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既設マンホールの地震時の過剰間隙水圧の発生を抑制する工法開発の経緯(マンホールの

地震時の液状化による浮き上がり防止工法） 

                北海道大学名誉教授 森吉昭博 

１．はじめに 

2004 年新潟県中越地方を襲った中越地震では埋戻し土の液状化に起因すると見られ

るマンホールの浮上（路面への突出）が 1,400 箇所以上にもおよび、この地方のライフラ

インの基礎と言われる下水道の排水機能はもとよりこれによる交通阻害が多発した。この

ため、この下水道復旧にはかなりの時間とお金が掛かった。  

一般に地震が発生すると東日本大震災でも数多くの液状化現象が起こり、市民生活に

様々な影響を与えている。しかし、地震は日本では数多く発生しているが、そのたびにこ

のようなマンホールの浮上を含めた下水道施設のトラブルが後を絶たない。 

中越地震が一段落したとき、東京の S 社の H 社長が北海道大学まで来られ、自社の下

水道用のゴムパッキンの工場も新潟にあるため、是非このような地震に強いマンホールを

作りたいが、これに対して自社案があるので相談に乗って欲しいと言われた。伺うとこの

技術の中味はマンホールの周囲に鍔状の突起を何段かに設置するとマンホールの浮上防止

になると思うがどうでしょうかという相談であった。 

私は土木材料、特にアスファルトの研究しかしていませんでしたので、このような相

談は初めてのケースでした。即座に、この案は良いかも知れませんが、マンホールの地震

時の浮上のメカニズムが分からないままでは良い案とはいえませんとお話しました。この

話に H 社長はすこしビックリしたようでしたが、そうですねやっぱりそうですかといわれ、

それではどうすればいいですかと質問されましたので、地震時の液状化によるマンホール

浮上防止対策のための実験を実施されることが新工法開発の早道ですとお答えしました。

これをお聞きになって H 社長は分かりました、考えて見ますとお話して、その場は退席さ

れました。 

 

２．新型マンホール開発への挑戦 

その後、再度 H 社長から連絡があり、どうしてもこのような「地震に強い」マンホー

ルを作り、地元の新潟のお役に立ちたいのですが、協力して欲しいと言われました。私は

専門外ですがよろしいでしょうかと言ったのですが、結構ですといわれた。それからまさ

かこのような苦労をして長期間に亘って S 社と共に開発することになるとは最初は全く考

えていませんでした。 

早速、液状化や地震のにわか勉強をはじめ、中越地震では最大 1,700 ガルの加速度で

あったこと、現地の観測等から、交差点でのマンホールや下水管の浮上には方向性がある

ことなど現地での様々な情報を集めました。 

これを元に中越地震と同じ地震が起きたときマンホールが浮上しないような「新型マ

ンホール」を作るためには、室内実験が是非必要ですので、地震時のひずみ、変形量、加

速度を考慮して水槽の大きさを指示して、このような装置を作ってくださいとお願いしま

したところ、直ぐ X,Y,Z 方向の振動を制御できるコンパクトな装置で水槽（奥行き：33.4cm,

長さ：66.7cm,深さ：71.6cm、図-３参照）の付いたものを新潟の工場で作り上げました。

この装置を見て最初私はこのような立派な装置で、かつ精度の良い装置が本当に必要なの

かどうかと思ったほどでしたが、後々この装置が大活躍する事となります。ここでは外径

17.5cm、高さ 17.5cm、厚さ 1cm の模型のコンクリート製のマンホールを４段の 31.9cm（蓋
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と底盤の 1.5cm を含む）に積み重ね、マンホールの底部の左右には直径 5cm の塩ビ管で下

水の本管を想定した管が撓み性のあるジョイントで結ばれて、矩形の長手方向の水槽に置

かれ、この上に砂（高さ 50cm）を投入し、マンホール上面が砂の上面と同じとするように

転圧をし、この上から水を散布し、１日経過後 1200 ガルの水平加速度を 10Hz で振動させ

ることができるようになっていました。模型は１号マンホールの実物のほぼ 1/6 の大きさ

でした。模型でこのような実験をするには模型の相似側があり、砂の大きさも含めて実物

の何分１という大きさを決めなければなりませんが、とにかく種々の実験から地震時のマ

ンホールの浮上対策をステップ毎に検討しましょうということになった。 

 

３．小型模型実験の開始（第１ステップ） 

第１ステップの実験は振動台、水槽、模型のマンホールおよび塩ビ管の下水道本管、

砂の粒度、含水比等の液状化の基本的なデータを取得するために実施したものである。   

最初の実験は砂の粒度を現地の液状化した砂と同じとし、含水比、砂の転圧方法、水

位、マンホールの位置の変化（中央、または左側）、円形のマンホールではなく矩形のマン

ホール、円形のセメント製マンホールの表面のすべりを考慮してすべりやすくしたもの、

マンホールが地震で浮きやすいため、比重を錘で載荷して重くしたもの、プラスチックの

薄い板を敷いたもの、その挿入位置を変えたもの等を実施した。これらはすべて論文や現

地の状況を考慮してのものであった。 

 

第１ステップの主な実験条件は以下のとおりである。 

 

水平加速度：1,200 ガル、周波数：10Hz、砂の含水比：100％、転圧度：60％、砂の最大粒

径：2.36mm、砂の厚さ：50cm 

 

第１ステップの実験で分かったことは以下のようである。 

１．矩形のプラスチックで円形のマンホールを囲っても液状化対策にならない。 

２．本管の付いていないマンホールだけであればより簡単に、かつ大きく浮上する。 

３．マンホールの側面を滑りやすくするため、側面全体にテープを貼っても液状化対策

にならない。 

４．マンホールの上に錘を載せ、比重を 2.5 や 3.0 に上げ、マンホールを重くしてもほ

とんど効果がない。 

５．砂が 50cm の高さでいずれも初期では水面は砂の表面と同じにしても、水面の高さ（水

位）は 10 秒後には約 40cm 程度まで上昇する。 

６．プラスチックの薄い板を全面に敷きこんでも効果はない。 

７．いずれの実験でも砂の表面が 20～40mm 沈下する。 

８．高さ 31.9cm の模型のマンホールの円形部材４つをすべて繋ぐと繋がないものより浮

上量が大きい。 

９．水槽の長手方向（本管と平行）に加震するより、本管と直角に加震すると液状化し

易い。 

１０．液状化は水槽の寸法に関係し、地震時にひずみが大きくなる本管と直角方向の加

震が液状化し易い。 
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４．マンホール浮上対策（第２ステップ） 

第２ステップでは第１ステップでの結果を踏まえて、マンホールの浮上対策を主な実

験目標とした。 

第２ステップの標準の実験条件は加震時間だけ 10 秒と 30 秒の２つとし、後はほぼ第

１ステップと同じとした。 

 

この一連の実験に際して、現地のマンホールで埋め戻し砂の代わりにある大きさの砕

石を投入すると、地震時の液状化が防止できているという貴重な情報を得て、第２ステッ

プではこの砕石に変わるものとして同じような径（目の開き）のネットを敷きこむことを

考えた。当初、300cc のビーカーの回りに円形でかつビーカーの直径と同じ大きさの穴を

開け（図-１-ｄ参照）、これをビーカーの表面と底面近くに被せた実験を従来と同じ条件で

実施したところ、このネットの付いていないものではわずか 4 秒でビーカー全体が外に飛

び出し(図-1-b 参照)、ひっくり返ったのに対して、ネットの付いたものは 30 秒経過して

も全く沈下、および浮上も起きなかった。（図-１-c 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1-a 　実験初期　　　　　　　　 　図-1-b  ネットなし（４秒後）

図-1-c   ネットあり（30秒後）　　　 図-1-d   ネットの取り出し
 

図-1-a、1-b、1-c、1-d  ビーカーを用いた液状化実験の結果 

 

実験条件： 

砂：最大粒径 2.36mm, 転圧度：60%, 含水比：100％、加速度：1,200 ガル 

加震時間：30 秒、ネット：2 枚 
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この実験を通して、第 2 ステップの実験はマンホールの地震時の浮上や沈下対策はネ

ットを用いた工法が極めて有効と判断してこれを主に使うこととした。 

 

この時の実験（第 2 ステップ）は以下のようなことを明らかにすることである。 

１．液状化防止対策として効果あるネットの網目の開き 

２．ネットの形状およびその設置位置 

３．埋め戻し材料の確認 

４．過剰間隙水圧の測定 

 

第２ステップで実施した実験は以下のようなものである。  

１．ネットの目の開きは液状化対策として効果ある砕石の大きさ(10mm)を標準として、

5mm についても実施した。 

２．ネットの形状は単なる「シート状」として本管の下や本管の上、マンホールの周囲

をネットで巻きつける方法（図-3 参照）、およびマンホールの形状に合わせて中心部を切

り取ったドーナツ状のもの（図-2 参照）について、各々その設置位置、設置場所の有効性

についてステップ１同様に水平加速度 1,200 ガル、時間 10 秒 、水面は砂の上面、砂の締

め固め条件等は同じとした。ただし、マンホールの液状化によるマンホールの浮上量がス

テップ１より極めて小さくなったため、ここでは加震時間を 10 秒だけでなく、もっと過酷

な 30 秒も追加した。 

３．埋め戻し材料については砕石の大きさ、砕石と砂の層状の組み合わせも行った。  

４．加震時のマンホールの回りに発生する過剰間隙水圧をマンホールの様々な箇所に直

径 1cm 程度の穴を開け、ここに透明のビニールホースを差込み、過剰間隙水圧が測定でき

るようにビニールホースの中に細かく、かつ軽い断熱材のチップを各々のホースに挿入し、

過剰間隙水圧の大きさをこのビニールホース（目盛り付）を伝わってくる水の高さで代用

することとした。 

図-４はこの時実施した過剰間隙水圧の測定値をグラフ化したものである。  

 



 5 

マンホール

　　　　　　　　振動 水平スカート

水平スカート

砂

鉛直スカート

 

図-2 マンホール回りのスカート状ネットの設置状況 

 

マンホール

　　　　　　　　振動
ネット

本管

砂 ネット

砂

 

 

図-３ マンホールおよび本管のシート状ネットの敷き広げ状況 
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ネット(10mm)、10秒間、1,200Gal,
砂の含水比50％、最大砂寸法2.36mm

水頭（ｍｍ） 締め固め度60％ 水頭（ｍｍ）
600 400 200 0 0 200 400 600

薄い文字はネット

水圧比率（DW/SW) 水圧比率(DW/SW)
2.2 3.3 9 4.4

3.8 3.3
2.2 3.2
2.6 2.4 3.1 1.5

2 1.8 2.4 1.8
動的間隙水圧 静水圧 静水圧 動的間隙水圧
　　（DW) （SW)   (SW)    (DW)

 
 

図-４ マンホールが水槽の左にあり、ネットを図面のように設置したときの間隙水圧

（動的間隙水圧）と静水圧との関係（上部の水頭は過剰間隙水圧の大きさを示す。数字は

各深さでの静水圧との比率を示す。黒字および黒線はネットなしの結果を示す。） 

 

図-４よりネットの有無は動的過剰間隙水圧（水頭）には大きな差はなかった。しかし、

動的間隙水圧の大きさは静水圧と比較して、異常に大きくかつ、マンホールの側面の下部

で大きいことが分かった。またこの大きさは本管が短いマンホールの左側の方が動的過剰

間隙水圧は若干大きくなった。また、マンホールの底の動的過剰間隙水圧はマンホール下

部の次に大きくなり、底の過剰間隙水圧はネットのないものと比較して、若干小さな値と

なる。ここで水頭が 500mm 以上となった箇所ではマンホールの高さ 31.9cm を越えたため、

マンホールの外に水が溢れた。 

 

第２ステップの実験で分かったことは以下の通りである。  

 

１．２種類の目の開きを有するネットを挿入したすべての工法は従来の無対策のマンホ

ールより浮上量が約１～20mm と小さく、極めて有効である。 

２．シート状ネットおよびドーナツ状ネットの２つともマンホールの浮上対策に極めて

有効である。 

３．マンホールの周りのドーナツ状ネットをバンドで固定するとさらに効果がある。 

４．マンホールの側面に 15mm 厚さのスポンジを全面に添付しても若干の効果がある。 

５．ネットをマンホールの側面に２重に巻き、その上本管もネットで２重巻きにすると

効果が大きい。 

６．ネットの目の開きは 10mm 程度が有効であり、ドーナツ状ネットの枚数は３枚が適当

であり、尐なくなると効果が尐しなくなる。 

７．ドーナツ状ネットの形状は円形でも矩形でも同じ効果があった。 

８．プラスチックの薄い板や目の開きの細かいネットでは簡単にマンホールが浮上する。 

９．砕石を用いた工法ではいずれもマンホールの浮上は極めて小さかった。しかし、砕

石のサイズを大きくすると、沈下が大きくなる。 
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１０．ネットを使用した対策工法はほぼすべてに亘り、加震時間が 10 秒では浮上量が小

さいため（5～10mm）比較のため、主に 30 秒の実験を行った。 

１１．過剰間隙水圧はマンホール側面の下部で大きく、かつ本管の短いマンホールの左

側では若干大きくなった。 

１２．静水圧より動的過剰間隙水圧は 2～4 倍大きくなり、静水圧分布とは全く異なった

分布を示す。 

１３．マンホール底部の動的過剰間隙水圧はマンホールの下部より若干小さいものの、

マンホール下部の次に大きな動的間隙水圧となる。 

１４．動的過剰間隙水圧を測定するため設置した種々のビニールホースをつけると、マ

ンホールの液状化が小さくなり、かつ、圧密沈下も尐ない。  

１５．ネット挿入工法はあくまでも新設のマンホール向けである。  

 

以上の結果から、従来のマンホールの液状化対策は従来液状化しづらい土に置き換え

るとか、砕石に置き換える方法であったが、施工や費用の面からさらに良い工法の開発が

望まれていた。本ネット挿入工法はマンホールの浮上対策として極めて有効であることか

ら、すぐこの特許を申請すると共に、雑誌「Nature」にも投稿したが、雑誌への原稿は残

念ながら却下された。 

このネットが液状化を防止する原理を推測すると、一般に液状化すると水の比重が従

来１であったものが砂と水と一緒になった「重い水」となって、内部の空気（泡）と一緒

に上昇し、この泡が上昇中に次第に大きくなって、いわゆる墳砂という土中から砂が噴水

のように水と一緒に吹き上がると考えられる。一般にマンホールの浮上はこの液状化対策

が重要であるが、実験から液状化に伴い、砂の圧密（次第に密な砂となること）が起こる

ため、マンホールが逆に沈下することも確認されている。このような「重い水」が地震で

上昇するとき、途中にあるネットで「ろ過」され、元の砂と水に分離され、それが上昇す

るため、この空気（泡）の存在は極めて大きいと考えている。すなわち、重い水はこのネ

ットの「ろ過」作用を通して、元の細かい泡となって、砂と分離するのではないかと考え

ている。 

 

５．過剰間隙水圧の消散（第３ステップ） 

第３ステップの実験では第２ステップの結果を踏まえてマンホール内部に過剰間隙水

圧を導入することで液状化が防げること、また第２ステップのネット挿入工法では新設の

マンホールしか適用できないことから、「新設および既設」のマンホールでも適用できる

過剰間隙水圧のマンホール内への導入による消散(誘導管) を図る工法の開発のために以

下の実験を行った。ここではネットの付いた「ろ過器」をマンホールの種々の箇所に設置

し、その「ろ過器」の後に各流入水の誘導管を設置し、その効果についても明らかするこ

とである。 

 

１．マンホールの下部、中段の前後、左右の側面にろ過器を取り付ける。 

２．底部に各種サイズのろ過器を取り付ける。 

３．ろ過器の大きさ、その数を変化させる。 

４．ろ過器の有効面積とその内部のろ過装置の構造について検討する。 
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第３ステップの実験より以下のことが明らかとなった。  

 

１．振動方向に平行したマンホールの前後に穴を開けろ過器をとりつけた方法が極めて

有効であった。 

２．ろ過器の大きさは大きすぎると、マンホールは浮上ではなく沈下するが、小さすぎ

ると効果がない。 

３．底版およびマンホールの側面に設置したろ過器（誘導管）には外側に 10mm、内側に

１mm の目の開きのネットを設置すると浮上対策に極めて有効であることが分かった。 

４．マンホール側面に設置したろ過器も３．同様の誘導管を設置することが浮上対策と

して有効である。 

 

これらの結果に従って、市場への製品の供給を考え、ほぼマンホールの地震時の液状

化対策用（誘導管）の製品化が図れるようになったとき、次の第４ステップとなった。す

なわち、財団法人下水道新技術推進機構（以下これを下水道機構と呼ぶ）から中越地震の

ように既設マンホールが地震時の地盤の液状化により浮上するため「マンホール浮上防止

対策工法」の公募があり、急遽このプロジェクトに応募する事となった。これには、先に

述べた第２ステップのネットを使ったマンホールの浮上防止工法だけでは、新設のマンホ

ールしか適用できないため、既設マンホールでも実施可能なステップ 3 で有効性が確認で

きたマンホール内部に設ける誘導管方式の製品の開発を最優先課題とした。 

 

６．製品化への道のり（第４ステップ） 

第４ステップは実物大の模型実験、理論的裏づけおよび製品化である。 

 

  下水道機構では応募締め切り時に 3 社の応募があり、これらは以下のような特徴を持

っていた。 

１．アンカー方式（マンホールの周囲に鉛直方向の金属製ロッドを挿入し、これとマン

ホールを直結して、地震時のマンホールの浮上を地中に埋設したロッドで防止する。 

２．マンホールの側面上部を掘削して、マンホールの上部にドーナツ状の「フランジ」

を設置し、この上に錘を載せ、地震時の液状化をこの重量により防止する。  

３．マンホールの側面に穴を内部から開け、ここに誘導管（内部に２つのネットを使っ

た）を取り付け、過剰間隙水圧をこの誘導管に導いて、マンホールの内部で消散させる方

式 

 

この第４ステップでは各社とも最初から地震時にマンホールが浮上しない工法を開発

し、これが実用化されることを前提に実験等が始められている為、極めて過酷なスケジュ

ールが組まれ、この時間表に沿って実験、解析、製品化、施工の問題点の把握などが精力

的に進められた。 

 

３．の案は S 社であり、この 3 社のマンホールの地震時の浮上対策が有効であるかど

うか、理論と大型の模型（１号マンホールの 1/2,1/5 モデル）を使って 2 次元の振動実験(水

平および鉛直加速度)でその有効性について検討することとなっていた。 

実験は 1/5 モデルからスタートして、各工程で見直しを挟んで 1/2 モデルの実験へと
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続いた。 

   

この時の実験条件は以下のとおりである。 

 

土槽の大きさ：長さ 4ｍ、幅 1ｍ、高さ 1.5ｍ 

振動台：8ｍ×8ｍ 

砂：硅砂７号       砂層の作成方法：水中投下方法 

水平加速度：427 ガル（3Hz）、鉛直加速度：209 ガル（6Hz） 

時間軸：相似側から実物の(1/2)0.75 に縮小 

 

下水道機構によるとマンホールの地震時の浮上のメカニズムは水で飽和された緩い砂

が地震の繰り返し荷重で砂の粒子間の間隙水圧が増大し、せん断抵抗が急激に減尐し、砂

層が液体のような挙動をするため起きるとされている。液状化が一旦発生すると砂が地上

に吹き上がる墳砂や墳水が見られ、地盤は圧縮され沈下するとともに、流動化した埋め戻

し砂がマンホールの底部に回りこみ、マンホールの側面の周面摩擦力が低減して、（自重＋

周囲摩擦力）が揚圧力より小さくなるためマンホールの浮上が始まるとされている。  

このような理論的な裏付けを確認し、最良のマンホールの地震時の浮上防止工法を求

めるため以下の実験を行った。 

1/5 モデルの実験の結果、初期の実験では S 社の誘導管方式は S 社の小型水槽の実験

結果とは異なり、マンホールの浮上量がやや大きかった。この原因は砂の品質と砂の水中

投下という従来の砂を投入して水を散布するのとは全く異なった試料作成方法および水平

加速度と鉛直加速度という２つの振動を採用したことに起因していた。 

 

このため、急遽、マンホールの内部にろ過器と誘導管を取り付けるだけで過剰間隙水

を取り込むことを中止し、過剰間隙水圧の消散方式の実験では最終的に以下のような対策

工法が取られた。 

マンホールの側壁に穴を開け、ここから集水効果が上がるように集水管（直径 10cm、

長さ 30cm、内部の側面は穴が無数に開いている。写真-１参照）をマンホールの外に突き

出す方式とした。集水管の構造は内管の外層に外網と内網のフィルター材を配置して砂の

流入を防いでいる。この集水管を通じて過剰間隙水圧が掛かった水を取り込み、これを「ろ

過」してマンホール内の誘導パイプに導き、過剰間隙水圧を消散させることとした（写真-

２ 排水管の構造 参照）。 
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写真-１ 集水管の構造 

 

 

 

 

写真-２ 排水管の構造 

 

 

  

  

  

  

  

逆止弁    点検孔    

ステンレスバンド    

ゴムパイプ    

塩ビ管    

チーズ    拡大    
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写真-２の排水管はマンホールの内側に設置される。誘導パイプはマンホール内部に垂

直に設置した配管で、垂直方向に一列に並ぶ集水管（写真-１）を連結する。地震時に過剰

間隙水圧が発生すると、流入水は誘導パイプ上端部からオーバーフローして排水される。

ここで逆止弁は原則として、誘導パイプの最下部に設け、所定の水圧が作用した場合、自

動的に弁が開放され、水圧が低下すると自動的に閉塞する機構となっている。従って、マ

ンホールの外側の水は地震時のときだけマンホールに入れるだけで、後は閉じているため、

余計な水は流入しない。点検孔にはそれぞれチーズを設けてあるため、維持管理時におけ

る点検、洗浄のときに使用する。 

この方式の大きな特長は新設、既設のいずれのマンホールでも地震時の浮上対策が可

能となるだけでなく、地震の本震時だけでなく、余震時にも本震と同じような効果を発揮

することである。 

 

  本工法は従来の誘導管方式とマンホールの外に突き出した集水管方式の２つを併合し

たもので、理論的にも実験でもこの方式が最良であることが実証された。そのため、技術

資料（マニュアル）には各種既設マンホールへの適用方法についての詳細が書かれており、

新設、既設のマンホールでも適用できることが明記されている。現在使用されている 1 号

マンホールでこの新技術を採用して、誘導パイプ等を設置してもマンホール内部の空間は

750mm あり、これだけの空間があるため種々の作業の弊害となることはない。当然マンホ

ールの側面に穴を開けるため、マンホールの耐力（強度）等についても検討された。 

 

また、実際に既設のマンホールへのこの装置の取り付けも現場ですでに実施され、こ

の装置の取り付けの手順書や技術マニュアルも出来、マンホール内部から容易に施工でき

ることから施工者および発注者にも好評である。既設のマンホールで側面に穴を開けると

外部の水が流入するが、この工法は極めて巧妙な方法でこれを防ぎながら、これらの現場

施工（集水管や排水管等の取り付け）ができるようになっている。  

 

７．最後に 

  以上述べたようにこの「既設マンホールの地震時の過剰間隙水圧の発生を抑制する工

法の開発」には S 社の小型水槽の実験回数だけでも 300 回を超え、これまで６年に亘る開

発期間が必要であった。S 社の本社の社是に「新技術への挑戦」と書かれていた文字を私

はこの工法の完成と同時に思い出し、これと S 社および下水道機構の実験より参加された

マンホールを造る新潟の F 社の苦労と努力とが重なった。実は完成したとき、当時旗振り

をしていた熱血漢の H 社長はすでに亡くなっており、完成品を見ることは無かった。しか

し、その新しい技術へ挑戦する精神は今でも S 社にしっかりと受け継がれている。私はこ

のような技術の開発に参加させて頂き、大変幸福であり、技術者冥利につきると今でも感

謝している。 ここで改めて亡くなった H 社長のご冥福をお祈り致します。 

 

 


