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下水道施設のアセットマネジメントとは？（その２） 

 

【３】『健全度』という概念 

前号からの続きの話で、『健全度』というものの概念の話から始めようと思います。 

 

前回、最初に断り忘れたので書いておきますと、本来は、アセットマネジメントなどの

マネジメント系の説明は、「目標設定」や「事業戦略」などの上位側の話からするのが王道

だと思います。 

しかし、そこの説明から入ると、実務ベースの方にはなじみにくい方がいらっしゃるよ

うなので、このメルマガでの説明方針は、『実務者の机のまわり』の話から順にしていきま

す。 

 

下水道施設のアセットマネジメントとは？ （真面目な顔！！ キリッ！） 

ではなく、 

下水道施設のアセットマネジメントとは？ （おやつ時間の小休止） 

という感じなので、 

よろしく、ゆるく、お付き合いください。 

 

さて、『健全度』。 

 

長寿命化制度が始まり、その中で使用されている『健全度』という言葉は、かなり一般

的になってきました。 

 しかし、『健全度』という言葉のイメージが異なるため、かみ合わない議論をしている場

合も見受けられます。 

『健全度』のルールは色々ありますが、現在、下水処理場の業界で一般的なのは、簡単に

言うと、新品の『健全度』は５．０、劣化などで更新しなければならない状況のものが『健

全度』は２．０、という相対値で表現するものです。 

 たとえば、健全度３．５などという形で、資産やその部品の痛み具合を表現します。 

 

この『健全度』による資産の傷み具合の数値化により、以下のことができるようになり

ました。 

（１）土木や機械など職種に関係なく、同じルールで痛み具合を表現できるようになった。 

   専門外、他部署の人などに、背景知識が少ない状態でも、現状の資産の傷み具合 

などを伝えやすくなった。 

（２）『健全度』という客観的な数値化により、パソコンのなかで将来予測など、数値的な 

処理や統計的な処理が出来るようになった。 

そのことで、膨大な資産数を漏れなく一様に把握できるようになった。 

そのため資産全体の現状把握が容易になった。 

（３）投資判断の客観性、透明性が増した。 

良いことづくめのように見える『健全度』ですが、いろいろな種類の資産のいろいろな
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状態のものを、無理やり一つの数値の状態に当てはめているために、使用目的を明確にし

たうえで使用する必要があります。 

 

これはどのようなことを言っているかというと、たとえば中学のときの地理を思い出し

てください。 

 地球という球形の３次元のものを、地図という２次元の方法で表現するのに、ナントカ

図法というのがあったと思います。 

（右図は、WIKIPEDIA「地図投影法の一覧」より画像引用） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E6%8A%95%E5%BD%B1%

E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7 

 １．メルカトル図法 

よく見る長方形の地図。地球表面の角度は正確に表現。 

羅針盤航海には便利なので海図に利用。 

ただ面積は正しくなく、端っこの北極と南極が巨大に表現される。 

  

２．正距方位図法 

   円で表現して、図の中心から正しい方位と正しい距離を表現。 

飛行機の最短経路や方位がわかるので、航空図に利用。 

 

つまり、３次元の地球を、２次元では方位、角度、距離、面積のすべて

を完璧に表現はできないので、使用目的にとってナントカ図法を使い分け

ているということです。 

 

ここで『健全度』というものを見てみると、この数値は万能数値でなく、ナントカ図法

の表現手法のように、使用方法に得意不得意があります。 

『健全度』はＪＩＳなどで決められた絶対値ではなく、傷み具合を表現した相対値です。 

上記のナントカ図法に合わせて、『健全度』表現手法の特徴を書いてみます。 

 

 １．健全度表現手法 

   下水道資産の傷み具合を、各々、客観的に把握するために使用。 

全体資産と個別資産を相対的な数値で把握できるので、事業計画策定、包括委託、

第３者説明などに力を発揮。 

   実際の維持管理の現場では、『健全度』という数値を使って単純に資産保守（補 

修、交換など）することは多くない 

（『健全度』だけでは維持管理はできないし、更新計画も作れない） 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E6%8A%95%E5%BD%B1%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E6%8A%95%E5%BD%B1%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7


ＪＳ技術開発情報メール№.157                            禁無断転載 
下水道施設のアセットマネジメントとは？（その 2）掲載 

Copyright©2014日本下水道事業団技術戦略部 

 

 ２．専門表現手法（従来手法） 

   各職種の専門家が、それぞれの専門技術手法で、傷み具合を把握し、専門技術・ 

専門用語・専門判断で対応していく。 

その専門用語の傷み具合の判断で、現場での補修（対象、時期、範囲、内容など）、 

保守点検（頻度、項目、結果判断など）、運転管理（号機切り替え判断、負荷判 

断、外部環境の変化に対する最適運転判断）などに活用されていく。 

ミクロ判断ではそれなりに正しい判断が期待できる。 

同じレベルの知識や技術背景を持たない第３者には、その状態を伝えにくい。 

 

 

ナントカ図法の話は、わかりやすい例え話でなかった気もしますが、『健全度』は万能

数値でなく、表現の得意不得意があるということは、覚えておいてください。 

 

 

 また、よく混乱がある事例として、例を書きます。 

 傷み具合が目で見えない資産、たとえば『照明設備（管理棟）』の健全度が２．０と表現

されていたとします。これはどういう状態かというと 

 

 １）この照明設備が、点灯していない（壊れている） 

 ２）この照明設備は現在、正常に点灯しているけども、目標耐用年数を超え、 

たとえば設置から４０年経過している。 

 

のいずれかの形でも、一般的に健全度は２．０と表現されます。 
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【４】実際の下水道施設での更新計画策定のむずかしさ 

 

この章では『むずかしさ』を説明したいと思っているのですが、初心者向けと言ってお

きながら、筆力不足で『むずかしさ』ではなく『むずかしく』なってしまうかもしれませ

ん。最初に書いておきますが、申し訳ございません。 

 

さて、前号の説明で、アセットマネジメント手法での計画策定の話をしました。 

そこでは簡単に説明するために、更新費用の一つの山の山崩しの説明をしました。 

しかし、下水道施設での更新計画策定は、そんなに単純な話ではありません。 

なかなか一筋縄ではいきません。 

その下水道施設での更新計画策定の『むずかしさ』について、述べていこうと思います。 

 

（１）崩す費用の山は一つではない（平準化すべき山は山脈になっている） 

   下水道施設を建設していくには、下図の青色部分の、複数のいろいろな工種の 

工事を実施していきます。 

   土木の工事で、下水管を敷設したり、処理場の建物の地下部分を作ったり、建築

の工事で、処理場の建物の地上部分を作ったり、建築機械や建築電気の工事として、

建物内の空調換気、給排水、照明電話などを作ったり、プラント機械の工事として、

下水道処理施設の機能を果たすためのプラント機械が作ったり、プラント電気の工

事として、プラント機械を稼働させるための電気系統を作ったりします。 

   これらの工事を実施するために、上図の緑色で書かれている設計費用も必要です。 

 

   いったん、下水道施設ができると上図の黄色部分の補修・修繕費用であったり、 

  ピンク色の保守点検費用が継続的に必要になってきます。 

   多くの場合は、施設能力を増強する意味で追加工事が必要になり、施設の増設工

事があります。 

   また、そうこうしている間に、作った施設を更新する費用が出てきます。 

   

   上図は、主に下水処理場をイメージしていますが、下水管に関しても設備（機械・

電気）の要素がほとんどないだけで、同じように平準化すべき山は『山脈』です。 

 

   これらの複雑な費用の山を、適切に崩して平準化していく必要があります。 
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（２）下水道資産の耐用年数は土木建築系資産と、設備系資産とでは異なる。    

    土木建築系資産は大体５０～８０年くらいの更新頻度で、設備系資産は 

大体１５～３０年くらいの更新頻度です。 

この更新サイクルが違うので、資産のタイプにより、更新工事として発生して

くる山の時期が違います。 

 また、設備系資産で技術革新が多くあり、効率化、低コスト化が進んで行き、

処理フローが変わっていくこともあります。 

 そうなると、新技術を導入しようとすると、設備系資産の入れ物である土木建

築資産と、その中身の設備系資産の更新サイクルが違うことになるので、各更新

サイクルも勘案し、うまく全体の更新計画を立案する必要があります。 

 

（３）下水管の資産と、下水処理場の資産はタイプが違う。 

処理場・ポンプ場の資産はプラント系と呼ばれる資産なのに対し、下水管はネッ

トワーク系の資産と言われています。ただし、処理場・ポンプ場の資産が一律、プ

ラント系かというとそうではなく、プラント系に属していない、たとえば『扉』や

『屋根』などのような、個別の資産もあります。 

プラント系の資産は、その多くが資産の『親子関係』を持ちます。『親子関係』

では、『子』の資産の単独の更新はあり得ますが、『親』の資産を替えたら、『子』

の資産も巻き込まれて替えられることになります。 

これは最新の水量や汚泥量予測により、『親』の容量の変更があったり、技術革

新により『親』の仕様や機種の変更がある場合も多いからです。 

このプラント系資産は、予算のベースとの兼ね合いもありますが、『親』を踏ま

えた大きな塊（系列、水処理や汚泥処理などの種類、電気や機械などの職種など）

の『家族単位』で系列更新を考えていくのが、結果的にトータルで見たら安くなる

場合が多いです（リスクも考えると）。 

一方、下水管などのネットワーク系の資産は、ほとんどが同じ資産構成単位の繰

り返しです。更新はネットワークの『枝』に軽重をつけて、『枝単位』で更新を考

えていくことになります。 

また、下水管と下水処理場の資産では、その資産が設置されている場所が異なる

ために、『リスク』として考える対象と範囲も異なります。どっちをどのように重

く見るかは、上位の『目標』や『方針』や『戦略』に依って判断されます。 

 

（４）一つの資産が痛んだことに対応する、行動の選択肢が多い。 

   一つの資産が傷んだとき、維持管理の中での対応と、計画の中での対応との、 

どちらで対応にするかの判断が、単純でなく、なかなか難しい点があります。 

 

   初心者向けなのに、ちょっと細かい例を出して申し訳ないですが、ここでは大変

そうな雰囲気を感じていただければと思います。 

たとえば、あるポンプが異音を発し、流量が落ちてきている状態があったとしま

す。メーカーを呼んで確認してもらったら、直ちにどうこうということはないが、

ある主要部品が経年劣化してきたのが原因だということでした。いまのままでも、
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短期的な運転はできますが、消耗部品を交換すると、５年は正常状態で運転できる

状態に戻りそうです。 

健全度的には、その主要部品が健全度２．５～２．１くらいのイメージです。 

 この時、担当の方がとりうる対応が、いろいろ考えられます。 

（棒の長さが費用で、横軸の右方向が経過年数を表現しています） 

 

    ①維持管理の中で、単独費を使い、異常原因の主要部品を交換する。 

 

 

 

 

 

     

 

②維持管理の中で、単独費を使い、主要部品交換などして手間をかけるよりも、 

そう高価でもないポンプなので、そのポンプ全部を交換する。 

 

 

 

 

 

 

 

③維持管理の中で、単独費を使い、その消耗部品を交換し、とりあえず延命化 

し、更新の判断の先送りをする。特に他には何も考えない。 

 

 

 

 

 

 

     

④異音は気になるところではあるが、当面予算もないし、その消耗部品のみ 

交換する。ただ、このポンプを本格的に修繕する予算はないので長持ちさせ 

たい。よって、このポンプの運転負荷を落とし、これを完全予備機として位

置づけ、他の健常なポンプの運転負荷を増やす運転パターンに切り替える。     

 

 

 

 

主要部品交換

（単独費）

・・・・・・・・・・・・？

ﾎﾟﾝﾌﾟ全部交換

（単独費）

・・・・・・・・・・・・？

ﾎﾟﾝﾌﾟ消耗部品

交換（単独費）

・・・・・・・・・・・・？
たぶん、この時期までは持つ

ﾎﾟﾝﾌﾟ消耗部品

交換（単独費）

・・・・・・・・・・・・？
いつまで持つかわからないが、運転負荷を落とし、できるだけ持たせる
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⑤長寿命化制度を利用し、そのポンプの主要部品交換、またはポンプ全体の 

更新のうち、年価が安い方で申請し、対応する（補助金の活用） 

 

 

 

 

 

 

または 
 

 

 

 

 

 

     

      長寿命化制度を利用する場合は、単純リプレイスということはせず、交換

実施までに、対象資産を長寿命化計画に入れ込み申請（LCC 比較）→実施設

計→工事発注（製作、施工）などの手順を踏みますので、現場での交換実施

（資産か部品か）まで数年かかってしまうのが普通です。 

そのため、この事例で言えば、その時期までポンプの異常状態が我慢でき

ないならば、先に単独費でポンプ消耗品交換を行うことになります。 

 

⑥長寿命化制度を利用していこうかとも思ったが、そのポンプは脱水機などの

主要機器の大きなシステム構成をするポンプの一つであり、脱水機の更新が

５年後に予定されている。 

長寿命化制度を利用してしまうと、この脱水機の一式更新の時、処分制限

期間の関係から、補助金返還の話も出るので、③か④で対応し、脱水機一式

更新工事に絡めてこのポンプを更新する（補助金の活用） 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・？

ﾎﾟﾝﾌﾟ全部交換

（長寿－補助）

単独費

補助

計画策定
実施設計

製作・工事
の期間

主要部品交換

（長寿－補助）

・・・・・・・・・・・・？
計画策定
実施設計

製作・工事
の期間

脱水機更新

（補助）

異常を示しているポンプ

の費用部分

（脱水機と同じユニットで

一式更新）

脱水機の

計画策定
実施設計
製作・工事
の期間
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まだほかにも行動の選択肢はありそうですが、実際は人の体制や技術力などい

ろいろな事情がからみ、さらに複雑な選択枝のなかで、行動していくことになり

ます。このとき、どのパターンで行動していくかによって、上記のように費用が

発生する年度や額、費用の種類が変わってきます。 

 おそらく、今のアセットマネジメント技術（ミクロ視点）では、これらの選択

肢をまともに将来予測しようとすると、複雑なシナリオ選択肢になってしまい、

実質シミュレーションできません。 

今のミクロマネジメントの限界部分の一つかと思います。 

そして、このミクロマネジメントから出力された更新計画は、部分最適に近づ

くかもしれませんが、事業全体の最適解ではないかもしれません。 

アセットマネジメントをしていくためには、最終的には色々な切り口で、事業

全体を見据えるマクロな視点が必要です。 

 

先走って書いてしまいますが、この事例の正解は、多くの場合⑤か⑥です。 

水量や汚泥量の将来予測や、要部健全度から作った処理場全体の中長期計画（●

●年 1系水処理機械更新、▲▲年 1 系汚泥処理監視制御更新などのように、設備

系のざっとした『親子関係』の『家族』単位の 1 世代分の新設・更新計画）を踏

まえたうえで、いろいろな制度活用もにらみながら、維持管理の中での部品交換

や消耗品交換、長寿命化計画の策定などの判断をしていくことです。 

 

この例でわかるように、維持管理と計画策定は密接につながっています。これ

は「アセットマネジメント」の一つの重要なポイントです。これについては別の

ときに述べます。 

 

（５）更新を考えるとき、いくつかの資産をまとめ、一つの塊で考えることがある。 

下水道資産は、先ほど述べたように『親子関係』でつながっている場合が多い

ので、単品単品の資産の更新でなく、資産をユニット化して更新したほうが有利

な場合があります。 

   （４）で⑥の例のような、システムとして一体不可分というような意味で一体化

して一つの塊で見る場合もあれば、下水は常時流入してきていて工事がしにくい

場所もあるので、これらの場所にある資産は工事の施工単位を考え、一つの更新

単位の塊としてみる場合もあります。 

これらのように塊を作って更新を考える場合、土木や機械などの職種もまたが

って更新の単位とする場合も多く、業務上、それなりの調整作業が必要です。 
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（６）下水道は資産数が、とにかく多い。 

前回、述べたように、下水道資産は膨大な数になっています。これらの資産の 

状況を把握し、計画を作っていくのは大変です。 

 多くの場合、技術系の方は、『下水道事業の手引』の小分類、事務系の方は、 

地方公営企業法施行規則の耐用年数表の区分から下水道資産をとらえます。 

 それはその表に、重要な『年数ルール』の情報がぶら下がっているからです。 

 ただ、これらの表を活用したら、資産の分類はわかるのですが、たとえば『蛍光 

灯』という資産を 1 灯で１資産と見るのか、１工事分の『蛍光灯』を１資産と見る

のかまでは、明確にはわかりません。 

 資産数の多さは、アセットマネジメントや資産管理の各段階での煩雑さに直結し 

ますので、極力、扱う資産数は減らしたいところです。 

ＪＳでは業務上、資産の拾い方について内部で標準化し、今の分類表のルールで、

できるだけ大き目の資産単位で拾おうとしていますが、それには限界もあります。 

 

   ここで、多い、多いと連呼してもイメージがわきにくいと思いますので、イメー

ジを伝えるため、丼勘定で資産数を書いてみましょう。 

ＪＳで作っているＡＭＤＢ（アセットマネジメントデータベース）というデータ

ベースがあるのですが、この開発の際に、最大可能性データ量（資産数）を把握し 

ようと思って、日本の下水処理施設の資産数の概数を計算してみたことがあります。 

 ちょっと大目に書いています。 

  

下水処理場２２００箇所×処理場平均で１５００資産（経験上数値）＝ ３３０万資産 

ポンプ場３６００箇所（下水道統計）×ポンプ場平均で１５０資産（経験上数値） 

＝  ５４万資産 

下水管４６万ｋｍ×４０資産（経験上 1000ｋｍで４万資産くらい） ＝１８４０万資産 

 

下水管のｋｍ当たりの資産数は、マンホールの存在密度によって変わってしまうので、

相当違いますが、合わせると、だいたい２０００万資産。 

 

・・・これは、途方にくれる数です。 

２０００万と言えば、オーストラリアの人口と変わりませんね。 

整理していくだけでも、大変なコストがかかりそうです。その整理作業に各種マネジメ

ントとして本質的な意味があるかと問われれば、ちょっと微妙な感じもします。 

 

ただこれらの資産数のうち、下水処理場やポンプ場の資産では、土建・建築付帯資産が

７～８割占めているのが実態ですから、本質的にアセットマネジメントで検討していくべ

き資産は、分類表が変われば、実は相当減らせそうです。 

下水管の資産も、マンホールとマンホールをつなげるスパン単位が今の１資産の単位で、

これにプラスして、それぞれの蓋などを別資産としてカウントしていくのでこの資産数で

すが、先ほどの話の『枝単位』、もしくは何かそれより小さい単位の『小枝単位』くらいで

資産のカウントができれば、資産数は相当減りそうです。 
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（７）下水道施設は受身の施設であり、施設の将来計画を意識して更新 

   

 下水処理施設は、流入下水に対して受身の施設であり、計画規模の増減を意識して 

更新して行く必要があります。 

計画規模の変化の方向性により、当然、同規模同仕様の単純更新ばかりでなく、 

新技術や設備能力の増減などの検討も含めた、更新をしていくことになります。 

   一昔前のように、一本調子で伸びていく水量（汚泥量）予測は、最近はほとんど 

ありませんから、下水特有の負荷変動の振れ幅を考え、将来も見据え、必要な大きさ

を想定しつつ更新計画を作ることになります。 

 

 

 以上、なかなか複雑です。 

 

 

今回は、『健全度』の概念と、『下水道更新計画のむずかしさ』を、長々書いてきまし

た。ちょっと個人意見が過ぎましたので、その辺はつまんでポイしていただければと思

います。 

 

まだ、マネジメントのＰＤＣＡサイクルのＰの部分の話しかしていませんが、次回も

まだＰの話が続きます。 

 

 

次号は、 

 

『長寿命化計画策定、ストックマネジメント手法での更新計画策定、アセットマネジメン

ト手法での更新計画策定の違いと実際』 

 

の話から進めていこうと思います。 

 

 

 

 

※公式な話ばかりしてしまうと、堅苦しい内容でわかりやすくお伝えできないので、な

るべく概要をお伝えするために、個人的な考えなども織り込んでおります。 

組織の公式見解というというものではありませんので、その旨どうかご斟酌下さい。 

 

 

東日本設計センター調査役（アセットマネジメント） 川上高男 


