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管路情報活用有限責任事業組合＆管路情報活用有限責任事業組合＆管路情報活用有限責任事業組合＆管路情報活用有限責任事業組合＆
管路情報協同組合管路情報協同組合管路情報協同組合管路情報協同組合 設立の経過設立の経過設立の経過設立の経過

長年、下水道管路調査、維持・「改築・修繕」、土木設計・測量等の業務と調
査情報データベース構築と分析・画像解析開発等の会社が集まり（公益）日本下
水道新技術推進機構 取得新技術等の各社が所有する下水道技術の統合下水道技術の統合下水道技術の統合下水道技術の統合と熟練退と熟練退と熟練退と熟練退
職者の技術・経験のデータベース化を行うこと。職者の技術・経験のデータベース化を行うこと。職者の技術・経験のデータベース化を行うこと。職者の技術・経験のデータベース化を行うこと。

近い将来、管路・施設管理運用の民営化と地方公共団体が求める下水道サービ近い将来、管路・施設管理運用の民営化と地方公共団体が求める下水道サービ近い将来、管路・施設管理運用の民営化と地方公共団体が求める下水道サービ近い将来、管路・施設管理運用の民営化と地方公共団体が求める下水道サービ
スや、国土交通省が推進する管路調査・維持スや、国土交通省が推進する管路調査・維持スや、国土交通省が推進する管路調査・維持スや、国土交通省が推進する管路調査・維持・補修、土木設計・補修、土木設計・補修、土木設計・補修、土木設計の技術対応と共同の技術対応と共同の技術対応と共同の技術対応と共同
受注を目指すこと受注を目指すこと受注を目指すこと受注を目指すことと震災時の調査・補修・土木設計のと震災時の調査・補修・土木設計のと震災時の調査・補修・土木設計のと震災時の調査・補修・土木設計の全国全国全国全国協力体制構築を協力体制構築を協力体制構築を協力体制構築を視野に視野に視野に視野に
「管路情報活用有限責任事業組合」「管路情報活用有限責任事業組合」「管路情報活用有限責任事業組合」「管路情報活用有限責任事業組合」をををを設立設立設立設立をしをしをしをしました。ました。ました。ました。

事業組合設立から事業組合設立から事業組合設立から事業組合設立から４年間４年間４年間４年間の実績等を踏まえ都道府県の実績等を踏まえ都道府県の実績等を踏まえ都道府県の実績等を踏まえ都道府県に対してに対してに対してに対して集積した技術・シ集積した技術・シ集積した技術・シ集積した技術・シ
ステムステムステムステムによるによるによるによる普及と普及と普及と普及と独自開発した調査・補修機器の独自開発した調査・補修機器の独自開発した調査・補修機器の独自開発した調査・補修機器の供給、供給、供給、供給、委託業務委託業務委託業務委託業務受注活動受注活動受注活動受注活動をををを本本本本
格化するため格化するため格化するため格化するため、、、、平成平成平成平成28年年年年10月月月月1日「管路情報協同組合」を設立いたしました。日「管路情報協同組合」を設立いたしました。日「管路情報協同組合」を設立いたしました。日「管路情報協同組合」を設立いたしました。

設立から４年間 事業組合と組合員は、行政との技術協議で既存調査の問題点
改善に対応した調査機器・維持解析管理システムで調査・解析・土木設計を受注。
組合は専門性 のある組合員が分散処理を実践。

・組合員と協同技術提案 東京都下水道局に「支管内部の状況確認と異常判定を行うシス
テム」を技術申請登録。（下水道展 15東京 プレゼンで公開）模擬管路実験済

・人孔内管口カメラ（スクリーニング調査）、人孔内管口固定カメラ（段差（ずれ）、
上下のたるみ、左右のたるみ（蛇行）解析、「縦断図」等の詳細調査）の技術同行と
調査等の実践を行いました。

・暗渠管 不明管・閉塞管 閉塞位置算出（３Ｄ化画像管路図）調査の業務委託
・小口径管 不明管・閉塞管 閉塞位置算出（３Ｄ化画像管路図）調査を試行
・人孔内管口カメラ、管口カメラの弱点
支管管口距離、浸入水等継ぎ手部の状況対応 「水空両輌船調査システム」模擬管
試行中

また、 下水道プラットフォーム、 ２１世紀水倶楽部・メタウォータ ㈱主催の
「出前講座」,「出前授業」に参加し、下水道事業啓蒙活動で 国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞
（平成28年9月25日 下水道新聞掲載）,下水道プラット下水道プラット下水道プラット下水道プラット フォーム審査員特別賞フォーム審査員特別賞フォーム審査員特別賞フォーム審査員特別賞

（平成28年9月10日 月刊下水道掲載）を受賞いたしました。



管路情報活用有限責任事業組合管路情報活用有限責任事業組合管路情報活用有限責任事業組合管路情報活用有限責任事業組合

管路情報協同組合 （平成28年10月1日設立）

管路情報協同組合は、管路情報活用有限責任事業組合に集結された管路

・施設調査、維持・補修、土木設計（測量）、管路情報電子化・分析 ・

３Ｄ化画像像管路（施設）等の委託業務と調査機器・システムの供給と
事業組合と組合員が実践してきた業務を各都道府県へ普及と受注活動を
事業組合の技術等支援を受け、業務展開をいたします。

““““ 下水道事業啓蒙活動下水道事業啓蒙活動下水道事業啓蒙活動下水道事業啓蒙活動への参加への参加への参加への参加 ““““ 各賞を受賞各賞を受賞各賞を受賞各賞を受賞
国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞 受賞の受賞の受賞の受賞の内容内容内容内容

９月８日 国土交通省「循環のみち下水道賞」に於いて広報・教育部門でキャリア教育を
意識した夏季連携講座「下水道マニア」が受賞いたしました。

神奈川県立大師高校、川崎市の講座の教育等に参加した下水道広報プラットフォーム、
メウォーター㈱、当事業組合が国土交通大臣賞を受賞。

国土交通大臣賞「国土交通大臣賞「国土交通大臣賞「国土交通大臣賞「 循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞 」」」」受賞式典受賞式典受賞式典受賞式典

3

ーーーー国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞 ーーーー

「「「「 循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞循環のみち下水道賞 」」」」 国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞国土交通大臣賞、ＧＫＰ広報大賞、ＧＫＰ広報大賞、ＧＫＰ広報大賞、ＧＫＰ広報大賞 審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞



夏季連携夏季連携夏季連携夏季連携 講座「下水道マニア」講座「下水道マニア」講座「下水道マニア」講座「下水道マニア」でででで神奈川県立大師高校、川崎市の講座教育等神奈川県立大師高校、川崎市の講座教育等神奈川県立大師高校、川崎市の講座教育等神奈川県立大師高校、川崎市の講座教育等

に参加し、下水道広報プラットフォーム、メタウォーター㈱、当事業組合が
国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣賞を賞を賞を賞を受賞受賞受賞受賞。

国土交通大臣賞 受賞式典 夏季連携講座「下水道マニア」夏季連携講座「下水道マニア」夏季連携講座「下水道マニア」夏季連携講座「下水道マニア」

川崎市川崎市川崎市川崎市 下水道の日「下水道の日「下水道の日「下水道の日「 かわさき下水道フェアかわさき下水道フェアかわさき下水道フェアかわさき下水道フェア 」展」展」展」展

管路調査の現場体験と
高校生によるカメラの操作状況

人孔内管口カメラ・走行TVカメラの実演

人孔内人孔内人孔内人孔内
管口カメラ管口カメラ管口カメラ管口カメラ

当組合理事 鈴木

「循環のみち下水道賞」は、下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を表彰する国土交通
大臣賞として平成20年度から毎年表彰を行っているものです。優れた取組みを広く発信すること
で、受賞者の功 績を称えるとともに、他の多くの団体等が同様の取組みを行い、持続的発展が
可能な構築に貢献する「循環のみち下水道」の実現を全国的に図ることを目的としています。

管路情報活用技術 ３D化画像管路の技術公開



ＧＫＰ広報大賞 審査員特別賞（下水道プラットフォーム）

当事業組合と組合員会社は、平成２４年設立以来毎年２回から３回、ＮＰＯ２1世紀水倶
楽部の「下水道出前講座」、メタウォーター㈱の「下水道出前授業」に連携して、講座

を聞いた市民や授業 を受けた児童・学生に下水道管内を見てもらう活動に参加しており
ます。下水道展 16名古屋で審査員特別賞を受賞。

授賞式典

組合と組合員が所有している調査ＴＶカメラを
小学生・一般市民の講習で機能等を地上で
動かし説明し調査の理解を得る活動

説明用 ＴＶカメラ展示

多くの人は使う水の質や量には神経すぎるほど気を使います。安全で美味しい水をえるためにお金も使っています
そんな人たちでさえ使った後の水の行く先はほとんど意識することはありません。まちや暮らしがいかに水を使うこ
とでなりたっているか、そして使われた水のほとんどが「下水」となって「下水管」に流され、集められた「下水」が「下
水処理場」で微生物によってきれいにされ、川や海を守っていることを実感してもらうための、一般市民向けなどの
出前講座取り組んでいます。（ホームページ 抜粋）



管路情報協同組合

協同組合調査・データ解析等委託業務と内製化調査機器の販売協同組合調査・データ解析等委託業務と内製化調査機器の販売協同組合調査・データ解析等委託業務と内製化調査機器の販売協同組合調査・データ解析等委託業務と内製化調査機器の販売

「ズームロボ」

支管内部調査ロボ
「空洞推定箇所
調査システム」

牽引・自走調査ロボ

水空両輌調査船

施設・橋梁
クラック調査ロボ

全ＴＶカメラ調査
制御・情報管理システム搭載車輌

委託業務で使用した調査機器委託業務で使用した調査機器委託業務で使用した調査機器委託業務で使用した調査機器

簡易型「台帳・維持管理システム」

維持管理維持管理維持管理維持管理

 「下水道管路内調査　情報管理・分析システム」

 「下水道管路内調査　事前検索システム」

 「現況図（測量データ合成）作図システム」

 「光ファイバー布設路線管理システム」

業務管理業務管理業務管理業務管理

 「維持管理入力・検索・管理システム」

 「公桝・大量排水入力・検索・管理システム」

設計管理設計管理設計管理設計管理

 「光ファイバー布設設計システム」

 「再構築設計管理システム」

 「しゅん工図書管理システム」

 「流量表管理システム」

事業組合・組合員 所有ＴＶカメラ

平成平成平成平成29年度から「人孔内管口カメラ」年度から「人孔内管口カメラ」年度から「人孔内管口カメラ」年度から「人孔内管口カメラ」 を地方行政向けにを地方行政向けにを地方行政向けにを地方行政向けにリースを開始リースを開始リースを開始リースを開始

行政向け行政向け行政向け行政向け
リース物件リース物件リース物件リース物件



１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務
１）「ズームロボ」転用 スクリーニング・詳細調査、解析（ ３D化画像解析を含む）

・BーDＡSHプロジェクト対応 広角・ミラーカメラ調査、走行TV使用平面展開調査

２）支管管内画像確認調査システム
３）管路土砂・モルタル・侵入石堆積状況 積算調査
４）震災時の調査・補修・土木設計、管路修繕（部分補修）
５）暗渠管 牽引方式TVカメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）
６）暗渠管 不明管・閉塞管 閉塞位置算出特殊調査と３D化画像解析

７）暗渠管 映像可視化調査（現行調査の改善）
８）取付管 空洞位置想定算出TVカメラ調査と３D化画像解析

９）不明人孔等特殊調査と土木設計（測量を含む）
10）小口径不明管・閉塞管 閉塞位置算出特殊調査

（平成29年度から業務委託を開始予定、試行調査完了）

２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務
１）調査データ入力・管理、維持・「改築・修繕」、経年変化管理等分析

・維持管理用 「損傷図」作成と３D化画像解析を含む

３．施設３．施設３．施設３．施設 可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務
１）処理場オイルボール（ラード塊）流入量解析調査と流入管路の分析
２）管路ラード流入箇所 堆積状況定点調査
３）施設・橋梁 可視化クラック健全度調査とコンクリート強度試験

４．止水機能装着４．止水機能装着４．止水機能装着４．止水機能装着 「「「「ALPSALPSALPSALPS工法」工法」工法」工法」（管きょ修繕工法）
１）止水機能装着 長期間機能維持と震災時対応 管きょ修繕工法

・補修幅 １ｍ 自立管の強度試験中

当組合と他社との大きな違いは、 「ズームロボ」（スクリーニング・詳細調査）、取付管カメラ、
小口径・幹線の不明管・閉塞管閉塞位置算定用ＴＶカメラと調査補助機器は、全て技術・
開発センターで設計・製造と模擬管による調査機器の機能評価が速やかに行える。また、
現場調査員が開発・ 改良作業への参加で行政が要望する調査を速やかに提案が行える。

技術開発・研修センターの設計・機械加工機設置と模擬管の常設技術開発・研修センターの設計・機械加工機設置と模擬管の常設技術開発・研修センターの設計・機械加工機設置と模擬管の常設技術開発・研修センターの設計・機械加工機設置と模擬管の常設

「管路情報協同組合」の都道府県への普及活動と「管路情報協同組合」の都道府県への普及活動と「管路情報協同組合」の都道府県への普及活動と「管路情報協同組合」の都道府県への普及活動と
調査・解析、施工システムの供給調査・解析、施工システムの供給調査・解析、施工システムの供給調査・解析、施工システムの供給

模擬管：取付管、管口カメラ、土砂管対応

水空両輌調査用

フライス・卓上旋盤、２D・３DCAD、３D

プリンター設計、電気試験・補修検査場



１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務１．調査・データ解析業務

１）「ズームロボ」調査システム技術転用 スクリーニング・詳細調査、
解析（ ３D化画像解析を含む）

・BーDＡSHプロジェクト対応 広角・ミラーカメラ調査、

走行TV使用平面展開調査
２）支管管内画像確認調査システム
３）管路土砂・モルタル・侵入石堆積状況 積算調査
４）震災時の調査・補修・土木設計、管路修繕（部分補修）
５）暗渠管 牽引方式TVカメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）
６）暗渠管 不明管・閉塞管 閉塞位置算出特殊調査と３D化画像解析
７）暗渠管 映像可視化調査（現行調査の改善）
８）取付管 空洞位置想定算出TVカメラ調査と３D化画像解析
９）不明人孔等特殊調査と土木設計（測量を含む）
10）小口径不明管・閉塞管 閉塞位置算出特殊調査

（平成29年度から業務委託を開始予定、試行調査完了）



下水道革新的技術実証事業
（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）の背景背景背景背景

管渠マネジメントシステム管渠マネジメントシステム管渠マネジメントシステム管渠マネジメントシステム ＰＤＣＡサイクル該当技術ＰＤＣＡサイクル該当技術ＰＤＣＡサイクル該当技術ＰＤＣＡサイクル該当技術

簡易型「台帳・維持管理システム」簡易型「台帳・維持管理システム」簡易型「台帳・維持管理システム」簡易型「台帳・維持管理システム」 スクリーニング調査スクリーニング調査スクリーニング調査スクリーニング調査
１．人孔内１．人孔内１．人孔内１．人孔内管口管口管口管口カメラカメラカメラカメラ

２．広角カメラ（日本ＴＡＰ製）２．広角カメラ（日本ＴＡＰ製）２．広角カメラ（日本ＴＡＰ製）２．広角カメラ（日本ＴＡＰ製）

詳細調査詳細調査詳細調査詳細調査
１．人孔内１．人孔内１．人孔内１．人孔内固定固定固定固定カメラ（「ズームロボ」）カメラ（「ズームロボ」）カメラ（「ズームロボ」）カメラ（「ズームロボ」）

（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構 取得取得取得取得

２．広角・ミラーカメラ調査２．広角・ミラーカメラ調査２．広角・ミラーカメラ調査２．広角・ミラーカメラ調査

「改築・修繕」工法選定「改築・修繕」工法選定「改築・修繕」工法選定「改築・修繕」工法選定 ３Ｄ化画像管路判定３Ｄ化画像管路判定３Ｄ化画像管路判定３Ｄ化画像管路判定
１．広角・ミラー、走行ＴＶカメラ：異常、腐食等判定１．広角・ミラー、走行ＴＶカメラ：異常、腐食等判定１．広角・ミラー、走行ＴＶカメラ：異常、腐食等判定１．広角・ミラー、走行ＴＶカメラ：異常、腐食等判定

２、人孔内固定カメラ：腐食、上下のたるみ・左右のたるみ、２、人孔内固定カメラ：腐食、上下のたるみ・左右のたるみ、２、人孔内固定カメラ：腐食、上下のたるみ・左右のたるみ、２、人孔内固定カメラ：腐食、上下のたるみ・左右のたるみ、

取付管突出、ラード付着等ｍｍ単位の計測と判定取付管突出、ラード付着等ｍｍ単位の計測と判定取付管突出、ラード付着等ｍｍ単位の計測と判定取付管突出、ラード付着等ｍｍ単位の計測と判定

経年変化調査経年変化調査経年変化調査経年変化調査
１．人孔内１．人孔内１．人孔内１．人孔内管口管口管口管口カメラによるカメラによるカメラによるカメラによる

可視化スクリーニング可視化スクリーニング可視化スクリーニング可視化スクリーニング調査調査調査調査

簡易「台帳・維持

管理システム」
人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ

「ズームロボ」（人孔内固定カメラ）「ズームロボ」（人孔内固定カメラ）「ズームロボ」（人孔内固定カメラ）「ズームロボ」（人孔内固定カメラ）

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ ：：：： 計画、実行、チェツク、行動

経年変化調査経年変化調査経年変化調査経年変化調査

１．人孔内１．人孔内１．人孔内１．人孔内管口管口管口管口カメラによるカメラによるカメラによるカメラによる

可視化スクリーニング可視化スクリーニング可視化スクリーニング可視化スクリーニング調査調査調査調査



１．スクリニング・詳細調査、データ解析業務１．スクリニング・詳細調査、データ解析業務１．スクリニング・詳細調査、データ解析業務１．スクリニング・詳細調査、データ解析業務

１）「ズームロボ」転用１）「ズームロボ」転用１）「ズームロボ」転用１）「ズームロボ」転用 スクリーニング・詳細調査、スクリーニング・詳細調査、スクリーニング・詳細調査、スクリーニング・詳細調査、
解析（解析（解析（解析（ ３３３３D化画像解析を含む）化画像解析を含む）化画像解析を含む）化画像解析を含む）

・・・・BBBBーーーーDDDDＡＡＡＡSHSHSHSHプロジェクト対応調査とミラー調査、プロジェクト対応調査とミラー調査、プロジェクト対応調査とミラー調査、プロジェクト対応調査とミラー調査、走行走行走行走行TV使用平面展開調査使用平面展開調査使用平面展開調査使用平面展開調査
☆☆☆☆ 「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」 は（公益）日本下水道新技術推進機構は（公益）日本下水道新技術推進機構は（公益）日本下水道新技術推進機構は（公益）日本下水道新技術推進機構 審査証明を取得した。審査証明を取得した。審査証明を取得した。審査証明を取得した。

この技術と調査距離この技術と調査距離この技術と調査距離この技術と調査距離 25～～～～50ｍ・管径ｍ・管径ｍ・管径ｍ・管径 150、、、、200～～～～700ｍｍ、段差（ずれ）、上下のｍｍ、段差（ずれ）、上下のｍｍ、段差（ずれ）、上下のｍｍ、段差（ずれ）、上下のたたたた
るみ・左右のたるみ（蛇行）をｍｍ単位解析システムをるみ・左右のたるみ（蛇行）をｍｍ単位解析システムをるみ・左右のたるみ（蛇行）をｍｍ単位解析システムをるみ・左右のたるみ（蛇行）をｍｍ単位解析システムをBーーーーDASHプロジェクト対応スクプロジェクト対応スクプロジェクト対応スクプロジェクト対応スク
リーング調査とリーング調査とリーング調査とリーング調査と長寿命化に向けた「改築・修繕」等詳細調査」長寿命化に向けた「改築・修繕」等詳細調査」長寿命化に向けた「改築・修繕」等詳細調査」長寿命化に向けた「改築・修繕」等詳細調査」 対応するため、対応するため、対応するため、対応するため、調査距離調査距離調査距離調査距離
25～～～～110ｍ、管径ｍ、管径ｍ、管径ｍ、管径 200～～～～700ｍｍ、大口径、暗渠管ｍｍ、大口径、暗渠管ｍｍ、大口径、暗渠管ｍｍ、大口径、暗渠管に対応に改良とに対応に改良とに対応に改良とに対応に改良と蜘蛛の巣の障害蜘蛛の巣の障害蜘蛛の巣の障害蜘蛛の巣の障害
物等物等物等物等 と映像距離算出等と映像距離算出等と映像距離算出等と映像距離算出等に対応するため、オプションとしてに対応するため、オプションとしてに対応するため、オプションとしてに対応するため、オプションとしてGPS、ジャイロ、角度・回転、ジャイロ、角度・回転、ジャイロ、角度・回転、ジャイロ、角度・回転

・上下動作用三軸モータ制御カメラ機構を改良した。・上下動作用三軸モータ制御カメラ機構を改良した。・上下動作用三軸モータ制御カメラ機構を改良した。・上下動作用三軸モータ制御カメラ機構を改良した。
☆スクリーニング調査の精度向上と☆スクリーニング調査の精度向上と☆スクリーニング調査の精度向上と☆スクリーニング調査の精度向上と震災時震災時震災時震災時の管路状況の把握が速やかに行える。の管路状況の把握が速やかに行える。の管路状況の把握が速やかに行える。の管路状況の把握が速やかに行える。

「ズームロボ」調査システムの技術概要「ズームロボ」調査システムの技術概要「ズームロボ」調査システムの技術概要「ズームロボ」調査システムの技術概要

基本カメラ・基本カメラ・基本カメラ・基本カメラ・PC情報入力・映像録画システム一式収納情報入力・映像録画システム一式収納情報入力・映像録画システム一式収納情報入力・映像録画システム一式収納

基本システム収納状況

中間点中間点中間点中間点

下流管口付近下流管口付近下流管口付近下流管口付近上流管口付近上流管口付近上流管口付近上流管口付近

下流管口下流管口下流管口下流管口

管径管径管径管径300ｍｍｍｍｍｍｍｍ

距離２７．９０ｍ距離２７．９０ｍ距離２７．９０ｍ距離２７．９０ｍ
車両振動、地盤の緩みによる車両振動、地盤の緩みによる車両振動、地盤の緩みによる車両振動、地盤の緩みによる
管渠内状況と段差・蛇行測定管渠内状況と段差・蛇行測定管渠内状況と段差・蛇行測定管渠内状況と段差・蛇行測定

馬蹄形 幹線：2100×2100 管渠間距離 110ｍ ： 管口付近、30ｍ付近、下流管口と右壁状況110ｍ付近

【【【【 「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」 大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管 （人孔間撮影距離：（人孔間撮影距離：（人孔間撮影距離：（人孔間撮影距離：110ｍ）ｍ）ｍ）ｍ） 】】】】



１．１．１．１．2013201320132013年年年年11111111月号月号月号月号 既存調査機器の活用による既存調査機器の活用による既存調査機器の活用による既存調査機器の活用による「管「管「管「管きょきょきょきょマネジメントのための管路内マネジメントのための管路内マネジメントのための管路内マネジメントのための管路内
情報の活用」情報の活用」情報の活用」情報の活用」
２．２．２．２．2015201520152015年年年年8888月号月号月号月号 情報の可視化で熟練退職者の技術情報の可視化で熟練退職者の技術情報の可視化で熟練退職者の技術情報の可視化で熟練退職者の技術 継承化による「管継承化による「管継承化による「管継承化による「管きょきょきょきょマネジメマネジメマネジメマネジメ
ントントントント 管路情報から３次元画像の活用」管路情報から３次元画像の活用」管路情報から３次元画像の活用」管路情報から３次元画像の活用」
３．３．３．３．2016201620162016年年年年2222月号月号月号月号 特集特集特集特集 “管路調査、そして次のステップへ”“管路調査、そして次のステップへ”“管路調査、そして次のステップへ”“管路調査、そして次のステップへ”
○自冶体が管理しているデータベースの活用○自冶体が管理しているデータベースの活用○自冶体が管理しているデータベースの活用○自冶体が管理しているデータベースの活用をををを「改築・修繕の判定を速やかに行え「改築・修繕の判定を速やかに行え「改築・修繕の判定を速やかに行え「改築・修繕の判定を速やかに行え

るるるる３Ｄ化画像システム」３Ｄ化画像システム」３Ｄ化画像システム」３Ｄ化画像システム」（（（（ 事業組合事業組合事業組合事業組合 ホームページで掲載ホームページで掲載ホームページで掲載ホームページで掲載 ））））
☆☆☆☆人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ（ズームロボの技術を継承）による（ズームロボの技術を継承）による（ズームロボの技術を継承）による（ズームロボの技術を継承）による区域内の区域内の区域内の区域内の全管全管全管全管きょきょきょきょ間間間間を効率的を効率的を効率的を効率的

な管路内調査のために簡易的にな管路内調査のために簡易的にな管路内調査のために簡易的にな管路内調査のために簡易的に管渠のたるみ、異常状況を管渠のたるみ、異常状況を管渠のたるみ、異常状況を管渠のたるみ、異常状況を調査調査調査調査
し、致命的な損傷等のある管し、致命的な損傷等のある管し、致命的な損傷等のある管し、致命的な損傷等のある管きょを抽きょを抽きょを抽きょを抽出する出する出する出する「「「「スクリーニング」調査。スクリーニング」調査。スクリーニング」調査。スクリーニング」調査。
［［［［ 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 スクリーニング調査雲の巣等障害物回避技術を完成スクリーニング調査雲の巣等障害物回避技術を完成スクリーニング調査雲の巣等障害物回避技術を完成スクリーニング調査雲の巣等障害物回避技術を完成 ］］］］

管路調査、そして次のステップへ管路調査、そして次のステップへ管路調査、そして次のステップへ管路調査、そして次のステップへ （（（（ 月刊下水道月刊下水道月刊下水道月刊下水道 2016年年年年2月号月号月号月号 特集）特集）特集）特集）

調査現場に対応する機器調査現場に対応する機器調査現場に対応する機器調査現場に対応する機器
急激な階段調査現場

カメラ支柱と昇降装置
携 帯 状 況

調査場所（副調査場所（副調査場所（副調査場所（副
管・人孔管接続管・人孔管接続管・人孔管接続管・人孔管接続
状況）によりカメ状況）によりカメ状況）によりカメ状況）によりカメ
ラ支柱と昇降装ラ支柱と昇降装ラ支柱と昇降装ラ支柱と昇降装
置を使い分置を使い分置を使い分置を使い分

調査距離：調査距離：調査距離：調査距離：25～～～～110ｍｍｍｍｍｍｍｍ 管径：管径：管径：管径：200～暗渠管（別途ラ～暗渠管（別途ラ～暗渠管（別途ラ～暗渠管（別途ラ
イトを装着）に対応。管径イトを装着）に対応。管径イトを装着）に対応。管径イトを装着）に対応。管径150ｍｍカメラｍｍカメラｍｍカメラｍｍカメラは、別途供給、は、別途供給、は、別途供給、は、別途供給、
情報システムは供用、ケーブル長：情報システムは供用、ケーブル長：情報システムは供用、ケーブル長：情報システムは供用、ケーブル長：15ｍ、管径：ｍ、管径：ｍ、管径：ｍ、管径：150ｍｍｍｍ
ｍは、オプションｍは、オプションｍは、オプションｍは、オプション.

地方都市には、管径：地方都市には、管径：地方都市には、管径：地方都市には、管径：200ｍｍが敷設されている。ｍｍが敷設されている。ｍｍが敷設されている。ｍｍが敷設されている。

人孔管口カメラ、管口カメラ等人孔管口カメラ、管口カメラ等人孔管口カメラ、管口カメラ等人孔管口カメラ、管口カメラ等 「「「「 蜘蛛の巣蜘蛛の巣蜘蛛の巣蜘蛛の巣 」等の問題点を解決」等の問題点を解決」等の問題点を解決」等の問題点を解決

１．１．１．１．管渠内「蜘蛛の巣」等の調査技術 （ 模擬管と人孔間距離：42ｍでの試行調査 ）
管径：300ｍｍ 蜘蛛の巣の設置距離：3ｍと10ｍ（下流管口 浸入水）の二箇所

下流管
口浸入
水状況

3ｍ地点設置 10ｍ地点下流管口浸入水・蜘蛛の巣ｍ地点下流管口浸入水・蜘蛛の巣ｍ地点下流管口浸入水・蜘蛛の巣ｍ地点下流管口浸入水・蜘蛛の巣 フィルド公開試行調査 蜘蛛の巣

２．行政の意見を集約して、支支支支管管管管管管管管口距離・継ぎ手部の状況確認口距離・継ぎ手部の状況確認口距離・継ぎ手部の状況確認口距離・継ぎ手部の状況確認ロボを試行中



東日本大震災から５年半が経とうとしています。当事業組合（組合員）は、東日本大震災から５年半が経とうとしています。当事業組合（組合員）は、東日本大震災から５年半が経とうとしています。当事業組合（組合員）は、東日本大震災から５年半が経とうとしています。当事業組合（組合員）は、

「震災時の速やかな管路内調査手順・方法から「震災時の速やかな管路内調査手順・方法から「震災時の速やかな管路内調査手順・方法から「震災時の速やかな管路内調査手順・方法から
迅速な復興土木設計資料（補修積算・「縦断図」）作成」迅速な復興土木設計資料（補修積算・「縦断図」）作成」迅速な復興土木設計資料（補修積算・「縦断図」）作成」迅速な復興土木設計資料（補修積算・「縦断図」）作成」を提案しています。を提案しています。を提案しています。を提案しています。
平成22年3月（公益）日本下水道新技術推進機構 建設新技術審査報告書（Ｐ-71）で公表

調調調調 査査査査 手手手手 順順順順 概概概概 略略略略 図図図図

 

避難場所小学校 

第１期目第１期目第１期目第１期目
避難場所から処理場までの避難場所から処理場までの避難場所から処理場までの避難場所から処理場までの

下流地域の人孔内・管渠内下流地域の人孔内・管渠内下流地域の人孔内・管渠内下流地域の人孔内・管渠内

の流水状況と地上施設調査の流水状況と地上施設調査の流水状況と地上施設調査の流水状況と地上施設調査
（固定ＴＶカメラ・目視調査併用）（固定ＴＶカメラ・目視調査併用）（固定ＴＶカメラ・目視調査併用）（固定ＴＶカメラ・目視調査併用）

第２期目第２期目第２期目第２期目

避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の

補修対象補修対象補修対象補修対象 管路内調査工管路内調査工管路内調査工管路内調査工

（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の

比較：側視映像収録比較：側視映像収録比較：側視映像収録比較：側視映像収録
（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）

第３期目第３期目第３期目第３期目

震災地域の管路内調査工震災地域の管路内調査工震災地域の管路内調査工震災地域の管路内調査工

（ 段差・蛇行計測ーたるみ判定）（ 段差・蛇行計測ーたるみ判定）（ 段差・蛇行計測ーたるみ判定）（ 段差・蛇行計測ーたるみ判定）

と復旧復興土木設計資料調査と復旧復興土木設計資料調査と復旧復興土木設計資料調査と復旧復興土木設計資料調査
（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）（固定ＴＶ・走行ＴＶカメラ・目視）

第第第第ⅠⅠⅠⅠ期目期目期目期目

避難場所から処理場までの下流地避難場所から処理場までの下流地避難場所から処理場までの下流地避難場所から処理場までの下流地

域までの「 補修工法の選定」・積算域までの「 補修工法の選定」・積算域までの「 補修工法の選定」・積算域までの「 補修工法の選定」・積算

第第第第 ⅡⅡⅡⅡ期目期目期目期目
避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の避難地域・被害地域周辺の

補修対象補修対象補修対象補修対象 管路内調査管路内調査管路内調査管路内調査分析表から分析表から分析表から分析表から

・補修積算・土木設計資料の作成・補修積算・土木設計資料の作成・補修積算・土木設計資料の作成・補修積算・土木設計資料の作成

（（（（「縦断図」「損傷図」「縦断図」「損傷図」「縦断図」「損傷図」「縦断図」「損傷図」））））
（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の（旧破損状況と震災時状況の

比較：側視映像画像解析）比較：側視映像画像解析）比較：側視映像画像解析）比較：側視映像画像解析）

第第第第ⅢⅢⅢⅢ 期目期目期目期目
復旧復旧復旧復旧復興復興復興復興 補修・土木設計資料作成補修・土木設計資料作成補修・土木設計資料作成補修・土木設計資料作成

１．緊急補修順等の決定１．緊急補修順等の決定１．緊急補修順等の決定１．緊急補修順等の決定

２．土木設計図の作成２．土木設計図の作成２．土木設計図の作成２．土木設計図の作成

３．測量・幹線内測量と調査３．測量・幹線内測量と調査３．測量・幹線内測量と調査３．測量・幹線内測量と調査

第第第第 ⅣⅣⅣⅣ 期目期目期目期目

調査済デー タ・補修管理入力作業・工事管理図調査済デー タ・補修管理入力作業・工事管理図調査済デー タ・補修管理入力作業・工事管理図調査済デー タ・補修管理入力作業・工事管理図

調調調調 査査査査 手手手手 順順順順 書書書書 補修・復興土木設計の手順補修・復興土木設計の手順補修・復興土木設計の手順補修・復興土木設計の手順

既存調査済データの確認既存調査済データの確認既存調査済データの確認既存調査済データの確認

地上桝

上流管口上流管口上流管口上流管口
固定固定固定固定

下流管口下流管口下流管口下流管口
固定固定固定固定

下流人孔上流人孔

　　取付管

固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ
設置方法設置方法設置方法設置方法

上流管口方上流管口方上流管口方上流管口方
向のに映向のに映向のに映向のに映
像を合わ像を合わ像を合わ像を合わ
せる。せる。せる。せる。

 上下流の管口から 上下流の管口から 上下流の管口から 上下流の管口から陥陥陥陥
　没地点に固定ＴＶ　没地点に固定ＴＶ　没地点に固定ＴＶ　没地点に固定ＴＶ
　テレビカメラで　テレビカメラで　テレビカメラで　テレビカメラで映映映映
　像収し、状況を確　像収し、状況を確　像収し、状況を確　像収し、状況を確
　認する。　認する。　認する。　認する。

固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ
搭載　台車等搭載　台車等搭載　台車等搭載　台車等

震災時障害物対応震災時障害物対応震災時障害物対応震災時障害物対応 上下流調査概要図上下流調査概要図上下流調査概要図上下流調査概要図

協同組合設立に伴い都道府県支部に人孔内管口カメラを配備し、震災時の調査協力とク
ラウドによるデータ共有による調査・補修・土木設計システムの統一化で遠距離でのデー遠距離でのデー遠距離でのデー遠距離でのデー
タ活用、土木設計を行える体制を構築する。タ活用、土木設計を行える体制を構築する。タ活用、土木設計を行える体制を構築する。タ活用、土木設計を行える体制を構築する。

管内状況

震災時震災時震災時震災時 行政向け業務用と復興行政向け業務用と復興行政向け業務用と復興行政向け業務用と復興 土木設計関連ソフト（土木設計関連ソフト（土木設計関連ソフト（土木設計関連ソフト（再構築土木設計に対応再構築土木設計に対応再構築土木設計に対応再構築土木設計に対応））））
管理者対応管理者対応管理者対応管理者対応 業務用ソフ業務用ソフ業務用ソフ業務用ソフ トトトト： 管路内調査工設計ト、調査データ適合性検査、健全度等・補修積算値、

「補修設計図」、 調査記録表作成（健全度・改築・修繕機能付、「縦断図」
作成、適合性検査） 等、「損傷図」転用 補修・工事箇所・下水道台帳作図

人孔内管口カメラと既存調査済データ活用の提案
「震災時 速やかな管路内調査手順・方法から

迅速な復興 土木設計資料（補修積算・「縦断図」）作成が可能」

土砂堆積土砂堆積土砂堆積土砂堆積計測計測計測計測
（（（（11 ｍｍｍｍｍｍｍｍ））））

距離距離距離距離 22.30 ｍｍｍｍ



「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」（人孔内固定（人孔内固定（人孔内固定（人孔内固定TVカメラ調査システム）カメラ調査システム）カメラ調査システム）カメラ調査システム）
（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構（公益）日本下水道新技術推進機構 建設技術審査証明取得建設技術審査証明取得建設技術審査証明取得建設技術審査証明取得

技術の概要技術の概要技術の概要技術の概要
本技術は,人孔管口に設置した固定ＴＶカメラと,それにより撮影された映像データを解析する

コンピュータ・プログラムから構成される。
人孔管口の管軸中心に固定ＴＶカメラを設置し,管路内を撮影する。撮影された映像は,上下流

の人孔管口の管軸中心を結ぶ直線を基線としており,ぶれがなく,映像データを写真として管理す
ることができる。
映像データをコンピュター・プログラムで解析することにより,既設管継手部の段差（ずれ），

たるみ（蛇行）等を精度よく求めることができる。
また,固定ＴＶカメラによる映像データと通常の自走式ＴＶカメラによる管路内調査データを,

本プログラムで解析することにより,調査した管路の「損傷図」・縦断図」を作成することがで
きる。

開発の趣旨開発の趣旨開発の趣旨開発の趣旨
老朽化した下水道管老朽化した下水道管老朽化した下水道管老朽化した下水道管きょのきょのきょのきょの改築・修繕が進められている中改築・修繕が進められている中改築・修繕が進められている中改築・修繕が進められている中,,,,その改築・修繕の判定にその改築・修繕の判定にその改築・修繕の判定にその改築・修繕の判定に

はははは,,,,既設管路の継手部や段差既設管路の継手部や段差既設管路の継手部や段差既設管路の継手部や段差,,,,管路のたるみ管路のたるみ管路のたるみ管路のたるみ,,,,管体のクラック等の管路の状態を正確に把管体のクラック等の管路の状態を正確に把管体のクラック等の管路の状態を正確に把管体のクラック等の管路の状態を正確に把
握する握する握する握する必要がある。必要がある。必要がある。必要がある。
これまでの自走式ＴＶカメラによる管路内調査は,目視によりＴＶ画面上に表示され

るスケールをもちいてずれ,段差（ずれ）,たるみ(蛇行),クラック等の異常ランクを判
定している。
しかし,画面上に表示されるスケールでは,mm単位の測定ができないことから,オペレ

ーターの熟練度によっては,測定結果にばらつきが生じ,定期的な測定ができないという
問題があった。これらの問題解決のためにこれらの問題解決のためにこれらの問題解決のためにこれらの問題解決のために,,,,精度よく測定できる本技術を開発した。精度よく測定できる本技術を開発した。精度よく測定できる本技術を開発した。精度よく測定できる本技術を開発した。

上流人孔 下流人孔

固定固定固定固定 ＴＴＴＴ ＶＶＶＶ

カカカカ メメメメ ララララ

設設設設 置置置置 状状状状 況況況況

  

固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ固定ＴＶカメラ

人孔内固定ＴＶカメラ人孔内固定ＴＶカメラ人孔内固定ＴＶカメラ人孔内固定ＴＶカメラ

システム搭載車システム搭載車システム搭載車システム搭載車

（（（（ 写真作成と映像写真作成と映像写真作成と映像写真作成と映像

・・・・ データ処理機能データ処理機能データ処理機能データ処理機能 ））））

基線を中心としたぶれのない映像を撮影する。基線を中心としたぶれのない映像を撮影する。基線を中心としたぶれのない映像を撮影する。基線を中心としたぶれのない映像を撮影する。

下流管口に下流管口に下流管口に下流管口に

基準十字板を基準十字板を基準十字板を基準十字板を

設置設置設置設置

たるみたるみたるみたるみ 段差段差段差段差

基線：上下流管軸中心を基線：上下流管軸中心を基線：上下流管軸中心を基線：上下流管軸中心を

結ぶ線結ぶ線結ぶ線結ぶ線

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

段差計測段差計測段差計測段差計測
26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ

計測対象の円

段差段差段差段差

十字基線を
中心とした
円（黄色)

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

蛇行計測蛇行計測蛇行計測蛇行計測
下方向下方向下方向下方向
30ｍｍ30ｍｍ30ｍｍ30ｍｍ

計測対象の円

十字基線を
中心とした
円（黄色）

経年変化調査・維持管理（管内堆積土砂量算出）に活用経年変化調査・維持管理（管内堆積土砂量算出）に活用経年変化調査・維持管理（管内堆積土砂量算出）に活用経年変化調査・維持管理（管内堆積土砂量算出）に活用

「ズームロボ」調査概要

段差画像解析

たるみ画像解析

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

Ａ部分

B部分Ａ部分 B部分

壁管内突き出し概要図

Ａ部分 計測値：11mm B部分

空洞部

既存調査済データ 円周クラック Ｂ 距離 ２２．７０ｍの破損・クラック箇所から「改築・修繕」 工法検討
人孔内固定カメラ調査 管壁突出量１１ｍｍを算出、突出部の状況から補強材の強度から検討。



人孔内管口・固定報告書

中央・左右管壁斜映像収録と管渠連続切出し写真から異常個所確認中央・左右管壁斜映像収録と管渠連続切出し写真から異常個所確認中央・左右管壁斜映像収録と管渠連続切出し写真から異常個所確認中央・左右管壁斜映像収録と管渠連続切出し写真から異常個所確認
調査手順は、１－中心、２－左管壁、３－管壁映像を収録し、管口付近の異常、段差（ずれ）、管口付近の異常、段差（ずれ）、管口付近の異常、段差（ずれ）、管口付近の異常、段差（ずれ）、
上下のたるみ、左右のたるみ（蛇行）、腐食、浸入水、ラード・モルタル付着上下のたるみ、左右のたるみ（蛇行）、腐食、浸入水、ラード・モルタル付着上下のたるみ、左右のたるみ（蛇行）、腐食、浸入水、ラード・モルタル付着上下のたるみ、左右のたるみ（蛇行）、腐食、浸入水、ラード・モルタル付着状況の確認。

異常
数

Aラ
ンク

Bラ
ンク

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

判定項目

異常判定

管の腐食管の腐食管の腐食管の腐食

判定の可・不可の理由

上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ

（管きょ内径700未満）

（管きょ内径1650未満）

（管きょ内径3000未満）

左右の蛇行左右の蛇行左右の蛇行左右の蛇行

段差（管の継手ズレ）段差（管の継手ズレ）段差（管の継手ズレ）段差（管の継手ズレ）

モルタル付着

土砂堆積

浸入水

取付管の突出し

樹木根侵入

管のクラック

樹脂の付着

その他

管の破損

考　察

スパンごと

設置状況

管一本ごと

生活環境 交通量

右　雨ます 右　雨ます 右　雨ます

左　雨ます 左　雨ます 左　雨ます

手順ー２

欠落、脱却、浸入水、腐
食、樹木の根、モルタル
付着等の箇所の確認箇所の確認箇所の確認箇所の確認

左側壁簡易調査左側壁簡易調査左側壁簡易調査左側壁簡易調査

手順ー１

青線は、映像収録方向青線は、映像収録方向 青線は、映像収録方向

段差・蛇行、扁平、突段差・蛇行、扁平、突段差・蛇行、扁平、突段差・蛇行、扁平、突
き出し、樹木の根、モき出し、樹木の根、モき出し、樹木の根、モき出し、樹木の根、モ
ルタル付着等の計測ルタル付着等の計測ルタル付着等の計測ルタル付着等の計測

（（（（スクリーニング調査スクリーニング調査スクリーニング調査スクリーニング調査
は確認判定は確認判定は確認判定は確認判定））））

手順ー３

欠落、脱却、浸入水、腐
食、樹木の根、モルタル
付着等の箇所の確認箇所の確認箇所の確認箇所の確認

右側壁簡易調査右側壁簡易調査右側壁簡易調査右側壁簡易調査
「改築・修繕」「改築・修繕」「改築・修繕」「改築・修繕」

選定調査選定調査選定調査選定調査

下流下流下流下流
管口管口管口管口

上流上流上流上流
管口管口管口管口

下流下流下流下流
管口管口管口管口

上流上流上流上流
管口管口管口管口

下流下流下流下流
管口管口管口管口

上流上流上流上流
管口管口管口管口

下流下流下流下流
管口管口管口管口

上流上流上流上流
管口管口管口管口

下流下流下流下流
管口管口管口管口

上流上流上流上流
管口管口管口管口

流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向 流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向 流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向流入・撮影方向

1_00009741.BMP 1_00009400.BMP

1_00008541.BMP 1_00010600.BMP

上流管口から撮影 下流管口から撮影

1_00008441.BMP 1_00010700.BMP

1_00008941.BMP 1_00010200.BMP

1_00009341.BMP 1_00009800.BMP

浸入水有り浸入水有り浸入水有り浸入水有り

土被りの浅さと管径から
壁面からの浸入水は、破
損・クラックの重複異常
が想定できる。

操作手順 管渠内連続写真

判定表

管渠内連続写真からの判定



原寸寸法 ３次元模擬管路と異常名・距離等の記載

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

Ａ部分

B部分

（公益）日本下水道新技術推進機構 建設新技術審査証明取得

平面画像

縦断面図

下水道展’下水道展’下水道展’下水道展’15東京に於いて、３次元画像で管路・施設の調査データを東京に於いて、３次元画像で管路・施設の調査データを東京に於いて、３次元画像で管路・施設の調査データを東京に於いて、３次元画像で管路・施設の調査データを

ＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクル アセットマネジメント・施設への活用技術を公開アセットマネジメント・施設への活用技術を公開アセットマネジメント・施設への活用技術を公開アセットマネジメント・施設への活用技術を公開
下水道研究発表会講演集下水道研究発表会講演集下水道研究発表会講演集下水道研究発表会講演集 抜粋抜粋抜粋抜粋 管口ＴＶカメラ調査による成果の設計への利用について管口ＴＶカメラ調査による成果の設計への利用について管口ＴＶカメラ調査による成果の設計への利用について管口ＴＶカメラ調査による成果の設計への利用について
（（（（「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」「ズームロボ」を使用）と平成を使用）と平成を使用）と平成を使用）と平成27年下水道展増刊号年下水道展増刊号年下水道展増刊号年下水道展増刊号 月刊下水道月刊下水道月刊下水道月刊下水道 「テクニカルレポート」「テクニカルレポート」「テクニカルレポート」「テクニカルレポート」

「ズームロボ」調査データの３「ズームロボ」調査データの３「ズームロボ」調査データの３「ズームロボ」調査データの３次元次元次元次元画像・２画像・２画像・２画像・２次元次元次元次元平面図の活用平面図の活用平面図の活用平面図の活用

モルタル付着モルタル付着モルタル付着モルタル付着上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ

縦断面図縦断面図縦断面図縦断面図

段差段差段差段差

１

ＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクル アセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメント 長寿命化・「改築・修繕」工法選定活用長寿命化・「改築・修繕」工法選定活用長寿命化・「改築・修繕」工法選定活用長寿命化・「改築・修繕」工法選定活用

震災時 取付管調査システム

平時の取付管調査の日進量：１００箇所前後行う。
この調査システムは、路線単位で通常 左桝から
番号の小さい順に調査し右桝も同じ順で行う。
この調査システムは、路線を選択し、右左ランダム
調査後搭載システムで路線毎に左・右順位に
並び帰る。データ・写真は、ＣＳＶ管理され報告書
等が速やかに作成できる。
震災時に、ＧＰＳを利用して混乱時の調査機器と
して提案。

・自動桝接続機能
・異常個所指定,写真作成機能
・無線映像伝送機能

２．調査路線順２．調査路線順２．調査路線順２．調査路線順 ２，１ー右、３－左、６－右,６―左、２，１ー右、３－左、６－右,６―左、２，１ー右、３－左、６－右,６―左、２，１ー右、３－左、６－右,６―左、

５―右、５－左、３－右、１－左、４－右、４－左５―右、５－左、３－右、１－左、４－右、４－左５―右、５－左、３－右、１－左、４－右、４－左５―右、５－左、３－右、１－左、４－右、４－左

赤　左からのランダム調査赤　左からのランダム調査赤　左からのランダム調査赤　左からのランダム調査

緑　移動方向緑　移動方向緑　移動方向緑　移動方向

（６）

（２）

左右のランダム

（１） （３）

（４） （５）

左右のランダム



１

３Ｄ画像から２Ｄ平面図作成によりＶ字開き継手部開き幅の計算値を算出３Ｄ画像から２Ｄ平面図作成によりＶ字開き継手部開き幅の計算値を算出３Ｄ画像から２Ｄ平面図作成によりＶ字開き継手部開き幅の計算値を算出３Ｄ画像から２Ｄ平面図作成によりＶ字開き継手部開き幅の計算値を算出

３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像から２Ｄ化縦断面図「継手部のＶ字開き幅算出」の概念から２Ｄ化縦断面図「継手部のＶ字開き幅算出」の概念から２Ｄ化縦断面図「継手部のＶ字開き幅算出」の概念から２Ｄ化縦断面図「継手部のＶ字開き幅算出」の概念

「ズームロボ」による継手部段差の画像解析（計測）ｍｍ単位から３Ｄ化画像「ズームロボ」による継手部段差の画像解析（計測）ｍｍ単位から３Ｄ化画像「ズームロボ」による継手部段差の画像解析（計測）ｍｍ単位から３Ｄ化画像「ズームロボ」による継手部段差の画像解析（計測）ｍｍ単位から３Ｄ化画像を作を作を作を作

成。成。成。成。「３Ｄ化画像「３Ｄ化画像「３Ｄ化画像「３Ｄ化画像管路管路管路管路」から」から」から」から「２Ｄ化「２Ｄ化「２Ｄ化「２Ｄ化平面図・縦断面図」平面図・縦断面図」平面図・縦断面図」平面図・縦断面図」を作成し、継手部段差に起を作成し、継手部段差に起を作成し、継手部段差に起を作成し、継手部段差に起
因因因因するするするする“Ｖ字に開いた継手部ずれ値の算出Ｖ字に開いた継手部ずれ値の算出Ｖ字に開いた継手部ずれ値の算出Ｖ字に開いた継手部ずれ値の算出”と”と”と”と[[[[改築・修繕」工法選定改築・修繕」工法選定改築・修繕」工法選定改築・修繕」工法選定を行うを行うを行うを行う。。。。

３Ｄ化画像管路から２Ｄ化管路図面

３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像 更生管工法管路更生管工法管路更生管工法管路更生管工法管路

「改築・修繕」工法選定を速やかに行える「改築・修繕」工法選定を速やかに行える「改築・修繕」工法選定を速やかに行える「改築・修繕」工法選定を速やかに行える
３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像更生管工法選定更生管工法選定更生管工法選定更生管工法選定解析解析解析解析

拡大部分（３Ｄ、２Ｄ、更生管）

 段差・蛇行によろＶ字開き継手部

段差計測からＶ字開き幅の計算

更生管 補強材施工時点で、段差（ずれ）、上下のた
るみ・左右のたるみにより、更生管の施工、機能維持
を検討。右（赤枠）上下のたるみ状態で更生管施工で
は、補強材がＶ字継ぎ目最大幅分補強材の伸びの状Ｖ字継ぎ目最大幅分補強材の伸びの状Ｖ字継ぎ目最大幅分補強材の伸びの状Ｖ字継ぎ目最大幅分補強材の伸びの状
況況況況では、補強材のしわと空洞補強材のしわと空洞補強材のしわと空洞補強材のしわと空洞が発生する等工法選択
の検討を３Ｄ化画像管路３Ｄ化画像管路３Ｄ化画像管路３Ｄ化画像管路からできる。

Ｖ字継ぎ目拡大図

２Ｄ継ぎ目拡大図

３Ｄ化画像管路からの「改築・修繕」更生管工法選定概要
３Ｄ化画像管路内に更生工法（反転工法、形成工法、製管工法等）を作図すると、継ぎ手部の段差（ずれ）、
上下のたるみ・左右のたるみ箇所のＶ字開き幅が大きいほど赤色の表示範囲変化Ｖ字開き幅が大きいほど赤色の表示範囲変化Ｖ字開き幅が大きいほど赤色の表示範囲変化Ｖ字開き幅が大きいほど赤色の表示範囲変化する。（図ー１ ）

また、更生工法施工後図ー１と同様に継ぎ手部のＶ字開き幅の大きさが
は、補修材の伸び必要値補修材の伸び必要値補修材の伸び必要値補修材の伸び必要値の確認できる。

Ｖ字開き幅による赤断面 図ー１
Ｖ字開き幅による補修材の伸び状況 図ー２

空洞想定箇所



他調査機器への応用 ミラー・広角カメラ
段差（ずれ）箇所判定と測定

輪切り連続写真から異常確認
自動判定の補助作業

管口
状況

ジョウント
浸入水状況

管壁
状況

段差・蛇行 画像解析ソフト

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

段差計測段差計測段差計測段差計測
26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ

計測対象の円

段差段差段差段差

十字基線を
中心とした
円（黄色)

平面展開異常判定・段差箇所判定方法

段差判定路線と人孔内固定カメラ調査

固定ＴＶカメラからの管渠内段差判定固定ＴＶカメラからの管渠内段差判定固定ＴＶカメラからの管渠内段差判定固定ＴＶカメラからの管渠内段差判定

１地点

１地点

２地点

２地点

３地点

３地点

４地点

４地点

ミラー方式の映像か
ら再構築土木設計等
に対応する段差箇所
選定、支管管口、たる
み判定が速やかにで
きます。

他の他の他の他の既存既存既存既存 走行走行走行走行ＴＶカメラと比較ＴＶカメラと比較ＴＶカメラと比較ＴＶカメラと比較
してミラー方式は、してミラー方式は、してミラー方式は、してミラー方式は、

走行部が短いため、管長から継走行部が短いため、管長から継走行部が短いため、管長から継走行部が短いため、管長から継
ぎ目部の映像が収録ぎ目部の映像が収録ぎ目部の映像が収録ぎ目部の映像が収録

し易いと同時に段差箇所と測定し易いと同時に段差箇所と測定し易いと同時に段差箇所と測定し易いと同時に段差箇所と測定
が速やかにできる。が速やかにできる。が速やかにできる。が速やかにできる。

既存調査済映像解析 ミラー方式映像 継ぎ目部
輪切り切だし写真 段差測定（10 ｍｍ）

カメラ直視視界範囲カメラ直視継ぎ目ピント位置

解析ソフト
写真移動



歩道

人孔中心から支管管口距離

歩道

左境界

想定　桝位置想定　桝位置

人
孔
中
心
か
ら
支
管
管
口
距
離

人孔中心から閉塞距離

推定　不明管閉塞位置

【【【【 不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査 ３Ｄ化取付３Ｄ化取付３Ｄ化取付３Ｄ化取付管管管管管管管管路路路路 】】】】

【【【【ジャイロセンサー内臓ジャイロセンサー内臓ジャイロセンサー内臓ジャイロセンサー内臓 取付管ＴＶカメラ・暗渠管対応取付管ＴＶカメラ・暗渠管対応取付管ＴＶカメラ・暗渠管対応取付管ＴＶカメラ・暗渠管対応
不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査不明管・閉塞管閉塞位置算出調査 】】】】

ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ

ＤＤＤＤ

ＣＣＣＣ

下方向への陥没下方向への陥没下方向への陥没下方向への陥没
（深さ・道路位置）（深さ・道路位置）（深さ・道路位置）（深さ・道路位置）

２Ｄ化横断面図２Ｄ化横断面図２Ｄ化横断面図２Ｄ化横断面図

ＣＣＣＣ

ＴＡＰ製「プロカム」に
ジャイロセンサーを搭載

実績：不明管閉塞位置算出調査委託で使用

地上取付管地上取付管地上取付管地上取付管調査調査調査調査とジャイロセンサーデータの融合とジャイロセンサーデータの融合とジャイロセンサーデータの融合とジャイロセンサーデータの融合
による３Ｄ化画像取付管路の解析でによる３Ｄ化画像取付管路の解析でによる３Ｄ化画像取付管路の解析でによる３Ｄ化画像取付管路の解析で陥没地点と落差陥没地点と落差陥没地点と落差陥没地点と落差の算出の算出の算出の算出

３Ｄ化画像から横断面図３Ｄ化画像から横断面図３Ｄ化画像から横断面図３Ｄ化画像から横断面図

本技術の活用は、汚水桝が宅内にあり、本管支管口との接続位置算出と取付管異常調査。汚水桝が宅内にあり、本管支管口との接続位置算出と取付管異常調査。汚水桝が宅内にあり、本管支管口との接続位置算出と取付管異常調査。汚水桝が宅内にあり、本管支管口との接続位置算出と取付管異常調査。
取付管調査に本システムの搭載で取付管路の蛇行等をジャイロセンサー測定数値から３
Ｄ化管路から推定空洞箇所調査推定空洞箇所調査推定空洞箇所調査推定空洞箇所調査がおこなえる。

ジャイロセンサー数値と距離から３次元図を自動作成、３次元図から
２Ｄ図面自動作成後測量図と合成

取付管空洞推定調査への活用



暗渠管ＴＶカメラ・暗渠管可視化調査業務暗渠管ＴＶカメラ・暗渠管可視化調査業務暗渠管ＴＶカメラ・暗渠管可視化調査業務暗渠管ＴＶカメラ・暗渠管可視化調査業務
暗渠管・共同溝調査暗渠管・共同溝調査暗渠管・共同溝調査暗渠管・共同溝調査 ３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像３Ｄ化画像



１

スクリーニング・詳細調査スクリーニング・詳細調査スクリーニング・詳細調査スクリーニング・詳細調査 支援技術の公開支援技術の公開支援技術の公開支援技術の公開

映像収録は、ミラー・広角カメラで確認の難しい支管内部 の状況確認機能を搭載した映像
収録機器を完成。上記システムを水空両輌 ＴＶ調査船に搭載。

ミラー方式ミラー方式ミラー方式ミラー方式 ＴＶカメラ搭載ＴＶカメラ搭載ＴＶカメラ搭載ＴＶカメラ搭載 支支支支 管管管管 内内内内 部部部部 映映映映 像像像像 撮影状況撮影状況撮影状況撮影状況

支管・継手部距離（異常状況）調査システム支管・継手部距離（異常状況）調査システム支管・継手部距離（異常状況）調査システム支管・継手部距離（異常状況）調査システム 走行実験状況走行実験状況走行実験状況走行実験状況

ジャイロセンサー搭載ジャイロセンサー搭載ジャイロセンサー搭載ジャイロセンサー搭載 取付管不明管・閉塞管閉塞位置調査取付管不明管・閉塞管閉塞位置調査取付管不明管・閉塞管閉塞位置調査取付管不明管・閉塞管閉塞位置調査

暗渠管不明管閉塞位置調査で完了し
ているシステムを小口径管本管内部か
らの不明管・閉塞管 閉塞位置推定調
査の試行を行う。
調査制御機器搭載 ＴＶカメラ車を製作
中。
震災時を想定した宅内桝接続位置と異
常調査に転用。
調査データは３Ｄ化画像取付管路に連
動。

支管内部符合部確認状況支管内部符合部確認状況支管内部符合部確認状況支管内部符合部確認状況

人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ人孔内管口カメラ、管口カメラ、広角・ミラーカメラ・走行ＴＶカメラ対応、管口カメラ、広角・ミラーカメラ・走行ＴＶカメラ対応、管口カメラ、広角・ミラーカメラ・走行ＴＶカメラ対応、管口カメラ、広角・ミラーカメラ・走行ＴＶカメラ対応

水空両輌水空両輌水空両輌水空両輌 ＴＶカメラ調査船システムＴＶカメラ調査船システムＴＶカメラ調査船システムＴＶカメラ調査船システム（実用化向け試行）（実用化向け試行）（実用化向け試行）（実用化向け試行）：震災時ＴＶカメラ調査に供用：震災時ＴＶカメラ調査に供用：震災時ＴＶカメラ調査に供用：震災時ＴＶカメラ調査に供用

『『『『支管内部・距離、管渠内継ぎ手部・異常確認システム］支管内部・距離、管渠内継ぎ手部・異常確認システム］支管内部・距離、管渠内継ぎ手部・異常確認システム］支管内部・距離、管渠内継ぎ手部・異常確認システム］

空空空空水空両輌水空両輌水空両輌水空両輌 ＴＶ調査船は、調査現場で飛行撮影が行える。ＴＶ調査船は、調査現場で飛行撮影が行える。ＴＶ調査船は、調査現場で飛行撮影が行える。ＴＶ調査船は、調査現場で飛行撮影が行える。

管径：管径：管径：管径：250～～～～700、大口径、暗渠管、大口径、暗渠管、大口径、暗渠管、大口径、暗渠管 （模擬管（模擬管（模擬管（模擬管 300mm 実験状況）実験状況）実験状況）実験状況）

支管内部確認状況支管内部確認状況支管内部確認状況支管内部確認状況ミラー映像ミラー映像ミラー映像ミラー映像

２）支管内部・継ぎ手部画像確認調査システム

管口カメラの問題点である継ぎ
手部の浸入水等の異常確認と
支管接続距離の算出。

小口径の水量が少なく、土砂
堆積管路と大口径、暗渠管の調
査を前提に水空両輌 TV調査船
は、水上と空中両用の機能を搭
載して実験を行っている。

今後 協同組合をとおして行政
との協同開発を提案の予定。



暗渠管暗渠管暗渠管暗渠管 牽引方式牽引方式牽引方式牽引方式TVカメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）カメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）カメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）カメラ特殊調査（走行・船調査不可能路線）
不明管・閉塞管不明管・閉塞管不明管・閉塞管不明管・閉塞管 閉塞位置算出特殊調査と３閉塞位置算出特殊調査と３閉塞位置算出特殊調査と３閉塞位置算出特殊調査と３D化画像解析化画像解析化画像解析化画像解析

暗渠管暗渠管暗渠管暗渠管 映像可視化調査（現行調査の改善）映像可視化調査（現行調査の改善）映像可視化調査（現行調査の改善）映像可視化調査（現行調査の改善）

大口径～暗渠管対応大口径～暗渠管対応大口径～暗渠管対応大口径～暗渠管対応 【【【【牽引・浮揚方式牽引・浮揚方式牽引・浮揚方式牽引・浮揚方式 ＴＶカメラシステムＴＶカメラシステムＴＶカメラシステムＴＶカメラシステム】】】】

実績：幹線ＴＶカメラ調査委託調査
（既存調査不可能能路線で使用）

土砂・水量多・ガス管渠土砂・水量多・ガス管渠土砂・水量多・ガス管渠土砂・水量多・ガス管渠の調査不能路線の調査不能路線の調査不能路線の調査不能路線を組合員所有走行ＴＶカメラヘットの転用（製造社
の承 認）で牽引・浮揚方式 暗渠管調査システムを作成し調査を完了。
（水中映像収録に使用で設計中水中映像収録に使用で設計中水中映像収録に使用で設計中水中映像収録に使用で設計中）

ＴＡＰ製 ロボⅡ・Ⅷの
走行部と制御器機を使用

土砂・ガス
路線

水量多し
路線

土砂・水量多路線

大口径管内歩行調査で可視化調査を提案大口径管内歩行調査で可視化調査を提案大口径管内歩行調査で可視化調査を提案大口径管内歩行調査で可視化調査を提案している。事業組合員の協力を得て大口径調
査で、走行TVカメラカメラヘットを活用して100ｍ管渠内を管内作業員１名で映像収録し連
続写真で異常判定等を行った。管内歩行作業員を１名に削減を可能にした。

大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管・共同溝可視化調査・共同溝可視化調査・共同溝可視化調査・共同溝可視化調査等の等の等の等のため、ため、ため、ため、走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式、、、、水空両輌水空両輌水空両輌水空両輌 ＴＶカメＴＶカメＴＶカメＴＶカメ
ラ調査ラ調査ラ調査ラ調査と既存調査機器を活用したと既存調査機器を活用したと既存調査機器を活用したと既存調査機器を活用した「ズームロボ」と「映像カメラ」を一体化「ズームロボ」と「映像カメラ」を一体化「ズームロボ」と「映像カメラ」を一体化「ズームロボ」と「映像カメラ」を一体化 ししししたたたた携帯携帯携帯携帯目視可目視可目視可目視可
視視視視 化カメラ調査システ化カメラ調査システ化カメラ調査システ化カメラ調査システムのムのムのムの技術を公開。技術を公開。技術を公開。技術を公開。
調査済データから調査済データから調査済データから調査済データから 「異常内容記載「異常内容記載「異常内容記載「異常内容記載 ３Ｄ化３Ｄ化３Ｄ化３Ｄ化 画像画像画像画像管路データ」で管路データ」で管路データ」で管路データ」でデータ量を圧縮管理データ量を圧縮管理データ量を圧縮管理データ量を圧縮管理を提案を提案を提案を提案

大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管大口径・暗渠管、共同溝、共同溝、共同溝、共同溝等等等等 目視・携帯目視・携帯目視・携帯目視・携帯目視目視目視目視、、、、走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式走行、牽引・浮揚方式、、、、
水空両輌水空両輌水空両輌水空両輌ＴＶカメラ調査ＴＶカメラ調査ＴＶカメラ調査ＴＶカメラ調査船データを３Ｄ化画像管路情報管理の提案船データを３Ｄ化画像管路情報管理の提案船データを３Ｄ化画像管路情報管理の提案船データを３Ｄ化画像管路情報管理の提案

目視可視目視可視目視可視目視可視 化化化化人孔内管口ＴＶ人孔内管口ＴＶ人孔内管口ＴＶ人孔内管口ＴＶカメラ調査カメラ調査カメラ調査カメラ調査 （（（（ 直視・側視映像直視・側視映像直視・側視映像直視・側視映像 ））））

側視映像
光ファイバー

敷設状況確認

試行調査からの３Ｄ化大口径・暗渠管試行調査からの３Ｄ化大口径・暗渠管試行調査からの３Ｄ化大口径・暗渠管試行調査からの３Ｄ化大口径・暗渠管

 

試行携帯目視可視 化カメラ調査では、管渠管110ｍ
管渠内・取付管内撮影 時間は、25分程度で完了）

「ズームロボ」を搭載で改良「ズームロボ」を搭載で改良「ズームロボ」を搭載で改良「ズームロボ」を搭載で改良 撮影距離撮影距離撮影距離撮影距離110

ｍｍｍｍ 蛇行状況確認蛇行状況確認蛇行状況確認蛇行状況確認



３Ｄ化立体画像（原寸寸法の立体画像）を作成３Ｄ化立体画像（原寸寸法の立体画像）を作成３Ｄ化立体画像（原寸寸法の立体画像）を作成３Ｄ化立体画像（原寸寸法の立体画像）を作成....内部構造が立体的に可視化され、維持管内部構造が立体的に可視化され、維持管内部構造が立体的に可視化され、維持管内部構造が立体的に可視化され、維持管

理、理、理、理、震災震災震災震災時等で安全管理への活用と調査による異常個所の補修検討等を正確提案時等で安全管理への活用と調査による異常個所の補修検討等を正確提案時等で安全管理への活用と調査による異常個所の補修検討等を正確提案時等で安全管理への活用と調査による異常個所の補修検討等を正確提案

震災時 ３Ｄ化施設 立体画像活用の提案

しゅん工図面・現場調査データしゅん工図面・現場調査データしゅん工図面・現場調査データしゅん工図面・現場調査データからの３Ｄ化立体画像からの３Ｄ化立体画像からの３Ｄ化立体画像からの３Ｄ化立体画像

３Ｄ断面画像 拡大図 安全確認・指導資料

管路施設の特殊人孔等は、紙ベース（マイクロフイルム）と２Ｄ化平面図・立体図で情報管理

民営化に伴い民営化に伴い民営化に伴い民営化に伴い経験豊かな熟練技術者の退職経験豊かな熟練技術者の退職経験豊かな熟練技術者の退職経験豊かな熟練技術者の退職者で者で者で者で経験・技術の継承や維経験・技術の継承や維経験・技術の継承や維経験・技術の継承や維
持管理上の安全教育など持管理上の安全教育など持管理上の安全教育など持管理上の安全教育など要望が要望が要望が要望が増加する中増加する中増加する中増加する中で、課題で、課題で、課題で、課題の解決となる技術。の解決となる技術。の解決となる技術。の解決となる技術。

調査状況

下水道管路下水道管路下水道管路下水道管路ＴＶカメラ調査システムを活用した新たなＴＶカメラ調査システムを活用した新たなＴＶカメラ調査システムを活用した新たなＴＶカメラ調査システムを活用した新たな
可視化点検可視化点検可視化点検可視化点検・・・・画像画像画像画像診断技術診断技術診断技術診断技術と３Ｄ化画像管理技術の公開と３Ｄ化画像管理技術の公開と３Ｄ化画像管理技術の公開と３Ｄ化画像管理技術の公開

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省 公募（平成公募（平成公募（平成公募（平成25年年年年8月）月）月）月）

「コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能な技術コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能な技術コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能な技術コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能な技術」についてについてについてについて

技術名称：技術名称：技術名称：技術名称：壁面映像による連続写真の可視化と異常規模画像解析システム壁面映像による連続写真の可視化と異常規模画像解析システム壁面映像による連続写真の可視化と異常規模画像解析システム壁面映像による連続写真の可視化と異常規模画像解析システム

橋支柱から

１３ｍ

収録方向収録方向収録方向収録方向

映像移動 基準線

Ｐ－５ 床板と橋桁箇所（奥行きの箇所）橋桁→橋脚（P6）→床版

写真写真写真写真::::橋梁台から橋梁台から橋梁台から橋梁台から13131313ｍ地点ｍ地点ｍ地点ｍ地点 調査状況調査状況調査状況調査状況

画像解析

13ｍ先橋梁 クラック可視化調査状況と使用カメラ／走行映像から平面展開しクラック解析判定状況

13ｍ先クラックスケル
0.4mmと画像判定値

の比較

解析用解析用解析用解析用 平面移動映像平面移動映像平面移動映像平面移動映像 平面展開写真平面展開写真平面展開写真平面展開写真

橋梁・施設・共同溝可視化クラック調査橋梁・施設・共同溝可視化クラック調査橋梁・施設・共同溝可視化クラック調査橋梁・施設・共同溝可視化クラック調査 対象個所対象個所対象個所対象個所

。。。。



２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務２．情報入力・解析業務

１）調査データ入力・管理、維持・「改築・修繕」、経年変化管理等分析
・維持管理用 「損傷図」作成と３D化画像解析を含む

３．施設３．施設３．施設３．施設 可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務可視化クラック健全度調査・分析業務

１）処理場オイルボール（ラード塊）流入量解析調査と流入管路の分析
２）管路ラード流入箇所 堆積状況定点調査
３）施設・橋梁 可視化クラック健全度調査とコンクリート強度試験



情報入力・解析でー情報入力・解析でー情報入力・解析でー情報入力・解析でーたたたた 下水道管理者活用下水道管理者活用下水道管理者活用下水道管理者活用

１）調査データ入力・管理、維持・「改築・修繕」、経年変化管理等分析
・維持管理用 「損傷図」作成と３D化画像解析を含む

管路情報の活用に事業組合員が調査済紙面報告書から電子データ化の作業委託1200

ｋｍ作業日数約400日）により電子化データの格納として簡易型「台帳・維持管理シス
テム」が作成された。その後 電子化データの活用の協議で管理者の作業ソフトが開発さ
れた。このシステムは、出先機関で運用でき、低価格で構築できる。その後の予算でスキその後の予算でスキその後の予算でスキその後の予算でスキ
ャニング台帳をＧＩＳ「台帳・維持管理システム」ャニング台帳をＧＩＳ「台帳・維持管理システム」ャニング台帳をＧＩＳ「台帳・維持管理システム」ャニング台帳をＧＩＳ「台帳・維持管理システム」を作成。電子化データと台帳人孔点等の整
合性を検査する、データ検索エンジンを作成。調査データ整備の遅れた行政に早く、安価にで調査データ整備の遅れた行政に早く、安価にで調査データ整備の遅れた行政に早く、安価にで調査データ整備の遅れた行政に早く、安価にで

きるシステムの普及を図る。きるシステムの普及を図る。きるシステムの普及を図る。きるシステムの普及を図る。調査済データ活用調査済データ活用調査済データ活用調査済データ活用作業フロー図を示す。

簡易型「台帳・維持管理システム」と連簡易型「台帳・維持管理システム」と連簡易型「台帳・維持管理システム」と連簡易型「台帳・維持管理システム」と連
動して作成された管理者作業ソフト動して作成された管理者作業ソフト動して作成された管理者作業ソフト動して作成された管理者作業ソフト

建設事務所

 ・施工判定 出先機関

 ・施設設計  ・維持補修

 ・施設の管理

 ・業務の管理

　段差（屈曲角）・上下のたるみ・　段差（屈曲角）・上下のたるみ・　段差（屈曲角）・上下のたるみ・　段差（屈曲角）・上下のたるみ・

　左右のたるみ（蛇行）の画像解析　左右のたるみ（蛇行）の画像解析　左右のたるみ（蛇行）の画像解析　左右のたるみ（蛇行）の画像解析 担当部署

　から合成「平面・縦断図」の作成　から合成「平面・縦断図」の作成　から合成「平面・縦断図」の作成　から合成「平面・縦断図」の作成  ・維持補修　施設管理

　新技術推進機構　新技術認証　新技術推進機構　新技術認証　新技術推進機構　新技術認証　新技術推進機構　新技術認証  ・ＴＶ調査データ管理

　「ズームロボ」　「ズームロボ」　「ズームロボ」　「ズームロボ」 ・「損傷図」の運用

　（人孔内固定ＴＶカメラ調査システム） ・補修場所（箇所）の決定権

・積算用データの作成

・補修積算の決定

出先機関 使用開発システム出先機関 使用開発システム出先機関 使用開発システム出先機関 使用開発システム

維持管理維持管理維持管理維持管理

 「下水道管路内調査　情報管理・分析システム」

 「下水道管路内調査　事前検索システム」

 「現況図（測量データ合成）作図システム」

 「光ファイバー布設路線管理システム」

業務管理業務管理業務管理業務管理

 「維持管理入力・検索・管理システム」

 「公桝・大量排水入力・検索・管理システム」

設計管理設計管理設計管理設計管理

 「光ファイバー布設設計システム」

 「再構築設計管理システム」

 「しゅん工図書管理システム」

 「流量表管理システム」

基本管路情報管理・運用システム基本管路情報管理・運用システム基本管路情報管理・運用システム基本管路情報管理・運用システム

　「改築・修繕」工法判定　「改築・修繕」工法判定　「改築・修繕」工法判定　「改築・修繕」工法判定

施設情報

台帳管理

・建設 ・維持管理

補修積算

簡易型簡易型簡易型簡易型 「台帳・維持管理システム」作業フロー図「台帳・維持管理システム」作業フロー図「台帳・維持管理システム」作業フロー図「台帳・維持管理システム」作業フロー図



ＴＶカメラ管路内調査済（デジタル化）

１／２０００・１／５００データ管理・検索機能フロー図
（下水道台帳未整備の市町村：道路台帳から暫定下水道台帳作成）

　　１．調査記録表
　　２．ＶＴＲ・DVD
　　３．補修記録表

調査報告書のスキャニング調査報告書のスキャニング調査報告書のスキャニング調査報告書のスキャニング

管理図（1/2000）

上記作業は、
　　　　　　　　調査報告書の合成調査報告書の合成調査報告書の合成調査報告書の合成

出張所担当者が、記入等を行う

施設平面図・管理図に 人孔種別（蓋・情報管理）
自動色分け記入自動色分け記入自動色分け記入自動色分け記入 写真・現況図等

特殊人孔位置・構造・土砂深
等情報管理

施設平面図・管理図に
自動平常路線色変換自動平常路線色変換自動平常路線色変換自動平常路線色変換

図面間接合処理

人孔および本管・

(調査分析表）(調査分析表）(調査分析表）(調査分析表）

施設平面図（1/500）
図面間接合処理

補修完了資料

補修計画検討資料

最終検査

管理図に
人孔および本管・取付管

損傷路線の座標登録
デジタル表示による

異状箇所図

施設平面図上の

取付管損傷路線に

ラード、苦情管理等情報

管路内調査済資料

補修済しゅん工図

計画・準備

資料収集・整理

標準仕様書-P46

（補修距離等集計表）（補修距離等集計表）（補修距離等集計表）（補修距離等集計表）

管理図（1/2000）

施設平面図（1/500）
施設平面図・管理図

スキャニング
下水道管路内調査工

事前検索済事前検索済事前検索済事前検索済
フロッピーデータフロッピーデータフロッピーデータフロッピーデータ

簡易型「台帳・維持管理システム」は、2500Ｋｍの電子化入力業務で作成され
安価に、速やかに作成。自冶体に安価に、速やかに作成。自冶体に安価に、速やかに作成。自冶体に安価に、速やかに作成。自冶体にデータベース検索ソフトを無償提供データベース検索ソフトを無償提供データベース検索ソフトを無償提供データベース検索ソフトを無償提供

作業フロー図 スクリーニング・
詳細調査等に対応



1

簡易型簡易型簡易型簡易型 「台帳・維持管理システム」「台帳・維持管理システム」「台帳・維持管理システム」「台帳・維持管理システム」

台帳・電子化報告書から映像出力、異常写真出力と補修管理表の出力

調査済紙面報告書から電子データ化の作業委託2500Kmにより電子化データ
の格納として簡易型「台帳・維持管理システム」が作成された。（平成12、13年）

 

 

異常個所補修入力

補修工事入力補修工事入力補修工事入力補修工事入力

選択路線上に異常内容出力・改良判定表示 報告書・映像・写真、異常写真出力

TVカメラ車搭載機能
１．走行TVカメラ車、「ズームロボ」データ（ＣＳＶ）は、簡易型

「台帳維持管理スステム」に連動され、新旧データ管理表
示等を有している。震災時の速やかなデータ活用

経年変化 震災等対応 既存データと新規データ 比較

既存データ表示 際調査データ表示

ＴＶカメラ車搭載 本管・取付管調査データとの連動表示

（管路診断機能搭載）（管路診断機能搭載）（管路診断機能搭載）（管路診断機能搭載）



段差・蛇行画像解析と「損傷図」、「縦断図」の自動作成

画像画像画像画像
計測値計測値計測値計測値

段差計測段差計測段差計測段差計測
26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ26ｍｍ

計測対象の円

段差段差段差段差

十字基線を
中心とした
円（黄色)

8.78.78.78.7 10.810.810.810.8

段差位置段差位置段差位置段差位置蛇行位置蛇行位置蛇行位置蛇行位置

調査済データと固定段差・蛇行解析の合成
ジョイント毎の「縦断図」

調査済データと固定段差・蛇行解析の
合成ジョイント毎の「平面縦断図」

「ズームロボ」段差、たるみ・蛇行解析 改築・修繕管理「損傷図」

活用：PDFで提出された「損傷図」補修箇所を修正

 

モルタル付着モルタル付着モルタル付着モルタル付着上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ上下のたるみ

縦断面図縦断面図縦断面図縦断面図

段差段差段差段差

ジョイント毎の「平面・縦断図」データからの３Ｄ化画像管路作成

簡易型「下水道台帳管理システム」データ適合検索エンジン



1

報告書の自動作図表示機能

補修データ入力画面
補修関連データベース

記録表から
補修工法
補修範囲
施行日
の入力

[補修データベース] （（（（ 「台帳維持管理「台帳維持管理「台帳維持管理「台帳維持管理」から」から」から」から入力入力入力入力 ））））

震災震災震災震災時時時時 選択された調査路線に基づき設計図を作成選択された調査路線に基づき設計図を作成選択された調査路線に基づき設計図を作成選択された調査路線に基づき設計図を作成

「管路内調査工「管路内調査工「管路内調査工「管路内調査工 設計図作成ソフト」設計図作成ソフト」設計図作成ソフト」設計図作成ソフト」 （（（（ 「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動 ））））

管路内調査工 「損傷図」から補修箇所と簡易型「台帳・維持管理システム」搭載管路診断
に基づき「改築・修繕」箇所と工法選定を件名・路線と進み報告書との確認地点から補修
設計を積算資料を作成。

損傷箇所図
・桝位置とソケット位置および取付管調

査距離と延長理論値との比較適合検
査機能付

・補修箇所をＰＤＦ書込み機能で「管理図
を更新できる

「損傷図―ソケットと地上桝接続」 

                                         

道路幅測定誤差 

損傷図から補修優先決定  

１．国道か 

２．異状箇所は、  

車両幅範囲か 

左境界距離 

異状箇異状箇異状箇異状箇

損傷図の活用損傷図の活用損傷図の活用損傷図の活用

「台帳維持管理システム」 （ 異常路線表示 ）「台帳維持管理システム」 （ 異常路線表示 ）「台帳維持管理システム」 （ 異常路線表示 ）「台帳維持管理システム」 （ 異常路線表示 ）

管理台帳の未調査路線管理台帳の未調査路線管理台帳の未調査路線管理台帳の未調査路線
上流人孔と下流人孔上流人孔と下流人孔上流人孔と下流人孔上流人孔と下流人孔

を左クリツクでデータ移を左クリツクでデータ移を左クリツクでデータ移を左クリツクでデータ移

管路内設計図

未調査路線を選択。
台帳維持システムに
登録されているデータ
から設計図を作成



� 　　　　　　　　　　　　　　　　路線登録変換画面路線登録変換画面路線登録変換画面路線登録変換画面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前変換帳票選択と診断画面事前変換帳票選択と診断画面事前変換帳票選択と診断画面事前変換帳票選択と診断画面

陸上施設からのデータ検索内容表示

� 変換帳票プレビュー（印刷形態）　　　　　　変換帳票プレビュー（印刷形態）

調査会社から入力済調査（FD）で提出された データに基づき
１．既存縦断作成データ、1/2000 管理台帳、1/500 施設平面図上での調査会社から提

出されたデータの検査時間の簡素化
２．縦断作成データ、1/2000 管理台帳、1/500 施設平面図上での異状内容、距離の

作図及び取付管延長距離、補修、改良等の参考資料作成調査項目洩れ等のために、
データ の適合性をチェックする

� 本管データチェック画面

監督員（検査用）
提出　調査記録表とＦＤデータ適合チェック
．乱数表に基づく路線を
．上下流　区画、ﾒｯｼｭ、人孔番号
３．異状内容、距離データの入力

調査調査記録表とＦＤ入力との違いが有ると
赤ラインでＦＤデータが表示される。

事前検索ソフト（事前検索ソフト（事前検索ソフト（事前検索ソフト（ 検査用機能付検査用機能付検査用機能付検査用機能付 ））））

桝設置登録ソフト・（施工管理機能付）桝設置登録ソフト・（施工管理機能付）桝設置登録ソフト・（施工管理機能付）桝設置登録ソフト・（施工管理機能付） （（（（ 「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動「台帳維持管理システム」に連動 ））））

管理者がエクセルで作成した補修指示表から維持管理に必要なデータを抽出して、補修
履歴管理図表示システム等のデータベース化し工期積算日工期積算日工期積算日工期積算日を表示。

検討中 小口径管 宅内接続桝位置
・異常調査システムのデータから桝登
録を検討中

管路調査データの整合性は、「改築・修
繕」工法選定と補修計画立案、調査済路
線の経年変化対象路線の分析等に重要
な資料。

しかし、監督員の管路内調査経験を
補い、台帳上、異常等のデータ処理を経
験で判定には大きな問題ある。

最低限の台帳管理とデータの整合性
をコンプター選択で提出報告書の把握が
取れる。

適合性判定表



基礎部

外壁

試験掘試験掘試験掘試験掘

現況・管渠内測量図・試験掘基礎部現況・管渠内測量図・試験掘基礎部現況・管渠内測量図・試験掘基礎部現況・管渠内測量図・試験掘基礎部
合成下水道管路図合成下水道管路図合成下水道管路図合成下水道管路図

管渠内測量状況管渠内測量状況管渠内測量状況管渠内測量状況

 下水道布設図 下水道布設図 下水道布設図 下水道布設図

目視調査目視調査目視調査目視調査

幹線内と現況測量（管線内調査・試験掘り）合成図作成と
人孔内管口カメラとジャイロセンサー併用

00:00:38

11130 mm2

80 mm

890381 mm3

00:00:39

3861 mm2

20 mm

77227 mm3

3

4

水処理センター等に流入するオイルボール量測定
下水道管路から処理場に流入するオイルボールをコンベーヤー上の映像を収録し、堆積
量を画像解析する。



解析技術活用と特殊分析機器の普及

走行ＴＶカメラ収録映像 ラード付着量 画像解析 （ 厚み９ｍｍ ）

ミラー方式ミラー方式ミラー方式ミラー方式 TVカメラ車の管の突出し、モルタル付着等を画像解析ソフトで計測できる。カメラ車の管の突出し、モルタル付着等を画像解析ソフトで計測できる。カメラ車の管の突出し、モルタル付着等を画像解析ソフトで計測できる。カメラ車の管の突出し、モルタル付着等を画像解析ソフトで計測できる。

管渠内土砂堆積状況から堆積量の計算管渠内土砂堆積状況から堆積量の計算管渠内土砂堆積状況から堆積量の計算管渠内土砂堆積状況から堆積量の計算

模擬管 300ｍｍ 管渠管距離 25ｍｍ 土砂堆積地点 ２４．３０ｍ 汚泥深高さ ５１ｍｍ

上水道カメラ調査管壁異物測定に転用上水道カメラ調査管壁異物測定に転用上水道カメラ調査管壁異物測定に転用上水道カメラ調査管壁異物測定に転用

水道管内部に付着
閉塞径を算出する



管路 破損・支管管口空洞調査システム 開発構想図
調査済データから破損・支管管口空洞調査システムを研究を継続しており、
空洞調査機を連結する走行ＴＶカメラ車（数値制御コントロール）は完成。

桝

走行TVカメラシステム走行TVカメラシステム走行TVカメラシステム走行TVカメラシステム
（数値制御機能付）車が牽引

 

　TVカメラ車搭載機能
１．走行TVカメラ車
２．「固定TVカメラ」
３．波形解析機能

新旧調査データ比較表示

前回の調査

データ表示

新しい調査
データ表示

走行TVカメラ調査と解析システム技術
（ 震災等・破損時期の解明 ）

発信部

空洞

破 損・浸 入 水破 損・浸 入 水破 損・浸 入 水破 損・浸 入 水
箇 所 の 空 洞箇 所 の 空 洞箇 所 の 空 洞箇 所 の 空 洞

符合部

波形伝送

空洞管壁

牽引車は、小口径：不明管・閉塞管閉塞位置算
出調査機、モルタル除去機、穿孔機に転用

走行ＴＶカメラ映像 平面展開報告書
走行ＴＶカメラ車の映像を平面展開報告書の作成ができ、人孔内固定カメラ

調査解析データの融合で ３Ｄ化画像管路から「改築・修繕」工法選択。

数値制御走行ＴＶ・
日本タップ製走行ＴＶ

走行ＴＶカメラからの平面展開帳票

 

走行ＴＶカメラ映像の画像解析

走行ＴＶカメラによる画像解析により、側視映像収録以外に
停止する事無く 日進量日進量日進量日進量 500ｍ前後ｍ前後ｍ前後ｍ前後の調査が可能。異常ラ

ンク解析は、異常ランク判定システムで行う。既存走行ＴＶカ既存走行ＴＶカ既存走行ＴＶカ既存走行ＴＶカ
メラの活用メラの活用メラの活用メラの活用が可能で、地方行政向けで初期投資が大幅に削
減できる。人孔内固定カメラとデータ共有が可能。



４．止水機能装着４．止水機能装着４．止水機能装着４．止水機能装着 ALPS 管管管管きょきょきょきょ修繕工法修繕工法修繕工法修繕工法

１）止水機能装着 長期間機能維持と震災時対応 管きょ修繕工法
・補修幅 １ｍ 自立管の強度試験中



・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで・「ＡＬＰＳ樹脂」は、含浸作業開始から補修機脱却まで４５分程度４５分程度４５分程度４５分程度４５分程度４５分程度４５分程度４５分程度（管径により（管径により（管径により（管径により（管径により（管径により（管径により（管径により
６０分程度）６０分程度）６０分程度）６０分程度）６０分程度）６０分程度）６０分程度）６０分程度）で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。で常温硬化を行なう。

・補強材・補強材・補強材・補強材・補強材・補強材・補強材・補強材は、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれは、２枚の不織布に包まれ２重構造２重構造２重構造２重構造２重構造２重構造２重構造２重構造
の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、の積層層体で、 不織布は水を不織布は水を不織布は水を不織布は水を不織布は水を不織布は水を不織布は水を不織布は水をはじく効果はじく効果はじく効果はじく効果はじく効果はじく効果はじく効果はじく効果とととととととと
補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修管壁に補修体両端補修体両端補修体両端補修体両端補修体両端補修体両端補修体両端補修体両端をををををををを密着させる密着させる密着させる密着させる密着させる密着させる密着させる密着させる
効果効果効果効果効果効果効果効果がある。がある。がある。がある。がある。がある。がある。がある。

・・・・・・・・ 水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の水膨張ゴムは、破損個所等よる浸入水の
止水効果止水効果止水効果止水効果止水効果止水効果止水効果止水効果と下水道管と下水道管と下水道管と下水道管と下水道管と下水道管と下水道管と下水道管きょのきょのきょのきょのきょのきょのきょのきょの漏水防止漏水防止漏水防止漏水防止漏水防止漏水防止漏水防止漏水防止機能機能機能機能機能機能機能機能
を有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初からを有するため、当初から補強材に装着補強材に装着補強材に装着補強材に装着補強材に装着補強材に装着補強材に装着補強材に装着されされされされされされされされ
ている。ている。ている。ている。ている。ている。ている。ている。

・・・・・・・・ 補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、補強材一式は、管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給管径毎に工場から供給され、され、され、され、され、され、され、され、
熱等熱等熱等熱等熱等熱等熱等熱等を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技を使用しない省力化機器により施工技
術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており術が簡素化されており製品が安定製品が安定製品が安定製品が安定製品が安定製品が安定製品が安定製品が安定している。している。している。している。している。している。している。している。

【【【【 適適適適 用用用用 のののの 範範範範 囲囲囲囲 】】】】

管種：TP、VP、HP、PVC 管径：200 ～ 1,500 ｍｍ※常温硬化と帯留水施工（ 20％以下 ）、
30 ｍｍ以下で段差に対応。数箇所の同時施工が可能
※基準作業時間 ： 含浸作業開始 から補修機脱却まで ４５分 ～ ６０分時間。

但し、季節の変化と管径・異状地点への移動時間により変わります。但し、季節の変化と管径・異状地点への移動時間により変わります。但し、季節の変化と管径・異状地点への移動時間により変わります。但し、季節の変化と管径・異状地点への移動時間により変わります。

ＡＬＰＳ工法の補強材は、不織布がＡＬＰＳライナー１と２を包む２層積層体でＡＬＰＳ工法の補強材は、不織布がＡＬＰＳライナー１と２を包む２層積層体でＡＬＰＳ工法の補強材は、不織布がＡＬＰＳライナー１と２を包む２層積層体でＡＬＰＳ工法の補強材は、不織布がＡＬＰＳライナー１と２を包む２層積層体で成形後に成形後に成形後に成形後に
両端面が両端面が両端面が両端面が 傾斜傾斜傾斜傾斜（管壁に密着）になり、（管壁に密着）になり、（管壁に密着）になり、（管壁に密着）になり、水流・土砂等による補修体への破損等を防ぐ。水流・土砂等による補修体への破損等を防ぐ。水流・土砂等による補修体への破損等を防ぐ。水流・土砂等による補修体への破損等を防ぐ。

ＦＲＰ構造設計便覧に基づくバーコル硬さ記載値がＦＲＰ構造設計便覧に基づくバーコル硬さ記載値がＦＲＰ構造設計便覧に基づくバーコル硬さ記載値がＦＲＰ構造設計便覧に基づくバーコル硬さ記載値が 35 ～～～～ 65 で「ＡＬＰＳ補修材」はで「ＡＬＰＳ補修材」はで「ＡＬＰＳ補修材」はで「ＡＬＰＳ補修材」は
バーコル硬さバーコル硬さバーコル硬さバーコル硬さ 57 を計測した。ＦＲＰと同等な硬さを有している。を計測した。ＦＲＰと同等な硬さを有している。を計測した。ＦＲＰと同等な硬さを有している。を計測した。ＦＲＰと同等な硬さを有している。

２層積層構造と止水機能：２層積層構造と止水機能：２層積層構造と止水機能：２層積層構造と止水機能：
水膨張ゴム装着水膨張ゴム装着水膨張ゴム装着水膨張ゴム装着図図図図

『『『『ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法』』』』 管管管管きょきょきょきょ修繕工法修繕工法修繕工法修繕工法

事業組合は、「ＡＬＰＳ工法」常温硬化（樹
脂 温度）・止水機能装着方式に改良を加えた

補修幅１ｍ（補修幅１ｍ（補修幅１ｍ（補修幅１ｍ（
呼び径呼び径呼び径呼び径 250250250250～～～～700700700700
ｍｍ、管長ｍｍ、管長ｍｍ、管長ｍｍ、管長 1111ｍｍｍｍ ))))
自立管自立管自立管自立管の開発を完
了させ、止水機能耐
久実験 を実施中。

震災時震災時震災時震災時の非難場所の簡易トイレから処理場等までの流出管路状況調査（人孔の非難場所の簡易トイレから処理場等までの流出管路状況調査（人孔の非難場所の簡易トイレから処理場等までの流出管路状況調査（人孔の非難場所の簡易トイレから処理場等までの流出管路状況調査（人孔
内管口カメラ）連動し、内管口カメラ）連動し、内管口カメラ）連動し、内管口カメラ）連動し、震災時通常補修車輌震災時通常補修車輌震災時通常補修車輌震災時通常補修車輌では建物等の障害物で入れないでは建物等の障害物で入れないでは建物等の障害物で入れないでは建物等の障害物で入れない
現場にも対応するため現場にも対応するため現場にも対応するため現場にも対応するため 、常温で１時間以内の硬化と止水機能による長期間の、常温で１時間以内の硬化と止水機能による長期間の、常温で１時間以内の硬化と止水機能による長期間の、常温で１時間以内の硬化と止水機能による長期間の
機能維持を目的に開発された。機能維持を目的に開発された。機能維持を目的に開発された。機能維持を目的に開発された。

震災時の部分補修工法への活用震災時の部分補修工法への活用震災時の部分補修工法への活用震災時の部分補修工法への活用

ＡＬＰＳＡＬＰＳＡＬＰＳＡＬＰＳ ２層積層体２層積層体２層積層体２層積層体 断面図断面図断面図断面図
Ａ断面図 Ａ断面図

不織布（２枚）））） 補強材ー１、２

両端面傾斜両端面傾斜両端面傾斜両端面傾斜

内面補修車は,小型発電機,小型エアー コンプレッサー, 温度測定機器,含浸作業台を搭載 し,熱等

を加えないで硬化させるため,狭い道路での施工,防音および環境配慮と省力化施工を可能にした。
施工確認は、人孔内管口カメラ（距離測定）で行う

内内内内面補修車面補修車面補修車面補修車（（（（手押台車搭載可手押台車搭載可手押台車搭載可手押台車搭載可）））） （建設技術審査 報告書 Ｐ-12 抜粋)

補修材 400ｍｍと1ｍの比較



止水効果シュミレーション装置 建設技術審査証明 P-81

内面補修後長時間経過した後に発生する恐れのある下水道管の破損箇所内面補修後長時間経過した後に発生する恐れのある下水道管の破損箇所内面補修後長時間経過した後に発生する恐れのある下水道管の破損箇所内面補修後長時間経過した後に発生する恐れのある下水道管の破損箇所
の拡大による浸入水・漏水に対しての水膨張ゴム装着と装着無しの補修の拡大による浸入水・漏水に対しての水膨張ゴム装着と装着無しの補修の拡大による浸入水・漏水に対しての水膨張ゴム装着と装着無しの補修の拡大による浸入水・漏水に対しての水膨張ゴム装着と装着無しの補修
材で止水効果を比較した。材で止水効果を比較した。材で止水効果を比較した。材で止水効果を比較した。

  
①．止水機能有 ②．止水機能無 

止水機能止水機能止水機能止水機能    

  
 管口からの流入 

止水効果シュミレーション装置

①．水膨張ゴム装着 止水機能有 ②．水膨張ゴム装着 止水機能無

膨膨膨膨 張張張張 前前前前 後後後後 のののの 比比比比 較較較較

膨張後膨張後膨張後膨張後

５．３ｍｍ５．３ｍｍ５．３ｍｍ５．３ｍｍ

膨張前膨張前膨張前膨張前

水膨脹ゴムの浸入水・漏水防止説明図

項　　目 本　技　術 従　来　技　術

５．時間経過後の　　　　５．時間経過後の　　　　５．時間経過後の　　　　５．時間経過後の　　　　水膨張ゴムの使用により施工後の水膨張ゴムの使用により施工後の水膨張ゴムの使用により施工後の水膨張ゴムの使用により施工後の 止水性能の目的で水膨張ゴム

　　水密性（止水性）　　水密性（止水性）　　水密性（止水性）　　水密性（止水性） 長期的な止水性能を発揮する。長期的な止水性能を発揮する。長期的な止水性能を発揮する。長期的な止水性能を発揮する。 を一般に使用した技術はない。

類似技術の比較類似技術の比較類似技術の比較類似技術の比較

水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能水膨脹ゴムの機能

水膨脹ゴム機能：補修材収縮補修材収縮補修材収縮補修材収縮による
たわみの防止の説明図

水膨脹ゴムの浸入水・漏水防止説明図

浸入水・漏水により浸入水・漏水により浸入水・漏水により浸入水・漏水により水に触れた水膨脹ゴムが膨脹して水に触れた水膨脹ゴムが膨脹して水に触れた水膨脹ゴムが膨脹して水に触れた水膨脹ゴムが膨脹して止水効果を発揮。止水効果を発揮。止水効果を発揮。止水効果を発揮。
また膨張したまた膨張したまた膨張したまた膨張した水膨脹ゴムは水膨脹ゴムは水膨脹ゴムは水膨脹ゴムは地震・車輌振動を吸収してたわみを防止します。地震・車輌振動を吸収してたわみを防止します。地震・車輌振動を吸収してたわみを防止します。地震・車輌振動を吸収してたわみを防止します。



他の工法他の工法他の工法他の工法

補修後断面図補修後断面図補修後断面図補修後断面図

補修材断面補修材断面補修材断面補修材断面

ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法ＡＬＰＳ工法

補修後断面図補修後断面図補修後断面図補修後断面図

補修材断面補修材断面補修材断面補修材断面

不不不不 織織織織 布布布布

不織布の機能

ＡＡＡＡ ＬＬＬＬ ＰＰＰＰ ＳＳＳＳ のののの 特特特特 徴徴徴徴

１．穿孔時に１．穿孔時に１．穿孔時に１．穿孔時に繊維糸がはみ出さない繊維糸がはみ出さない繊維糸がはみ出さない繊維糸がはみ出さない。。。。
２．両端面に２．両端面に２．両端面に２．両端面に樹脂塊ができない樹脂塊ができない樹脂塊ができない樹脂塊ができない。。。。
３．両断面に３．両断面に３．両断面に３．両断面にずれが出ないずれが出ないずれが出ないずれが出ない。。。。

管径毎に工場から補強材が供給管径毎に工場から補強材が供給管径毎に工場から補強材が供給管径毎に工場から補強材が供給
されるため、されるため、されるため、されるため、ガラス繊維の露出ガラス繊維の露出ガラス繊維の露出ガラス繊維の露出
が無い（施工作業者と現場住民が無い（施工作業者と現場住民が無い（施工作業者と現場住民が無い（施工作業者と現場住民
の健康管理に対応）の健康管理に対応）の健康管理に対応）の健康管理に対応）

ずれの状況

ALPS 樹脂塊樹脂塊樹脂塊樹脂塊状況状況状況状況 他工法他工法他工法他工法 ALPS 穿孔状況穿孔状況穿孔状況穿孔状況 他工法他工法他工法他工法

軸方向クラック軸方向クラック軸方向クラック軸方向クラック
管ずれ状況管ずれ状況管ずれ状況管ずれ状況

軸方向クラック軸方向クラック軸方向クラック軸方向クラック
管内状況管内状況管内状況管内状況

軸方向クラック・軸方向クラック・軸方向クラック・軸方向クラック・
浸入水管内状況浸入水管内状況浸入水管内状況浸入水管内状況

止水・補修施工止水・補修施工止水・補修施工止水・補修施工
後状況後状況後状況後状況

現場想定破壊手段現場想定破壊手段現場想定破壊手段現場想定破壊手段 隙間部破壊隙間部破壊隙間部破壊隙間部破壊 上部上部上部上部

破壊破壊破壊破壊 斜部斜部斜部斜部

浸入水箇所と補修後の破壊状況（組合内試験）

施工条件：管種 ＶＰ、管径 ３００ｍｍ 気温 ２４℃

浸入水中 施工確認状況 破損後の施工確認状況


