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ネットワークを考慮した
下水道機能確保のための
計画策定に関する共同研究
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Ａ市の下水道事業は歴史が古く，明治 41 年の事業
着手，昭和 5 年のＡ及びＢ水処理センターでの下水
処理開始を経て，その後現在まで鋭意整備が進めら
れてきた。膨大な数の下水道施設の中には，すでに
耐用年数を超過した施設も含まれており，老朽化し
た施設を中心に順次改築を行っていく必要がある。
しかしながら，対策が必要な施設数の多さや用地の
制約など，さまざまな課題を抱えている状況にある。
一方で，Ａ市が位置する地域では，東海地震や東
南海地震等の発生及びそれによる甚大な被害が予想
されており，下水道施設に関しても早急に耐震性を
向上させる必要性が高い。しかしながら，それには
膨大な時間，費用が必要であり，すべてを満足する
ことは現実的に困難である。
そこで，本研究では，Ａ市の水処理センター14 ヵ
所，汚泥処理場 3 ヵ所を対象とし，大規模地震によ
る被災時においても各施設で最低限の機能を確保す
ることを目的に，下水道施設間のネットワークの考
慮及び先ごろ発生した東日本大震災での教訓を考慮
反映させた減災対策の方法等について検討した。
そこでは，｢ネットワークを考慮した下水道施設の
耐震性向上のための計画策定に関する共同研究
H20・H21（以下，既計画と示す）｣，Ａ市上下水道局
地震対策事業継続計画等の他計画と整合を図った。
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本研究は，Ａ市と（財）下水道新技術推進機構が
共同で実施した。

３.����
本研究では，主に以下の項目について検討を行っ
た。
①機械・電気設備のアンケート調査
機械・電気設備の耐震対策状況，及びＡＨＰ（階
層分析法）における調査項目間の重要度に関するア
ンケート調査の実施，結果の分析・評価を行った。
②被害状況の推定
被災直後の水処理センター，及び汚泥処理場に残
る処理能力（残存能力）を推定した。
③貯留施設等の代替施設を活用した水処理センター
の機能確保
市内に点在する貯留施設，連絡管を対象に，被災
時の暫定的活用の可能性について検討した。
④汚水ネットワーク導入の可能性
既設管渠によるネットワーク，及び将来的に整備
予定の貯留管によるネットワークについて検討した。
⑤水処理センター機能確保の対応メニュー
水処理センターの機能確保を行うためのメニュー
（既存の用地・施設を活用した簡易処理等）を整理
し，総合的な対策を立案した。
⑥汚泥処理施設の機能確保
集約汚泥処理場の被害状況，汚泥輸送管の耐震化
の推移等を踏まえ，市全体としての汚泥処理機能確
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保の方法について示した。
⑦下水道における災害対策のあり方に関する検討
ケーススタディにて，地震・津波の被害想定を行
い，今後実施が望まれる対策方法を明らかにした。

耐震対策実施状況を相対評価することができた。図
に例示した 5 ヵ所の中では，Ｄ水処理センターの耐
震性が最も悪い状態である。
耐震性

４.��結果
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4.1 機械・電気設備のアンケート調査
4.1.1 アンケート調査の目的
対象施設の機械・電気設備の耐震対策実施状況を
把握するために，アンケート調査を実施した。
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4.1.2
アンケート調査の方法の概要
アンケート調査の概要を以下に示す。
(1) 機械・電気設備を対象としたアンケート調査項
目は，既存指針等を基に，13 項目を選定した。
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図－１ 機械・電気設備の耐震対策実施状況の
●●●●評価値 ※耐震性の悪い 5 ヵ所について例示

基礎ボルト部材の耐震性
防振装置用耐震ストッパの設置
転動防止用耐震ストッパの設置
ＦＲＰ製タンク及びＰＥ製樹脂
タンク等の耐震性
配管の支持材の設置
伸縮可とう管の設置
緊急遮断弁の設置
防液堤の設置及び適正な容量の確保
中和装置の設置
ユーティリティ（燃料，冷却水など）
の確保
主ポンプの芯ずれの有無
地震時の自動停止システムの有無
目地からの漏水により水没する恐れの
ある機械・電気設備の有無

4.2 被害状況の推定
4.2.1 残存能力の推定方法
残存能力（被災直後の処理能力）は，下式により
推定した。
被災時の残存能力 ＝
被災前の能力 ×（１－ 機能損失率）
ここで，機能損失率は 1.0,0.5,0.0 のいずれかと
した。対象施設ごとの機能損失率は，土木施設の機
能損失率と機械・電気設備の機能損失率を対比し，
値が大きいものを採用した。

(2) 上記の 13 項目について，今回設定した判定基準
に基づき，3 段階の判定（○・△・×）による回答
をして頂いた。回答者は，各施設を維持管理してい
る専門技術者である。
(3) 13 項目それぞれの重要性について，一対比較を
して頂いた。これを基に，ＡＨＰ（階層分析法）に
より調査項目間の重みを設定した。

【土木施設の機能損失率】
既計画にて方法を確立した簡易耐震診断 ※による
評価値を基に設定した。
※水処理センターは H20 に実施，汚泥処理場は H22
に実施した。
【機械・電気設備の機能損失率】
今回実施したアンケートによる耐震対策実施状況
の評価値を基に設定した。

4.1.3 結果の分析
アンケート結果を点数化し，機械・電気設備の耐
震対策実施状況を中分類ごとや水処理センターごと
に集計し，評価を行った。
図－１に評価結果の一例を示す。対象とした 14
ヵ所の水処理センターについて，機械・電気設備の

4.2.2 水処理センターの残存能力の推定結果
上記の推定方法により，被災直後の水処理センタ
ーの残存能力について示す（図－２）。この棒グラフ
の着色部が残存能力を表す。なお，残存能力は，土
木施設のみを対象とした場合よりも，機械・電気設
備まで考慮した方が小さくなった。
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4.2.3 汚泥処理場の残存能力の推定結果
水処理センターと同様に，被災直後の汚泥処理場
の残存能力について示す（図－３）
。
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※能力は，簡易処理能力である。

図－２

残存能力の推定結果の一例
／Ｎ水処理センター
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※能力は，濃縮，脱水，焼却それぞれで算出した値
の最小値である。

図－３

4.3.2 代替施設による機能確保の方法
本研究では，被災時にも最低限確保すべき簡易処
理機能，及び送水（ネットワーク）機能を下記の代
替施設によって行うものとした。
代替施設を活用したネットワークによる機能確保
のイメージを図－４に示す。また，代替施設を活用
した簡易処理，送水（ネットワーク）機能について，
以下に示す。
①簡易処理機能
⇒ 箱型貯留施設，水処理センターを活用
本研究では，水処理センターでの簡易処理以外に，
箱型貯留施設での簡易処理について検討した。
被災時に，箱型貯留施設に流入した汚水を，そこ
で沈殿・消毒処理して放流することにより，同処理
区内の下流側に位置し，能力が不足する水処理セン
ターへの流入水量を低減できる。
なお，この方法は，能力が不足する処理区のみな
らず，能力に余裕がある処理区においても実施し，
水処理センターに他から汚水を受け入れるために，
余力をさらに確保することも考えられる。
②送水（ネットワーク）機能
⇒ 管渠型貯留施設，連絡管，管渠網
本研究では，水処理センター間の汚水ネットワー
クを行うために，管渠型貯留施設（貯留管）
，連絡管，
管渠網の活用について検討した。
※ネットワークによる機能確保に関しては，次節において

残存能力の推定結果の一例
／Ｏ汚泥処理場

も取り上げる。
放流先
河川

汚水の一部は，処理・
放流できる可能性あり

貯留施設等の代替施設を活用した水処理セン
ターの機能確保
4.3.1 代替施設の状況
被災時に処理能力が不足する水処理センターの機
能を代替する施設として，箱型貯留施設や管渠型貯
留施設（貯留管）
，連絡管，管渠網を検討対象とした。
本研究では，概ね 20 年以内（平成 42 年まで）に供
用開始が計画された施設を対象とした。
また，検討対象とした代替施設に関する主な特徴
を 2 点示す。
①整備時期ごとの代替施設の状況
整備時期によって，活用できる代替施設の状況が
異なる。活用の可能性がある代替施設は，現況では
10 ヵ所であるが，20 年後には 23 ヵ所まで増加する。
②貯留施設の分布
貯留施設は，市の西部や中心部（合流区域）に分
布し，市の東部（分流区域）には分布していない。

× Ｔ

4.3
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処理区

近隣に代替施設が
無いため，オンサ
イト対策を実施

貯留施設の対象区域
(流入区域)

× Ｔ

箱型貯留施設
にて簡易処理

×
能力��
あり

Ｔ ×

上流で貯留施設分の汚水が
カットされるため，流入水
量が少なくなる。

図－４

貯留管，連絡管に
より汚水をネット
ワーク

Ｔ

水処理センター
にて簡易処理

代替施設を活用したネットワークによる
機能確保のイメージ
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4.4 汚水ネットワーク導入の可能性
Ａ市における別途関連計画（改築更新基本計画，
合流改善基本計画等）を勘案し，中長期的な視点も
加えた上で，既設及び新設による汚水ネットワーク
導入の可能性について検討した。
4.4.1 既設を活用したネットワークの検討
(1) 既設汚水管の活用
既設の合流管，分流汚水管を活用した汚水ネット
ワークの可能性について示した。
既計画においても，既設汚水管によるネットワー
クの検討を行っている。そこでは，処理区界を横断
する管渠に着目し，既設汚水管を暫定的に活用した
ネットワークを模索した。その結果，Ｆ水処理セン
ターからＪ水処理センターのネットワークが可能で
あることが確認できている。
また，本研究では，処理能力が不足する処理区に
おいて，不足量の一部を他処理区へ振り替える方法
について整理した。この方法は，被災時に人孔部等
での各種操作が必要となるが，不足量の解消に一部
寄与できることが示唆された。
(2) 他の既設管の活用
汚水管以外に，水処理センター間を繋ぐ汚泥輸送
管や再生水管により汚水を送水する方法についても
検討した。しかしながら，これらの活用による機能
確保は，いずれも現実的な方法ではないものと判断
した。

4.5 水処理センター機能確保の対応メニュー
水処理センターの機能確保を行うための各種対応
メニューについて整理した。
4.5.1 既存用地を活用した暫定的な簡易処理
既存用地の活用可能スペースにおける暫定的な簡
易処理の可能性について検討した（図－５）。これは
素掘りの池において，沈殿及び消毒処理を行うもの
である。
その結果，処理能力が不足する水処理センターの
うち，3 ヵ所では不足量の全部，1 ヵ所では不足量の
一部が解消可能であることが確認できた。
なお，この方法を実施するためには，資機材（ポ
ンプ，配管，固形塩素等）の準備，汚泥排出作業が
必要となる。
活用可能スペース
沈砂池・ポンプ室

（沈殿・消毒）

放流先

他の将来計画を考慮したネットワークの
検討
将来的に新設するネットワーク管は，複数の目的
を兼ね備えた多機能な施設とすることが望ましい。
そこで，別途策定されている改築更新基本計画にお
ける連絡管，合流改善基本計画における貯留管の整
備ルートの確認等を行った。
その結果，被災時に処理能力が不足する水処理セ
ンターから，処理能力に余裕がある水処理センター
までのネットワークの可能性が考えられる組合せが
2 ヵ所確認できた。
これらはいずれも地形的に下流側から上流側への
送水の組合せであった。改築更新や合流改善等の平
常時の活用を優先すると，多機能なネットワーク管
は，平常時には順勾配で送水，非常時には逆勾配で
水頭差により送水することが一案として考えられた。
ネットワークの計画送水量や平面・縦断計画等の
具体的検討については，今後の課題である。

河川

4.4.2
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図－５

4.5.2

既存用地を活用した暫定的な簡易処理
／Ｍ水処理センター

反応タンク・最終沈殿池を活用した暫定的な
簡易処理
既計画からの一連の共同研究においては，被災時
にも最低限簡易処理機能を確保することを目標とし
ているため，最初沈殿池を主な検討対象としてきた。
被災時に，より多くの簡易処理能力が確保出来るよ
うに本研究では，被害が小さい，あるいは被害が無
い反応タンクや最終沈殿池における暫定的な簡易処
理の可能性について検討した（図－６）。
その結果，処理能力が不足する水処理センターの
うち，3 ヵ所では不足量の全部，1 ヵ所では不足量の
一部が解消可能であることが確認できた。
なお，この方法を実施するためには，前述の既存
用地の活用と同様，資機材の準備や汚泥排出作業が
必要となる。
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活用可能な反応タンク・最終沈殿池（被害なし）

そこで，既計画において選定した“後付式伸縮可
とう継手の設置”による対策について示した。
(1) 対策方法の概要
後付式伸縮可とう継手は，既設構造物の目地部分
にアンカーボルトで取り付ける構造であり，地震に
より目地が開いても，そこからの漏水を防ぐことが
出来るものである。設置に際しては，既存の機械設
備や配管類が支障になる場合がある。
なお，この方法は，汚水の流下機能の確保を目的
に行うものであり，施設の耐震性を向上できるもの
ではないため，抜本的な対策が別途必要である。
(2) 設置箇所
後付式伸縮可とう継手は，簡易処理を行うために
必要な施設の目地部分を対象に設置するものとし，
その設置延長，及び工事費の概算を行った。
設置位置の一例を図－７に示す。

→ 簡易処理の実施

活用不可能な反応タンク・最終沈殿池（被害あり）

図－６

反応タンク・最終沈殿池を活用した
暫定的な簡易処理／Ｇ水処理センター

4.5.3 後付式伸縮可とう継手の設置
大規模地震の発生に備えて早急な対策が必要であ
るが，既存の代替施設等による機能確保が困難であ
る場合には，オンサイトでの事前対策の実施が考え
られる。

図－７

4.5.4 まとめ
前節までの検討結果を踏まえ，水処理センターの
機能確保の方法を整理した。処理能力が不足する水
処理センターそれぞれにおいて，複数の対策方法案
がある場合には，既設を活用した対策，オンサイト
での対策を優先的に考慮した上で，現実性が高いと
考えた対策を選定した。

後付式伸縮可とう継手の設置位置／Ｍ水処理センター
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4.6 汚泥処理施設の機能確保
4.6.1 汚泥輸送ルートの耐震性評価
Ａ市の汚泥処理は，15 ヵ所（現状）の水処理セン
ターからの発生汚泥を 3 ヵ所の汚泥処理場に圧送・
集約して処理を行っている。その間の汚泥輸送管の
耐震性を管種により評価した。

4.7.2 ケーススタディ
今後の事業展開の考え方の基礎とするために，水
処理センター2 ヵ所を対象として，地震対策及び津
波対策に関するケーススタディを実施した。
まず，地震及び津波による被害の想定を行った（図
－８）
。そして，具体的な対策方法の抽出を行い，基
本方針 8 項目との関連，短期・中長期対策の分類を
行った。

耐震性なし → ＶＵ管，鋼管，ＳＵＳ管
鋳鉄管（Ｋ・Ａ形）
耐震性あり → 鋳鉄管（ＳⅡ形，ＮＳ形）

５.���
5.1 研究内容の総括
本研究では，既存施設や用地の暫定的活用に加え，
合流改善等の他計画による施設整備を考慮し，被災
時にも最低限の機能を確保するための短期・中長期
の対策方法を示した。

現況の耐震化の状況に加え，既存の整備計画を踏
まえて概ね 5 年後，10 年後の耐震化の状況について
も確認した。
4.6.2 汚泥輸送による機能確保
前段までに整理した汚泥処理場の被害状況，汚泥
輸送管の耐震化の推移を踏まえ，機能損失する汚泥
処理場から他の汚泥処理場へ送泥先が変更される将
来計画の確認を行い，市全体としての汚泥処理機能
を確保する方法を示した。

5.2 今後の課題
以上の検討結果を踏まえ，今後の課題として，次
の 4 点を示した。
・減災対策の早期の事業化
・他計画（合流改善計画の見直し版等）との調整
・暫定的な簡易処理のための事前準備（資機材等）
・津波対策の検討

4.7 下水道における災害対策のあり方に関する検討
4.7.1 災害対策のあり方に関する基本方針
下水道における災害対策のあり方として，8 項目
を示した。

浸水レベル
以下の開口

浸水レベル
(今回設定)

図－８

ケーススタディの検討の一例（津波により浸水する開口の確認）／Ｄ水処理センター
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