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管路には金属管が多いため特に老朽

化が進んでいる。多条布設に伴い既

存の管路を調査するのだが、約60%

は不良管路という結果が得られてお

り、原因の 97%は錆などの腐食で

ある。不良管の場合は他の管路へル

ートを迂回したり、管路を新設して

対応している。

「将来メタル回線が減少するにつ

れて、基盤設備の不足は解消されて

いく見込みです。そこで不良管路は

補修、再生し、既設管路を徹底的に

有効活用することを目標にしていま

す。通信サービスの基盤となるケー

ブルを収容する大事な設備であるた

め、メンテナンスフリー化や安心・

安全な地下空間の確保といったこと

を念頭に技術開発を進めています。」

（シビルプロジェクト 管路系グルー

プリーダ山崎泰司氏）

AS研はこれまでにさまざまな地

下管路の点検補修技術を開発してい

る（図２）。しかしパイプカメラに

よる点検技術を除き、実用化されて

いる技術は全てケーブルを収容して

いない空管路を対象としている。現

状では収容ケーブルを損傷せずに管

内を洗浄することは難しく、補修も

ケーブルを収容したままでは行えな

いため、開削施工により対応する必

要がある。

NTTは、日本全国にわたり膨大

な量の設備を保有している。通信ケ

ーブルを収容する管路もその一つ

で、総延長は約62万kmと地球をお

よそ 15周できる長さである。しか

し、現在は光ケーブルとメタルケー

ブルが重畳する過渡期にあたるた

め、この膨大な管路をもってしても

ケーブルを収容しきれない場合も発

生している。そこで現有設備の有効

活用のため管路を新設せず、可能な

限り既存の管路に複数のケーブルを

収容する多条布設が近年恒常化して

おり、年間で約3,000kmに及ぶ多条

布設が行われている。

既設管路の約 70%以上は建設後

30年を経過しており、この時期の

NTTアクセスサービスシステム研究所（以下、AS研）の主要な研究テーマの一つに、NTTが保有する膨大な設備の保守に関わるシ
ビルエンジニアリングがある。その成果の一つである、老朽化した管路を効率的に補修し有効活用を可能にする画期的な管路補修技
術が実用化の段階にある。本技術は、総延長距離約62万kmに及ぶ既存管路のリユースに最適な経済的かつ環境にも優しい技術だ。
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図2 地下管路点検補修技術の現状図1 管路設備を取り巻く環境
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多くの管路は公共の道路下に埋め

られているため、ケーブル収容管路

を補修する際の開削施工には道路の

掘り起こしが必要になる。このため、

工事による騒音や交通渋滞といった

周辺住民への影響、さらには高いコ

ストや長い工期といった問題が大き

な課題となっていた。

こうした問題を解決するため、

AS研はケーブルを収容したまま地

下管路を補修する技術の開発に取り

組んで来た。

地中のケーブル収容管路を点検補

修するには、まず管内の汚れを取り

除くことが重要になる。これにより、

パイプカメラによる点検の精度も向

上する。また、老朽化した管路には

土砂が流入している場合もあり、そ

のままでは多条布設のための空間が

無いという問題が生ずる。そのため

管内の土砂を除去する作業が必要に

なる。さらに錆を放置すると、こぶ

を生成して金属管の有効断面が減少

したり、孔食による穴あきを生じる

（図３）ため、除錆、いわゆるケレ

ンも不可欠な作業だ。

サービス提供中のケーブルを収容

する管路の補修は、サービスを中断

せずに行うこと

が求められるの

だが、AS研は

これらの作業全

てに対応する特

殊な高圧洗浄技

術の開発に成功

している。

一番の特徴は、既設のケーブルを

挟み込む形の高圧水噴射ノズルにあ

る。これを管内に挿入してロープで

牽引しながら高圧水を噴射すること

により、ケーブルに影響を与えずに

土砂から錆まで除去することが可能

となった（図４）。

管内のケーブルを損傷することな

く、洗浄から除錆までを同じノズルか

らの高圧水噴出により行うため、最適

な水量、水圧が得られるような噴射孔

の配置が考案されている。土砂の除去

と洗浄については、空管路用に実用化

されているウォータージェット式の洗

浄技術と同程度の洗浄能力を有するこ

とが確認されており、洗浄だけであれ

ばポンプ等は空管路用洗浄工法と同じ

ものを使用することができる。

また高圧水を供給するポンプが必

要になるものの、一般に錆の除去程

度を示す１～４種の区分のうち、３

種ケレン程度の除錆が可能なことが

確認されている。

高圧洗浄により空間を確保した管

内に、新たな管を形成する再生技術

も開発されている。不良管路の種類

や状態に合わせ、次のような2種類

の工法がある。

●3000心収容タイプ

ケーブルを抱き込みつつ組み立て

るライニング材を既設の管内に押し

込み、塩化ビニール素材による新た

な管を形成する方式である。このラ

イニング材は現場で容易に組み立て

られるようになっており、人の手に

より管内へ約 50m程度押し込むこ

とができる。それ以上の距離にもジ

ャッキで対応できるため特殊な機器

を必要とせず、狭小マンホール内で

は、２名により作業することも可能

だ。これにより路面の占有スペース

を抑え、施工中の交通規制を緩和す
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1000心を収容する空間に加え、新

たな細経光ケーブル1000心を2条収

容可能な空間が設けられており、合

計で 3000心の光ケーブルを収容す

ることが可能だ。

●空間確保タイプ

径のサイズが細い管もしくは偏平

等で不規則な場合には、サイズが決

まっている 3000心収容タイプのラ

イニング材を使うことができない。

そうした管路の再生にも対応すべく

開発されたのが、空間確保タイプの

再生技術だ。

図９のようにシート状のライニン

グ材でケーブルを包み込み、ファス

ナーで筒状を形成、その中に水を流

し込み、水圧によって空間を創出す

る。ライニング材には熱により硬化

する樹脂を浸透させており、水を加

熱することにより、自立強度を持つ

までに硬化する。排水後にはケーブ

ル収容のための空間を有する、新た

な管が出来上がるという仕組みであ

る。過去に例の無いユニークな工法

であるため、開発にはさまざまな試

行錯誤が必要であった。

「ライニング材を牽引するロープ

が収容ケーブルに絡まり、ケーブ

ルを損傷するのを防ぐため、あら

かじめケーブルを防護材で包み込

むようにしました。また、曲線区

間ではライニング材にしわができ

てしまうため、それをいかに抑制

しつつライニング材を硬化させる

かという点にも試行錯誤がありま

した。さらに、ファスナーの部分

から浸水や破損が起きないよう、

ポリエステル織布を２層化して包

ることを可能にしている（図６）。

「ライニング材を繋ぐ継ぎ手は、一

箇所で約７度までの曲げに対応して

います。これにより曲率半径2.5mの

曲線に対応可能です。継ぎ手部分に

は管内を進み易く破損しづらい加工

を施しているため、押し込み易いだ

けでなく引き戻しも可能です。構造

上、継ぎ手などに隙間ができやすい

ため、そこから水や土砂等が流入す

るのを防ぐ必要があります。そのた

め水分を吸収すると、ある程度膨張

して隙間を適度に埋める特殊な止水

材を使用し、水密性を確保しました。

ライニング材の形が決まっているた

め、内径80mmの鋼管への適用を想

定しています。」（山崎氏）

新しい管の中には既設光ケーブル
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んでいる他、高い水圧にも耐えられる

ようファスナーそのものも強度の高い

ものを採用しています。」（山崎氏）

管路を再生した後、既設のケーブ

ル以外にもう1条の光ケーブル1000

心を収容する空間の確保が可能とな

っている。水を加熱するボイラーが

必要になるなど、3000心収容タイ

プと比較して現場における準備が大

掛かりになることに加え、より厳密

な作業手順が求められるという難し

さはあるが、開削施工と比較すれば

大幅に簡易で低コストな補修作業と

いうことには変りがない。

3000心タイプの再生技術は仙台

において、また空間確保タイプの再

生技術は大阪において試験的に提供

された実績がある。現在は作業手順

等の標準化が進められており、近く

現場で活用されるようになることが

期待されている。

開削施工を伴わずに除錆まで行う

高圧洗浄や、新たなケーブル収容ス

ペースを確保しつつ管路を再生する

ことが可能になったことの影響は大

きい。3000心収容タイプの工法で

は、従来の開削施工と比較しておよ

そ半分のコストで多条布設が可能に

なると試算されており、大幅なコス

トダウンが可能になるためだ。これ

により、目標であった既設管路の徹

底的な有効活用が可能になるとAS

研では考えている。

また、本技術の導入により路上工

事が減少できるため、残土等の廃棄

物削減やアスファルトなどの資源利

用の抑制による地球環境保護への貢

献も期待される。

また、光とメタルの重畳期を過ぎ

ても、一連の補修技術は引き続き重

要な意味を持つと予想されている。

「光回線が普及してメタル回線が

減少すれば、将来は管路に余裕が出

ます。さらに今回開発した技術を活

用することにより、既設管を腐食し

づらい樹脂管でメンテナンスフリー

化しつつ、3000心収容タイプであ

れば、一本の管路で従来の３倍の

ケーブル収容スペースを確保するこ

とが可能になります。このため、よ

り大胆な維持管理方法の見直しが

可能となり、メンテナンスコストの

削減に貢献できると考えています。」

（山崎氏）

3000心収容タイプのライニング

材は一つ一つが小さく、継ぎ手部分

は約７度の曲げに対応するため管路

全体では非常に柔軟な構造になると

いう特徴がある。また、3000心収

容タイプ、空間確保タイプ、いずれ

の場合も自立管として土圧に耐える

強度を確保しているため、地震等で

管路に力が加わり外側の管が破損し

ても、内側の管によりケーブルが守

られる可能性が高い。AS研はこれ

らの特徴を災害対策に活かす検討を

始めている。

この他、今後更なる経済化、効率

化を目指し技術開発を推進する考

えだ。
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