整備手法が可能

となり、整備手法選択の幅の拡大と適所での部分整備が可能になると考えられる。  
 また、貯留とネットワーク方式は、  
● 「圧力管状態」を評価することにより、既設管渠の潜在能力の積極的活用  
● 「貯留」による時間的なピークの平準化  
● 「ネットワーク」による空間的なピークの平準化  
により、既設下水道システムの能力を最大限発揮することが出来るため、流下型のよう

にピークに対応した施設整備ではなく、整備効果の早期発現、投資効果の発揮など効率的

な整備が可能となる。  
このことから、本研究・調査では、分布系モデルを用いたシミュレーションを行い、水

理的な機能の面から早期再構築箇所の検証を行う事を提案した。（報告書：「リスクマネー

ジメントに基づく下水管渠再構築マニュアル案」（平成１３年度）、「分布系モデルによる

雨水整備マニュアル案」（平成１３年度）参照）  
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５．環境面の影響に対する検討  
河川等の公共用水域への汚濁負荷量の削減（合流改善）についても、再構築の大きな目

的の一つである。このことから、本調査・研究における環境影響の判定方法は、UPM（Urban 

Pollution Management）マニュアル（FOUNDATION for WATER RESEARCH October 1998）を

参考にして検討を行い、環境部門との調整により環境への影響を抑制し、かつ、経済効果

の高い対策手法を選定することとした。 

現段階での合流式下水道の改善計画は、大幅な負荷削減を目指して分流式下水道並みを、

第 1 段階の目標として策定している。また、長期的な目標として、水質汚濁防止法（一律

排水基準や上乗せ排水基準）の遵守や、大腸菌等の病原性微生物などの環境リスク対策な

ども、今後の事業の進捗状況をみながら、段階的に対策を立案する必要がある。  
合流改善の検討においては、代表的な年間降雨を選定し、分布系モデルを用いて解析を

行うことが前提であるが、非常に膨大な作業が必要となる。東京都では、「合流改善マスタ

ープラン」が既に策定されていることから、そこで用いられている 20 降雨を用いて検証を

行うことも考えられる。 

検討の際に注意しなければならないことは、単に雨水吐き口からの越流水（未処理放流）

の汚濁放流負荷のみを対象にするのではなく、簡易処理，高級処理（滞水池貯留水の処理

を含む）などの処理場からの放流負荷や自然吐口からの放流負荷を含めた、総放流負荷を

対象とした水環境への負荷を検討することが大切である。 

 
 
 

No 

END 

対策案の選定  

Yes 

各対策案の評価  

対策施設の追加  放流負荷量は従来案と同等か  

従来の対策手法との比較  

シミュレーションによる解析  

降雨データの準備  
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検討対象流域のモデルの構築  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-3 環境的影響の判定・検討フロー 

（10） 



 
307 

６．おわりに  
東京都区部における下水道施設の再構築は、まだ緒についたばかりである。これから、

膨大な施設を計画的に再構築していくためには、効率的で経済的な整備手法が一層求めら

れるものと考えられる。 

今回は、下水道の歴史が長い英国ＷＲC（Water Research Center）の再構築手法と下水

道再構築マニュアル（Sewerage Rehabilitation Manual）を参考に東京都区部における効

率的で経済的な再構築整備手法の検証を行った。その結果、ＷＲＣの検討の流れや検討方

法は、東京都区部でも十分に利用できるものと考える。  
しかし、歴史が長い英国に比べ、東京都における維持管理記録や管渠内調査記録が不足

しているため、重要管渠の最終的な判断に必要な修理費用係数（ＲＣＦ）や総費用係数（Ｏ

ＣＦ）を求めることが出来ないなどの問題があった。  
今後、東京都区部の再構築計画の立案にあたり、構造的，環境的，水理的診断を基に、

費用効果が最大となる整備計画を立案しなければならない。そのためには、日常行われて

いる維持管理記録や管渠内調査記録などを蓄積し、効率的で経済的な再構築整備手法を確

立していくことが肝要である。  
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