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下水道の地震対策技術検討に
関する研究
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はじめに

下水道は重要なライフラインの一つであり，下水道
施設の被災は，トイレが使用できない等で住民生活に
直接大きな影響を与えるばかりでなく，生活空間での
汚水の滞留や未処理下水の流出に伴う公共用水域の汚
染による伝染病の発生，雨水排水機能等の喪失による
甚大な浸水被害の発生等，多くの住民の生命・財産を
危険にさらす重大な二次災害を発生させる。
下水道における地震対策は，兵庫県南部地震を契機
とし，下水道施設の耐震化をはじめ，体制面の対策を
含めて推進されてきているものの，依然として多くの
地方公共団体においてその取組みが進まない状況であ
る。そうした中で2004年10月に発生した新潟県中越地
震は，大規模な被害を下水道施設にもたらした。
現在，中央防災会議では東海地震や東南海・南海地
震をはじめとして，いつ発生してもおかしくない大規
模地震を想定した地震対策について検討が進められて
いるところである。さらに，近年，大規模地震が頻発
しており，このような地震はいつでもどこででも起こ
りうる問題として対応を図る必要がある。そのため，
新設の構造物に対しては1997年指針に沿って耐震化す
ることは当然として，既存施設の耐震化を促進するこ
とが喫緊の課題と考えられる。
本研究は，新潟県中越地震による下水道施設の被災
を踏まえて実施したもので，昨年度の「’04 下水道新
技術研究所年報 2/2巻」においては，その被害状況の
総括と，そこから得られた知見をもとにした新設施設

に対する地震対策について報告したところである。本
年度は，既存下水道施設の耐震化状況を踏まえた地震
対策の考え方について報告する。
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地震対策を進めるにあたっての
基本的考え方

2.1 構造面での耐震化とトイレ使用の確保
国民の生命と財産を守るとともに，地震後の応急対
策活動に重大な影響が生じないよう，個々の施設の構
造面での耐震性の向上を図るとともに，トイレの使用
の確保に向けた所要の施設を整備すること（防災）を
地震対策の基本とする。
膨大な既存施設の耐震化については，地震時におい
て下水道が有すべき機能の必要度や緊急度に応じ，耐
震補強等により早急に耐震化を図るもの，改築・更新
に合わせて耐震化を実施するもの等，優先順位を明確
にして，耐震対策を実施する必要がある。
2.2 被災時の暫定的対応
防災を基本とするが，一方で大規模地震がいつ発生
してもおかしくない状況にあることから，たった今地
震が発生して下水道施設が被災した場合を想定して対
応策を講じておくことも重要である。下水道施設の被
災の影響を最小限に抑制し，速やかな復旧を可能にす
るための暫定的対応（減災）について緊急的な取組み
を実施する必要がある。
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2.3 ハード整備とソフト対策の一体化
上記のような防災・減災対策と合わせて，災害支援
ルールの策定や実践的な震災訓練の実施等，ソフト対
策の充実を図り，ハード整備とソフト対策が一体とな
った地震対策を推進する必要がある。

特に，多数の避難者等が集まる避難所，学校，病院・
医療施設等の防災拠点がある地域においては，
し尿の排
除が速やかに行わなければ，
伝染病の発生等の公衆衛生
上の重大な影響も懸念されるため，
これらの地域におい
て早急に所要のトイレを使えるようにする必要がある。

2.4 地震時において下水道が有すべき機能
下水道は重要なライフラインの一つであり，その被
災は住民生活等に大きな影響を与えるだけでなく，他
のライフラインや応急対策活動にも支障を及ぼす。
地震時において下水道が有すべき機能は，住民の視
点に立って，
「生命を守る」という観点から以下のよう
に考えるべきである。
2.4.1 公衆衛生の保全
汚水管路施設の流下機能が喪失すれば，生活空間に
汚水が滞留したり，地下水を汚染したりするおそれが
ある。また，処理施設の処理機能が喪失すれば，未処
理下水の流出により公共用水域を汚染するおそれがあ
る。このような場合，伝染病の発生等健康に係わる公
衆衛生上の問題が懸念される。とりわけ，水道水源上
流の公共用水域の汚染は，水系感染症の集団発生等，
重大な影響が懸念される。
したがって，病害虫等が発生しやすい高温期の地震
発生を想定し，被災時においても，公衆衛生上の問題
を防止するための処理機能や生活空間から速やかに汚
水を排除するための機能を確保することが必要である。
特に，下流域の水道水利用や水産資源を介して公衆
衛生に重大な影響を及ぼすと考えられる処理施設の沈
殿処理や消毒処理，避難所，学校，病院・医療施設等
の防災拠点から発生する汚水の排除といった機能は被
災時にも確保される必要がある。

2.4.4 応急対策活動の確保
マンホールの浮き上がりや管路の損傷に伴う道路陥没
による交通障害は，被災者の救助や避難所の救援活動に
支障をきたすとともに，復旧作業にも支障をきたし，下
水道を含むライフラインの復旧を遅らせるおそれがある。
特に，緊急輸送路等に管路施設を埋設している地域
において，重大な交通機能への障害を生じさせないよ
うな措置を早急に講じる必要がある。

2.4.2 浸水被害の防除
梅雨や台風シーズン等の降雨期に，雨水ポンプ場，
雨水管路施設の排水機能や流下機能が喪失すれば，避
難所等を含む生活空間に甚大な浸水被害が発生し，住
民の生命や財産を危険にさらすおそれがある。
したがって，浸水被害の発生しやすい多雨期の地震
発生を想定し，地震時においても，浸水被害から生命
を守るための機能を確保することが必要である。
特に，避難所，学校，病院・医療施設等の防災拠点
での雨水の排除は早急に実施される必要がある。
2.4.3 トイレの使用の確保
汚水の流下機能が喪失することによりトイレの使用
が困難な状況が生じ，高齢者をはじめ地域住民の日々
の生活に深刻な影響を及ぼすおそれがある。

2.5 防災目標
耐震性の向上等の防災に向け，地震時において下水
道が有すべき機能の必要度や緊急度に応じて，段階的
に長期，中期及び緊急の目標を設定する。
2.5.1 長期の目標
今後増加する改築・更新の時期に合わせて，確実に
以下に示す耐震性能を確保するものとする。
(１) 管路施設
レベル１地震動に対して，重要な幹線等・その
他の管路とも設計流下能力を確保する。
レベル２地震動に対して，重要な幹線等につい
ては，震災時においても流下機能を確保する。
(２) 処理場・ポンプ場
レベル１地震動に対して，構造物に損傷を生じ
させないものとし，
本来の機能確保を原則とする。
すなわち，処理場においては揚排水機能，高級処
理機能，汚泥処理機能を確保し，ポンプ場におい
ては揚排水機能を確保する。
レベル２地震動に対して，ある程度の構造的損
傷は許容するが，構造物全体としての破壊を防ぐ
とともに，一時的な停止はあっても復旧に時間を
要しないものとする。
2.5.2 緊急の目標
地震時において下水道が有すべき機能の必要性や緊
急性から，処理場の沈殿処理施設や消毒処理施設等，
緊急的に耐震性の向上を図るべき施設について，耐震
補強等の耐震化を行い，流下機能や処理機能・消毒機
能という基本的な機能を確保するものとする。
(１) 管路施設
処理場と災害対策本部施設（役場等）や特に大
規模な広域避難所等の防災拠点をつなぐ管路の流
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下機能を確保するとともに，軌道や緊急輸送路等
下の埋設管路の被災により通行止め等の重大な交
通障害を及ぼさないよう，これらの管路について
耐震補強を行う。また，既存の増補管等を有効に
活用したネットワーク化等のシステム的な対応を
行い，流下機能の耐震性を向上する。
(２) 処理場・ポンプ場
処理場については，沈殿処理機能及び消毒処理
機能が確保できるよう所要の施設の耐震補強を行
い，耐震性を向上する。また，火災や爆発のおそ
れ，劇薬，有毒ガスの流出するおそれがある設備
の耐震補強を行い，耐震性を向上する。
ポンプ場については，処理場と災害対策本部施
設（役場等）や特に大規模な広域避難所等の防災
拠点をつなぐ管路に接続する汚水ポンプ場の耐震
補強を行い，揚排水機能の耐震性を向上する。ま
た，雨水ポンプ場の耐震補強を行い，揚排水機能
の耐震性を向上する。
さらに，処理場，ポンプ場の構造物のうち，倒壊
等により交通障害等の社会的影響を与えるおそれ
がある構造物の耐震補強を行い，耐震性を向上する。
(３) トイレ
地域防災計画に位置付けられた仮設トイレの汚
水受け入れ施設を整備する等，避難所等の防災拠
点におけるトイレの使用を確保する。
2.5.3 中期の目標
緊急の目標に対する耐震対策との連携を図りつつ，
長期の目標に向けて，改築・更新時期を待たずに優先

的に耐震化を図るべき重要な施設について，耐震補強
等により耐震性の向上を図るものとする。
緊急の目標に対する耐震対策と合わせて実施するこ
とが効率的かつ効果的な施設の耐震化や比較的長い整
備期間を要する大規模な施設の整備等，緊急の目標期
間を含む10年程度以内を目標期間とする。
(１) 管路施設
緊急の目標で対象としていない重要な幹線等に
ついて耐震補強を行うとともに，幹線管路の二条
化や処理場間のネットワーク化等のシステム的な
対応により，
下水道システム全体の柔軟性を高め，
流下機能の耐震性を向上する。
(２) 処理場・ポンプ場
処理場については，高級処理機能が確保できるよ
う所要の施設の耐震補強を行い，耐震性を向上する。
また，緊急の目標で対象としていない汚水ポン
プ場については，耐震補強により揚排水機能の耐
震性を向上する。
緊急及び中期の目標を整理して表－１に示す。
2.6 減災目標
防災目標を勘案しつつ，被災時の暫定的対応が直ち
に着手できるよう減災対策を緊急的に実施する。すな
わち，被災時の暫定的対応を想定し，その対応方法を
定め（下水道減災対策計画）
，あらかじめ措置すべき必
要な対策を行う。また，下水道台帳の電子化やバック
アップの確保等被災状況の迅速な把握に必要な対策等
のソフト対策も重要である。

表－１ 緊急及び中期の目標
対象施設

管路施設

処 理 場

ポンプ場
ト イ レ

緊 急 の 目 標
①

処理場と重要な防災拠点をつなぐ管路の流下機能の確保

②

軌道・緊急輸送路等下の埋設管路の被災による重大な交通障害の防止

③

既存施設を活用したネットワーク化等による流下機能の耐震性の向上

①

揚排水機能，沈殿処理機能，消毒処理機能の確保

②

火災や爆発等のおそれのある設備の耐震化

③

倒壊等により重大な影響を与える施設の耐震化

①

上記の管路施設に接続する汚水ポンプ場の揚排水機能の確保

②

雨水ポンプ場の揚排水機能の確保

③

倒壊等により重大な影響を与える施設の耐震化

①

防災拠点におけるトイレの使用の確保

中 期 の 目 標
①

左記以外の重要な幹線等の流下機

②

システム的な対応による下水道シ

①

高級処理機能の確保

①

左記以外の汚水ポンプ場の揚排水

能の確保
ステム全体の柔軟性向上

機能の確保
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地震対策の促進に向けた取組み
可とう性継ぎ手

3.1 防災対策の例
3.1.1 緊急の目標に対する耐震対策
(１) 管路施設（目標：下水の流下機能及び緊急輸送
路の確保）
① マンホールと管路との接続部における可とう性
継ぎ手の設置（図－１参照）
② 他の地下埋設物工事も視野に入れた埋め戻し土
の液状化対策の実施（図－２参照）

消毒施設
（塩素混和池）

沈砂池
最終
沈殿池

放流渠

最初
沈殿池

反応タンク

流入渠

図－３ 流入渠から放流渠に至る池構造物の
接続部における可とう性継ぎ手の設置

伸縮・変位量大

図－１ マンホールと管渠との接続部における
可とう性継ぎ手の設置
埋戻し土の締固め

砕石による埋戻し

埋戻し土の固化

良質土で締固め（締固め度 90％以 地下水位以深を透水性の高い材料 地下水位以深をセメント固化改良
上）ながら，埋め戻す。
（砕石）で埋戻す。
土等で埋戻す。

図－４ エキスパンションジョイントの耐震化
増し打ちによる補強

固化改良土
砕石

耐震壁新設

鉄骨ブレース新設

増し打ちによる補強
鉄骨ブレース

新設壁

ハンチに
よる補強

図－２ 他の地下埋設物工事も視野に入れた
埋め戻し土の液状化対策
(２) 処理場・ポンプ場（目標：処理機能等の確保）
① 流入渠から放流渠に至る池構造物の接続部にお
ける可とう性継ぎ手の設置（図－３参照）
② 池構造物の機能確保のためのエキスパンション
ジョイントの耐震化，耐震壁やブレースの増設
（図－４，５参照）
③ 管理棟等建築物の耐震補強のための耐震壁やブ
レースの増設（図－５参照）
④ 護岸対策や地盤強化策等の側方流動対策（側方
流動のおそれがある場合）
（図－６，７参照）
⑤ 被災の程度に応じて処理レベルを変更できるよ
う，処理施設間（例えば，沈砂池・ポンプ施設と塩
素混和池）を結ぶバイパス水路の設置（図－８参照）
⑥ 可とう性継ぎ手の設置（異なる構造物間をつな
ぐ配管，構造物の継ぎ目を通る配管等）
，構造物と
の一体化，被害の拡大防止のための緊急停止等，
機械電気設備の耐震対策（図－９参照）
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図－５ 耐震壁・ブレースの設置

改良前護岸法線
パラペット

改良後護岸法線

中詰石

処理場用地の護岸補強例
（護岸外側に鋼管矢板を打設）

鋼管矢板

図－６ 護岸対策による側方流動対策
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分配槽

重要構造物周辺の地盤改良例
（深層混合処理工法による地盤改良）

ａ）異なる構造物をつなぐ配管

図－７ 地盤強化策による側方流動対策
最初沈殿池＋反応タンク＋最終沈殿池バイパス

沈
砂
池

最
初
沈
殿
池

反
応
タ
ン
ク

最
終
沈
殿
池

消
毒
施
設

反応タンク＋最終沈殿池バイパス

放流渠

消毒施設

バイパス水路

最終沈殿池

ｂ）構造物の継ぎ目を通る配管
管理棟

図－９ 配管での可とう性継ぎ手の設置

反応タンク

自家発棟

最初沈殿池

流入渠

沈砂池ポンプ棟

3.2 減災対策の例
・処理場・ポンプ場（目標：処理機能等の確保）
施設の弾力的運用が難しい場合，仮設の沈殿池及び
塩素混和池の設置について，設置場所や設置方法の想
定及び必要な資機材（可搬式ポンプ，仮配管，遮水シ
ート等）の調達方法の確保又は備蓄（図－10参照）

汚泥処理棟

バイパス水路

図－８ 処理施設間を結ぶバイパス水路の設置
3.1.2 中期の目標に対する耐震対策
中期の目標が対象とする施設の耐震化に向け，緊急
の目標に対する耐震対策と同様の対策を講じる他，下
水道システム全体の耐震性の向上に向けた二条化，バ
イパスルートの確保等のネットワーク化やバックアッ
プ対応等のシステム的な対応を実施する。これらのネ
ットワーク施設やバックアップ施設の整備にあたって
は，合流式下水道の改善対策や浸水対策，高度処理，
処理場の改築・更新等に必要な施設の整備計画と整合
を図り，効率的，効果的に施設を活用することが重要
である。
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研究成果の展開

平成16年10月の新潟県中越地震発生後間もない平成
16年11月に「下水道地震対策技術検討委員会（委員長：
田中和博日本大学教授）
」が設置され，平成17年８月に
「下水道地震対策技術検討委員会報告書」が提言され
た。この報告書は，
「第Ⅰ編 新潟県中越地震の総括と
新設施設の地震対策への提言」と「第Ⅱ編 地震対策の
現状と既存施設の地震対策への提言」で構成されてい
る。昨年度の報告内容は第Ⅰ編に，本年度の報告内容
は第Ⅱ編にそれぞれ反映されている。
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仮設管渠（ブレードパイプ）

仮設沈殿池
仮設水路

仮設管渠

処理場と仮設処理場全景

仮設塩素混和池

固形塩素の供給

仮設沈殿池（手前）
・仮設塩素混和池（右）

図－10 仮設処理施設の設置例

5．

おわりに

下水道における地震対策は，兵庫県南部地震以来推
進されてきているものの，多くの自治体において管路
及び処理場・ポンプ場とも既存施設の耐震化は十分に
は進んでいない。このような状況では，たった今大地
震が発生した場合に，住民の生命・財産を守る準備が
十分になされているとは言えない。そのため，既存施

●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一部総括主任研究員
研究第一部研究員

堀江 信之
増田 隆司
飯田 和輝

設の耐震対策は緊急に実施するべきであるが，膨大な
数の施設の対策には一定の時間が必要である。
そこで，地震時にも下水道が有すべき機能の必要度
や緊急度に応じて，時間軸を考慮した地震対策を実施
する必要がある。その際，構造面での耐震化を図る「防
災」
，被害を最小限に抑制する「減災」の考え方を導入
し，対策手法を検討することが重要である。

●この研究に対するお問い合わせは
研究審議役兼研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部研究員

－43－
－118－

藤木
修
増田 隆司
宮瀬 文裕

