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はじめに 

 
 

平成１８年度末の下水道処理人口普及率は７割に達しているものの、

下水道計画区域にありながら未だに下水道が整備されていない、いわゆ

る下水道未普及人口は２０００万人以上にも上る。人口減少、高齢化の

進展、厳しい財政事情といった整備を進めていく上での難しい問題を抱

えている地方公共団体も多く、いかに早急かつ効率的な整備を行うかが

課題となっている。 

 

そのような状況下、国土交通省下水道部では、平成 18 年９月に『未普

及解消クイックプロジェクト』（以下、ＱＰ）を発足させ、①新たな整備

手法（計画・設計・施工手法）の検討、②農業集落排水施設、合併浄化

槽との連携強化方策の検討、③その他の補助制度等の検討、により早期、

低コストかつ手戻りのない未普及解消方策の確立を図っている。 

 

また、ＱＰでは、新たな整備手法としていくつかの新しい技術を提案

しており、今後、新技術を採用しようする公共団体が社会実験を通じて、

技術の性能評価を実施し、より多くの公共団体において同様の技術が採

用可能なように問題点の整理及び改良を行う予定である。 

  

本資料は、社会実験を実施する自治体が、円滑に社会実験を進めるこ

とができるように、既に提案されている新技術について、検証項目の考

え方や検証の方法等を取りまとめたものである。 

 

なお、本資料に記載する検証項目や検証方法等は、あくまで参考とし

て紹介したものであり、記載以外の検証項目及び検証方法の実施を妨げ

るものではない。
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１．改良型伏越しの連続的採用の概要 

１．１ 技術の概要 

下水道管きょは、通常、自然流下を原則とするが、他企業埋設管や河川等の存在に

より、やむなく伏越しやマンホールポンプによるポンプアップを採用する場合がある。

しかしながら、ポンプ等の設備はメンテナンスや停電時の対応などが必要であり、維

持管理面の負担が大きい。 

ポンプを使用しない方法としては、下水道施設計画・設計指針と解説に改良型伏越

し（ベントサイフォン）が紹介されている。改良型伏越は、上下流の水位のヘッド差

（サイフォンの原理）を利用して下水を下流へ送水しようとするもので、主に小口径

管きょで実績がある。 

本技術は、この改良型伏越しを連続的に至近距離で採用するもので、埋設物が連続

的に横断しているような箇所で効果を発揮できるものである。 

 

 

 

 
図-1 改良型伏越しの連続的採用 
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１．２ 予見されるリスク 

 改良型伏越しは、ポンプの排水能力に頼ることなく、自然の力のみで送水しようと

するものであり、すなわち、上流からのエネルギー量に依存しているということであ

る。伏越しを通過した下水はエネルギーを失うことから、伏越しが連続的に採用され

た場合、下流側の伏越しでは十分な送水力（掃流力）が得られない可能性がある。「１．

４ 本技術に関して確認すべき事項」にて詳細するが、下水道としての機能に関して

は、以下のようなリスク（技術の導入上、避けることが困難な問題）が予見される。

また、事故時（他の要因による管閉塞、地震等）においてはこれらリスクが増大する

可能性があり留意が必要である。 

 
 
 
 
 

１．３ 社会実験の目的 

本技術の採用により、建設コストの縮減や、ポンプ設備の維持コスト削減等が期待

される反面、汚泥の堆積による閉塞や清掃の必要性など、不明確な点も多い。 

本社会実験は、本技術の採用により考えられる問題点を洗い出すと共に、問題解消

のためのデータを収集、分析し、必要に応じ技術改良を加えることを目的とする。 

 

１．４ 本技術に関して確認すべき事項 

本技術の採用により考えられる不安材料は、下記の視点から推定し、社会実験で確

認及び評価、改良することとする。 

 

① 目的を達成できるか 

② 下水道の機能を損ねていないか 

③ 施工後に新たな問題は生じないか（維持管理する上で問題はないか） 

④ 制約条件はないか 

⑤ 改良の余地はないか 

⑥ メリット、デメリットは何か 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨ 未普及解消に貢献できるか 

 

予見されるリスク 主な影響因子 
異物による詰まり 故意の要因 
堆積物による閉塞 圧力部流速、流量、清掃の有無 
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上記を勘案すると、本技術において確認すべき事項としては以下が挙げられる。 

 

① 目的を達成できるか 

本技術の適用を想定しているのは、他企業の埋設物や河川が横断し、管きょの自然

流下を阻害するような場所である。このような場所では、通常、伏越しや水管橋、マ

ンホールポンプ場が採用される場合が多いが、建設コストが大きくなることに加え、

供用後の清掃や機器メンテナンスなど維持管理に多大な労力と費用を要することが

問題である。本技術は、これら両面の負担を減らすために、建設コストを縮減するほ

か、メンテナンスを極力少なくすることを目的としている。よって本社会実験では、

建設コスト及び維持管理面の負担軽減（清掃頻度、維持管理コストなど）の効果につ

いて確認する必要がある。 

 

② 下水道の機能を損ねていないか 

 通常の伏越しは、管閉塞等の事故や清掃時に配慮し、伏越し室に泥だめを設けるこ

と及び２条管方式にすることが一般的である。これに対し改良型伏越しは、伏越し室

への土砂や汚泥等の堆積防止のためにベンド管を用いるとともに、1 条管で対応する

事例が多い。このため、確実に土砂や汚泥を掃流させる流速を伏越し内で確保する必

要があり、通常は本管よりも口径の小さいものを伏越し管きょとして採用する。しか

し、本管がφ150 の場合はこれ以上小さい口径を採用することが困難となり、やむな

く本管と同一口径とする場合があり、このとき伏越し管きょ内の流速（掃流力）がど

うなっているかを十分に確認する必要がある。 

 また、流下する下水量が増えると、改良型伏越し上流に背水の影響がでる場合が考

えられる。改良型伏越しを連続的に配置する本技術では、上流側の伏越しにおいて背

水の影響を受け、十分な掃流効果が得られないことも想定される。 

 本社会実験では、これらの水理現象について確認する必要がある。 

 

③ 施工後に新たな問題は生じないか 

 本技術の施工後に考えられる問題点としては、維持管理が可能か、管閉塞発生時の

対処法をどうするか等が考えられる。 

 維持管理については、通常の伏越しとは異なるベント管を用いた構造としているこ

とから、目視点検は不可能である。そこで、維持管理には、TV カメラや補修機等の維

持管理機材を使用する必要があるが、元来、TV カメラ等は直線部での使用を前提とし

ており、ベント管を有する管きょにこれらが通用するかを確認する必要がある。 
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 管閉塞に関しては、土砂及び汚泥の堆積を防止するために必要な掃流力に基づいて

設計された施設であっても、ゴミの投入や油脂等による閉塞の問題は不可避であり、

緊急時の対応法を十分に検討しておく必要がある。 

 また、改良型伏越しについては、本管と伏越し管きょの高低差が小さいと、上流か

ら下流への空気連行が考えられ、伏越し間隔が短くかつ密閉構造であれば、空気の噴

出による臭気や音等の生活環境への影響が心配される。 

 よって、本社会実験では、維持管理機材の適応性や緊急時の対応方法、管きょから

の臭気及び騒音の発生などについて確認する必要がある。 

 

④ 制約条件はないか 

 新技術の採用にあたり、現場の施工条件による制約や、下水機能上の制約、維持管

理上の制約など、適用範囲が限られることがないかを確認する。本技術においては、

伏越し間の距離や、高低差などについて検討する必要がある。 

 

⑤ 改良の余地はないか 

 上記の①～④の内容に関して、マイナス要因の解消や、さらなる効果の向上、適用

条件の拡大に貢献できる、構造的な改良の可能性について確認する。 

 

⑥ メリット、デメリットは何か 

 上記の①～⑤を踏まえ、メリット及びデメリットを整理する。 

 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

 総合的に見て従来工法より勝るかどうかを確認するとともに、適用可能な条件や各

条件別の効果の度合いを確認する。 

 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

 本技術が、ある特定の条件下でのみ効果を発揮するということのないよう、可能な

範囲で様々な条件について①～⑤の確認を行う。 

 

⑨ 未普及解消に貢献できるか 

本社会実験の主命題は、未普及解消であることから、単にコスト縮減が図れたとい

うだけではなく、下水道としての機能を確保しつつ、将来にわたって安心安全な下水

道サービスを提供できることを確認する（「安かろう悪かろう」の施設になっていな
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いことを確認する）。 

 

１．５ 検証のフロー 

 改良型伏越しの連続的採用の検証における一連の流れを以下のフロー図に示す。 

 

 

①目的を達成できるか 

②下水道の機能を損ねていないか 

③施工後に新たな問題は生じないか 

 

④制約条件はないか 

⑤改良の余地はないか 

⑥メリット、デメリットは何か 

⑦従来工法より総合的に勝るか 

 

⑧汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨未普及解消に貢献できるか 

検証データの収集 

検証データの考察 

普及への考察 

委員会への報告 
自治体が実施 

国が実施 
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２．検証項目 

１．４に示した「本技術に関して確認すべき事項」については、下記の検証項目を

もって検証するものとする。 

 
１） 建設コスト 
２） 維持管理コスト 

３） 流下能力 

４） 固形物の堆積状況 

５） 建設工期 

６） 維持管理機材の作業性 

７） 生活環境への影響 

８） 緊急時の対応 
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→ 緊急時対応
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３．各検証項目の検証方法 

３．１ 建設コスト 

（１）検証目的 

改良型伏越しは、埋設管の多く輻輳している箇所や河川が横断している箇所におい

て、安価に建設できることからコスト面で非常に有効である。 

ここでは、経済効果を把握することを目的とした検証を行う。 

 

（２）検証方法 

経済効果を把握するために、新工法と従来工法の建設コストを算出して比較するこ

とで、コスト縮減率を算出する。 

新工法の建設コストは、社会実験路線における代表的な箇所における工事発注時の

積算結果を用いる。ここで、施工条件が大きく異なる路線が複数ある場合は、施工条

件毎のコストを算出する。 

従来工法の建設コストは、新工法のコストを算出した同一路線において、従来の手

法を採用した場合の仮想設計を行い、その設計をベースに積算するものとする。 

積算にあたっては、表－１に示すように、構成（工種）別に費用内訳が分かるよう

整理する。 

 

表―１ 工事費の構成別縮減率 
工事費の構成 

（直接工事費） 
従来工法 新工法 縮減率 

管路工事 
 管きょ工 
  管路土工 
  管布設工 
  管路土留工 
  管基礎工 
  小計 
 マンホール工 
 取付管・ます工 
合計 

   

資材費 
 管 
 MH 本体 
 MH （蓋含む） 
小計 

   

舗装復旧工事    
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算出したコストは、コスト算出表等にまとめる。コスト算出表の例を表―２に示す。 

 

表―２ 建設コスト算出表（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検証時期・検証頻度 

建設コストの算出は、新工法、従来工法ともに実施設計もしくは発注準備の段階に

実施する。なお、新工法及び従来工法における積算の精度が同一となるよう、積算条

件（歩掛、単価など）に注意すること。 

コスト

管径(mm)
土被り（ｍ）

平均
延長（ｍ） 金額（円）

支障物回避部 150 5 50

下流影響部 200 2 400

支障物回避部

下流影響部

40.0

－新工法

従来工法（推進）

位置

82,500,000

137,500,000200 5 450

施工条件（下流影響部を含む）
工法

新工法に対する
縮減率
（％）
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３．２ 維持管理コスト 

（１）検証の目的 

 改良型伏越しは、管きょ内に土砂や汚泥を堆積させないこと基本としているため、

所定の掃流力を確保できていれば清掃は少なくてすむことから、維持管理コストは小

さいと考えられる。しかしながら、供用開始後の小流量時や、油脂付着やゴミの投入、

その他管きょ不具合の早期発見には定期的な点検や清掃が必要である。 

 また、維持管理機材の作業性の結果により、清掃に手間がかかる、点検頻度が多く

なる、特殊な機材を調達する必要がある等の問題が生ずる可能性もある。 

 ここでは、新工法の採用により、維持管理コストにどう影響するかを把握すること

を目的とした検証を行う。 

 
（２）検証方法 

新工法の採用による維持管理への影響を把握するため、新工法施工後の維持管理実

績データを収集する。収集データとしては、清掃頻度と清掃費用、点検頻度と点検に

かかる費用、その他施設維持に必要な費用（光熱費、人件費等）とする。 

清掃や点検等の頻度については、施工後の固形物堆積状況等から、最適頻度を算出

することが望ましい。ただし、供用開始直後のように接続家屋が少ない（流量が少な

い）と適切な頻度が算出できない場合があるので、その場合は、他の採用都市等の実

績を元に算出する。 

新工法の維持管理コストは、従来工法の維持管理コストと比較し、コスト縮減率を

算出することとする。従来工法の維持管理コストは基本的に実績値とするが、極端に

維持管理を実施していない場合には、適切なコスト縮減率が算出できないため、下水

道維持管理指針や下水道管路施設維持管理マニュアル等を参考にする。 

 

表―３ 維持管理コスト算出表（例） 

 

 

 

 

 

 

単価

（円／年）

3075 1 － 100,000 －
3085-3 1 － 100,000 －

推進工法 1 － 150,000 － 150,000 150,000 -33
MP工法 1 1 150,000 150,000 300,000 300,000 33

－

検証路線

200,000

条件 コスト

200,000新工法

従来工法

MP台数
（台）

ＭＰ
電気代
（円）

合計
（円）

新工法に
対する縮

減率
（％）

清掃コスト
（円）

維持管理頻度
（回/年）
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（３）検証時期・検証頻度 

検証時期は、維持管理の実績データが収集可能な時期に実施する。 

他の採用都市における実績を用いる場合は、施工を待たずして検証が可能であるが、

実績値を収集する場合は、供用開始後１年程度はデータを収集する必要がある。 
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３．３ 流下能力 

（１）検証の目的 

 流下する下水量が増えると、改良型伏越し上流に背水の影響がでる場合が考えられ

る。改良型伏越しを連続的に配置する本技術では、上流側の伏越しにおいて背水の影

響を受け、十分な掃流効果が得られないことも想定される。 

 ここでは、適正な流下能力の確保が可能かを検証することを目的とし、伏越しによ

るエネルギー損失を測定することとする。 

 
（２）検証方法 

改良型伏越しの連続的採用による水頭損失が適正であるか確認し、設計上の損失と

実際の損失との差を確認する。伏越し上下流部の人孔（ベント部）において、水位測

定と流況確認を行う。 

水位測定については、伏越しの損失水頭

を算出することを目的とし、伏越し上下流

部（伏越し出入口）における水位を測定す

る。水位測定は、水位計やポイントゲージ

を用いた計測法や、スタッフやコンベック

スを使用しての簡易な計測が考えられる。

なお、伏越しの上下流側管きょの高低差が

大きい箇所では、伏越し上流部における水

面が伏越し管の中になり（写真－１参照）、

計測が困難となる場合があるので、あらか

じめ管きょ内壁に水位を測るための目盛りを刻むなどの工夫が必要となる。また、損

失水頭が大きい（水位の大きな上昇がみられる）場合は、上下流伏越し人孔へ流量計

（水位計）を設置して１週間程度の連続測定を行うことも必要である。 

流況については、下記のポイントで観察を行う。 

①上流部への逆流がないか。 

②空気の噴出はないか。 

③極端な流速低下が認められないか。 

④その他、特異な現象がみられないか。 

検証においては、供用開始後の流入下水量ピーク時に行うこことするが、近隣家屋

の協力が得られる場合には、ピーク流量相当の水を一斉に流してもらう（風呂水の一

斉排水等）ような方法も考えられる。 

写真－１ 伏越し上流部 
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また、接続家屋数が少ない場合には、模擬汚水を用いた実験（ピーク流量で設定）

も考えられる。模擬汚水は、流速や流下阻害状況を確認するのみであれば、河川水や

水道水を利用しての実験が可能である。ただし、固形物の挙動や堆積状況を同時に見

る場合には、別途、土砂や模擬汚物を混合させるなどの工夫が必要である。 

各測定項目の検証手法と判定基準の例を表－４に、データ記入表の例を表－５に示

す。 

 

 

 

 

 

 

表－４ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

水位 
伏越し出入口の水位を測定

する。 

※今後の設計に反映させるためのデー

タ蓄積を目的としていることから判定

基準は設けない。 

流況 
伏越し出入口において流況

を目視で観察する。 

・上流部への逆流がないこと。 

・空気の噴出がないこと。 

・極端な流速低下が認められないこと。

・その他、特異な現象がみられないこと。

 

表－５ データ記入表の例 

諸元 測定値 計算値

管径（mm） 延長（m）
流入水量
（m3/s)

上流水位
（ＴＰ換算 m）

下流水位
（ＴＰ換算 m）

水位差
（m）

損失水頭
（m）

Ｎｏ．１ 150 30 0.01 45.10 45.09 0.01 0.002 OK
Ｎｏ．２ 150 20 0.02 44.50 44.48 0.02 0.005 OK

注．損失水頭　　Ｈ＝i・L+β・v
2
/2g

　　　　　　　　　i：伏越し管きょ内の流速に対する動水勾配
　　　 L：伏越し管きょの長さ(m)
       ｖ：伏越し管きょ内の流速(m/s)

       g：重力加速度(9.8m
3
/s)

      β：1.5を標準

比較路線番号

① Ａ路線

下流管

基準高さ

H1 H4

H2 H3

下流管下流管

基準高さ

H1 H4

H2 H3
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（３）検証時期・検証頻度 

検証時期については、本検証を実際の汚水で行うか、模擬汚水で行うかにより異な

る。実際の汚水を用いる場合は、供用開始後一定期間（目安としては６ヶ月後と１年

後）をおいた後に実施することとなる（家屋の接続を待つ）。模擬汚水の場合は、工

事完了後から供用開始前までに実施する必要がある。 
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３．４ 固形物の堆積状況 

（１）検証の目的 

 改良型伏越しは、伏越し室への土砂や汚泥等の堆積防止のためにベンド管を用いる

とともに、1 条管で対応する事例が多い。このため、確実に土砂や汚泥を掃流させる

流速を伏越し内で確保する必要があり、通常は本管よりも口径の小さいものを伏越し

管きょとして採用する。また、本管がφ150 の場合はこれ以上小さい口径を採用する

ことが困難となり、やむなく本管と同一口径とする場合がある。 

 ここでは、伏越し管きょ内の流速（掃流力）が適正かどうか、また適正な掃流力を

確保するためにはどうすればよいか（本管口径/伏越し管口径の比率、同一口径の場

合の留意点など）を検討するために、伏越し管きょ内の堆積物調査を実施する。 

 

（２）検証の方法 

 伏越し内の固形物の堆積状況については、ＴＶカメラ等を利用して堆積深や堆積物

性状を確認するものとする。調査手順としては下記の事例がある。 

 ①上流側からの汚水の流入を止める（止水プラグ） 

 ②上流より高圧洗浄を行い、下流側MHより強力吸引車で伏越し内堆積物を採取。（下

図参照） 

 ③TV カメラにて伏越し管内の堆積が除去出来ているか確認する。 

 ④強力吸引車内の堆積物性状及び堆積量（吸引前後の給水車及び吸引車の車両重量

を計測）、粒径分布等を調査する。 

止水プラグ

堆積固形物

強力吸引車
高圧洗浄車

伏越し内に堆積した固形物を強力吸引車等によ

り採取し、採取した固形物の状況（性状、堆積量、

粒径分布）を確認する。 
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 堆積量の経時変化を把握する場合は、止水プラグ→ＭＨから伏越し内の上澄み下水

吸引→押し込み式 TV カメラによる伏越し管きょ内の堆積量の把握、という方法も考

えられる。ただし、伏越し管きょに勾配がついていると、上澄みのみの吸引が難しい

ため注意が必要である。 

 また、必要に応じ、曲管部等に点検孔を設けることも考えられる（ＴＶカメラ調査

と点検孔設置費の費用比較で検討）。 

各測定項目の検証手法と判定基準の例を表―６に示す。 

 

表－６ 各測定項目の検証手法と判定基準の例 

測定項目 測定手法 判定基準 

堆積物 

ＴＶカメラ調査（曲管部）

や目視（マンホール部）に

て、固形物の堆積状況を確

認する。 

・曲管部に流下を阻害するような堆積

がないこと 

・マンホール内にフラッシュされない

汚物が存在しないこと 

  

なお、堆積物は管きょ内のどこかに必ず存在するものであると考えられる。特に、

流量の少ない末端管きょではそれが顕著である。本検証で問題視しているのは、一過

性の堆積物ではなく、常時その場に留まっている堆積物であり、これの見極めは非常

に難しいので注意が必要である。一例を下記に示す。 

●一過性堆積物 

シルト系土、汚物、ヘドロ状の物、トイレットペーパー（水を含んだもの）、枯

葉、水に浮くものなど 

●常時堆積物 

砂礫、油脂（ラード）、トイレットペーパー（壁面に付着したもの）、重量のある

ゴミ、長尺物（曲管を通過できない木の枝や箸等）など 

 

表―７ データ記入表の例 

 
 
 
 
 
 

計算値

管径（mm）
延長（m）

最上流MH-
最下流MH

流入水量
（m3/s)

測点
水位

（ＴＰ換算 m）
水位差

（m）
損失水頭

（m）

H1 45.11

H2 45.10

H3 44.95

H4 44.90

H1 45.20

H2 45.15

H3 45.05

H4 45.00

0.002

0.004

0.002

0.0040.03

0.01

0.05

0.05

0.05

測定値

1年後

150

10

30

10

30

0.01

0.03

諸元

検証路線
測定
時期

6ヶ月後

0.01

３０７５

３０８５－３

３０７５

３０８５－３
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（３）検証時期・検証頻度 

固形物の堆積状況及び飛散状況は、詰まり等の万が一の不具合に備え、供用開始後

3 ヶ月後（流入水量に応じて調整）に１度実施し、以後必要に応じて実施することと

する。また、経時的な堆積傾向を把握するために、３ヶ月毎の定期的な観察を行うこ

と（堆積限界点の把握）も有効である。 
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３．５ 建設工期 

（１）検証目的 

未普及解消に求められるのは、安いだけでなく、機動性に富んだ早期の整備である。

新技術の採用にあたっては、コスト面のみならず施工工期についても着目する必要が

ある。 

ここでは、工期短縮効果を算出するとともに、実施工における曲管施工の時間的ロ

ス（対直管施工）を把握することを目的とした検証を実施することとする。 

 

（２）検証方法 

新工法を採用しない場合（従来工法）を想定した仮想設計を行い、従来工法による

設計工期との比較を行うこととする。 

さらに、直管部と曲管部の施工時間について、実施工の実績値及び施工業者ヒアリ

ングにより確認することとする。 

 

表―８ データ記入表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検証時期・検証頻度 

全体工程の確認については、実施設計時もしくは発注準備（積算）時に行うことと

する。 

直管部と曲管部の施工時間については、実施工の実績値及び施工業者ヒアリングに

より確認することから、施工段階もしくは施工後に行うこととする。 

 

工期

管径(mm)
土被り（ｍ）

平均
延長（ｍ） 日数（日）

支障物回避部 150 5 50

下流影響部 200 2 400

支障物回避部

下流影響部

20 25.0従来工法（推進） 200 5 450

工法 位置
施工条件（下流影響部を含む） 新工法に対する

縮減率
（％）

新工法 15 －
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３．６ 維持管理機材の作業性 

（１）検証目的 

供用開始後、維持管理を行うにあたり、様々な維持管理機材が用いられる。ここで

は、曲線部において現有の維持管理機材が正しく機能することを確認することを目的

とした検証を実施することとする。 

 
（２）検証方法 

管きょの維持管理で使用する主な維持管理機材としては、点検及び管内調査、清掃

で用いるもので、下記の機材がある。 

点  検・・・簡易カメラ、点検鏡 

管内調査・・・ＴＶカメラ（車輪・キャタピラ式、挿入式） 

清  掃・・・高圧ジェット洗浄機材 

 

ここでは、上記の維持管理機材の操作上の問題の有無、高圧洗浄（清掃）による堆

積物除去の状況確認を下記により実施することとする。なお、実施にあたっては、各

都市により所有する機材が異なることから、それぞれの調達可能な範囲における機材

で検証を行う必要がある。 

 ①対象路線で、上記の点検機材による管内状況の把握を行う 

②TV カメラにより曲管内の洗浄前の汚物を確認 

 ③曲管内の高圧洗浄実施 

 ④TV カメラにより曲管内の汚物が除去出来ているか確認 

  ⑤曲管部を TV カメラが通過できるか確認 

※本検証は、「３．４ 固形物の堆積」における検証方法と重複することから、同時

に実施することも可能である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

実際の作業により、伏越し内の維持管理機

材の操作性、作業状況を確認する。 



 19

各測定項目の検証手法と判定基準の例を表―９に示す。 

 

表－９ 各測定項目の検証手法と判定基準の例 

測定項目 測定手法 判定基準 

作業性 

実施設においてＴＶカメラ

調査や清掃を行い、維持管

理機材の操作性、作業性を

確認する。 

維持管理が問題なく行えること 

 

 

表―１０ データ記入表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検証時期・検証頻度 

本検証は、供用開始後、ある程度流入下水量が増えてきた時点に実施することとす

る。ただし、点検機材の操作性については、供用開始前でも可能である。 
 

使用機材

管径
(mm)

延長
（ｍ）

深さ
(m）

ベント角度
（°）

項目

ＴＶカメラ●●● 問題なし ＴＶカメラ移動テスト

高圧洗浄機材●●● 問題なし 清掃前後をＴＶカメラにて確認

ＴＶカメラ●●● 問題なし ＴＶカメラ移動テスト

高圧洗浄機材●●● 問題なし 清掃前後をＴＶカメラにて確認

条件
結果 判断方法検証路線

45.0

150 10 1.0 －3075

150 30 0.53085-3
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３．７ 生活環境への影響 

（１）検証目的 

改良型伏越しは、地形的条件（上下流の高低差が小さい場合や伏越し間隔が短い場

合、伏越し間が密閉構造の場合など）によってはその構造上、伏越し管きょ内に空気

だまりが発生し、流量の増大と共に空気が下流マンホールから噴出することがある。 

この際、圧縮された空気による騒音やマンホール蓋の異常、取付管を通じた音等の

異常、下流のマンホールにおける汚水の飛散による臭気の発生等が懸念される。ここ

では、生活環境等へ影響を与えることがないレベルかどうかを確認することを目的と

した検証を実施することとする。 

 

（２）検証方法 

騒音、臭気等の異常がないかを、本社会実験や、日常点検の中で確認するとともに、

住民からの苦情の有無を確認する。 

騒音、振動、臭気の異常については、同規模の流量を有する管きょと比較して、同

等かそれ以下を判断基準とすることも可能だが、明確な判断基準とは言い難い。そこ

で、各自治体が有する騒音、振動、臭気の生活環境上の規制値等を基準にすることも

考えられる。 

騒音については騒音計、振動計については振動計、臭気については簡易型においセ

ンサーを用いた計測が簡易である。 

また、あわせて下水道管理者への住民からの苦情の件数とその内容を記録しておく。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

本社会実験で実施する、汚水の流下状況や固形物の堆積の検証時に確認すると共に、

供用開始後の日常点検時に実施する。1年間程度継続して調査を行う。 
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３．８ 緊急時の対応 

（１）検証目的 

 改良型伏越しについては、土砂及び汚泥の堆積を防止するために必要な掃流力に基

づいて設計されることが望ましい。しかしながら、ゴミの投入や油脂等による閉塞の

問題は不可避であり、緊急時の対応法を十分に検討しておく必要がある。 

 ここでは、最悪のケースとして、閉塞した場合を想定し、事故発生後の通報システ

ムのあり方や事後の対応方法などについて検討する。 

 

（２）検証方法 

 伏越し閉塞時における上流域での溢水までの時間及び管内貯留量を試算する。さら

に、閉塞が発生した後の対応方法について検討し、事故発生を仮定したシミュレーシ

ョンを行い、対応の可否について検証を行う。 
 

（３）検証時期・検証頻度 

検証の実施時期は、工事の手戻りをなくすためには実施設計時が望ましいが、間に

合わない場合には供用開始までに行うこととする。 

 


