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地震に強い水道の実現に向けた課題と方策 

～水道耐震化を加速させる技術的方策～ 

 

       日本上下水道設計（株）大嶽公康  

    （（社）全国上下水道コンサルタント協会） 

 

1． はじめに 

 水道は平常時のみならず地震時においても欠かすことのできない重要なライフラインの一つであるが，

過去の地震においては甚大な被害が発生し，復旧までに数週間以上を要することもある。厚生労働省では

水道耐震化の推進を強化しており，平成20年の「水道施設の技術的基準を定める省令」の一部改正では水

道施設に求められる耐震性能が明確に規定され，耐震補強に関する国庫補助制度も拡充されている。また，

平成21年の水道施設耐震工法指針・解説の改訂では，厚生労働省令との整合を図りながら，水道の耐震設

計に新しい知見が取り込まれており1)，水道の耐震化に関連する技術的基準・財政制度等が整備されつつ

ある。しかしながら，平成19年度末における水道施設の耐震化率は基幹管路耐震化率14.6％，配水池耐震

化率24.7％と低い水準にあり，地震に強い水道の実現に向け，さまざまな課題があるのが実状である。 

 地震対策には，応急復旧計画等のソフト面の対策と施設の耐震化等のハード面の対策がある。ソフト面

の対策は必要不可欠であるが，水道施設の地震被害を抑制するような根幹的な対策ではなく，地震に強い

水道を実現するためには，ハード面の対策を着実かつ効果的に実施しなければならない。本稿では水道の

耐震化の現状と課題について整理し，それを踏まえて水道耐震化の加速に寄与すると考えられる技術的方

策を述べる。 

 

2． 水道の耐震化の現状と課題 

2.1 過去の地震による水道の被害の特徴 

 1995年の兵庫県南部地震の際には，水道施設に多大な被害が発生し，仮復旧の完了までに約３ヶ月の期

間を必要とした。配水池等の池状構造物の被害は，特殊な条件を除いて比較的に軽微であったが，埋設管

路の被害は甚大であった。 

図-1 に，兵庫県南部地震による神戸市におけるダクタイル鋳鉄管の被害分布を示す2)。なお，図中のハ

ッチ部分は液状化地域の区分を示しており，ここでは非液状化地盤における管路被害のみを表示している。

このように，比較的に耐震性が高いと考えられていたダクタイル鋳鉄管の一般継手（A,K,T 形）は，液状

化が発生しない地盤であっても，多くの被害が発生している。 

表-1に，1995年兵庫県南部地震以降で震度６強以上を観測した地震による水道の被害概要を示す。 

2000 年鳥取県西部地震から 2008 年岩手宮城内陸地震までの地震は都市部で発生していないため，兵庫県

南部地震に比べて被害規模が小さく，復旧日数も短い傾向にある。また，過去の地震による水道施設の被

害は管路に集中しており，構造物の被害は比較的に軽微である。 
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表-1 兵庫県南部地震以降の震度6強以上の地震による被害 

図-1 兵庫県南部地震による非液状化地盤におけるダクタイル管の被害分布 2) 

 

 

2.2 水道施設の耐震化の現状 

 前節で述べたように，過去の地震被害は埋設管路に集中しており，地震に強い水道の実現のためには，

管路の耐震化は不可欠である。しかし，基幹管路でさえ，現況の耐震化率は低い水準である。 

 図-2 に，ダクタイル鉄管協会で公表しているダクタイル鋳鉄管の耐震管（NS，S，SII，US 形直管）の

県別の出荷比率（耐震管の出荷延長／ダクタイル鋳鉄管の出荷総延長）を，図-3 に過去 10 年間における

全国平均の出荷比率の推移を示す3)。耐震管の出荷比率は向上しているものの，現在においても新設管の

30％以上は耐震管でない管路が布設されており，耐震管の採用が30％未満の県もある。 

図-4に，水道統計から求めた平成19年度末の県別の配水池耐震化率を，図-5に今後30年間で震度6弱

以上の揺れに見舞われる確率の分布図を示す4)。図-4 と図-5 とを比較すると，地震危険度の高い地域では

配水池の耐震化率が高い傾向にあることから，耐震化事業には水道事業者の地震に対する危機意識が大き

く影響していることがわかる。ただし，配水池の耐震化率が高い地域であっても30～40%程度の水準であ

るため，更なる耐震化の推進が必要である。 

地震名称 最大震度 断水戸数 復旧日数 被害概要 
1995年兵庫県南部地震 震度７ 1,300,000戸 3ヶ月 管路被害約3000件，池状構造物EXP.J被害 
2000年鳥取県西部地震 震度6強 8,300戸 11日 液状化地盤での配水管路被害が多数発生 
2004年新潟県中越地震 震度７ 130,000戸 1ヶ月 斜面崩壊に伴う管路流出と構造物の被害 
2007年能登半島地震 震度6強 13,000戸 13日 管路被害多数，一部のSUSタンクに被害 
2007年新潟県中越沖地震 震度6強 59,000戸 20日 大口径導水管の被害，液状化地盤での管路被害

2008年岩手宮城内陸地震 震度6強 5,500戸 18日 管路被害，水源の湧水の枯渇・濁り 
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図-5 今後30年で震度6弱以上の揺れに見舞われる確率 4)

70％以上 

図-4 県別の配水池耐震化率（H19年度末，水道統計値）

図-3 ダクタイル鋳鉄管の耐震管の出荷比率の推移 

図-2 ダクタイル鉄管の耐震管の出荷比率（H20年）3)  

  

2.3 水道耐震化の加速に向けた課題 

 厚生労働省では，水道の耐震化を最重要施策の一

つとして掲げており，省令等における法的整備や，

国庫補助制度を拡充しているにも関わらず，水道施

設の耐震化率は低い状況にある。水道の耐震化が抑

制されているのは，財政面，人材面，技術面に様々

な要因があるが，次に掲げるような財政面に起因す

る要因が大きく影響していると考えられる。 

・ 水需要低下等に伴う料金収入の減少により，事

業費の確保が困難。 

・ 耐震化事業は莫大な事業費を必要とするが，給

水収益の増加・維持管理の向上には寄与しない

事業であり，対策効果を明確にできないため，

事務系職員や水道利用者からの理解が得られ

にくいことがある。 

・ 国庫補助採択要件の厳しさや補助率の低さに

より，国庫補助金の活用率が低い。 

このような財政面の課題を解決することが，耐震

化を加速させるために最も重要と考えられる。次章

では，財政面の課題解決に寄与すると考えられる技

術的方策を「耐震化事業費の確保」と「耐震化事業

費の削減」に分けて，いくつか紹介する。 
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3． 耐震化を加速させる方策 

3.1 耐震化事業費の確保 
（1）事業費の平準化と安定した費用の確保 

 水道施設は，高度成長期に整備された施設が多

く，今後更新需要が増大すると予測されるが，料

金収入の減少に伴い，投資額は減少傾向にある。 

 図-6 は，国内全体での投資額と更新需要(除却

額)の推移を推計されたものであるが，約 15～20 

年後以降は更新需要が投資額を上回ると試算さ

れている 5)。このため，現有施設の健全度等を評

価し，重要度･優先度を踏まえて更新投資を平準化するともに，中長期的な視点に立った財政計画を立案す

る必要がある。これらを体系化した実践活動がアセットマネジメント（資産管理）であり，今後の大規模

更新等に備えるためには，この実践が必要不可欠である。厚生労働省が作成したアセットマネジメントの

手引き5)においては，施設の耐震性評価から耐震化までを含めて体系化されており，アセットマネジメン

トの実践により，耐震化事業が効率的・効果的に実施されることが期待される。  
 
（2）水道利用者からの理解を得る方策 

 水道施設の耐震化事業費を確保するためには，耐震化事業の必要性とその効果について，技術系職員の

みならず事務系職員にも理解が得られるような説明資料の作成が重要となる。特に，料金改定により費用

を確保するためには，水道利用者が理解できるようなわかりやすい説明が必要である。しかし，耐震設計

は専門的な技術であり，専門用語や難解な数値で説明されることが多く，一般的に理解が得られにくい。

水道利用者にとって，わかりにくい用語の代表としては，耐震化の指標として用いられる配水池の耐震化

率や管路の耐震化率などが挙げられる。これらは耐震化事業の進捗状況を示す指標としてはわかりやすい

が，水道利用者の立場から見ると判断が難しい指標ではないだろうか。耐震化率 100%であれば「地震に

強い水道」と判断できるが，30％，50%などの場合，地震に対する脆弱性が明確でないし，事業効果がわ

かりにくい面がある。 

水道利用者としては，大地震時に蛇口から水が出るのかどうか，地震後何日で水が出るのかという情報

を知りたいはずである。すなわち「復旧期間」を耐震化の指標として示せば理解が得られやすいのではな

いだろうか。例えば，「東海地震が発生した場合，復旧期間は現状で約4週間と予測されるが，耐震化事業

後には復旧期間が約2週間に減少すると予測される」と説明することで，水道利用者は具体的に耐震化事

業の効果を実感して，その事業の重要性を理解しやすくなると考えられる。 

図-7に，浄水場の場内連絡管を対象として，地震時の復旧シミュレーションを行い，復旧曲線を求めた

事例を示す6)。この事例では建築分野において実用化されつつある地震リスクマネジメントの手法7)を用い

て，復旧シミュレーションを行っている。対策前後の復旧曲線を求めて，復旧期間を比較することで，耐

震化事業による効果（復旧期間の減少）を明確にできる。このように，復旧期間を耐震化の指標として説

明することで，水道利用者からの理解を得やすくなることが期待される。 

図-6 投資額と更新需要(除却額)の推移 5)
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3.2 耐震化費用の削減 
（1）効率的な工法・高品質な材料の採用 

池状構造物等の耐震補強工法には，炭素繊維シ

ート工法や，あと施工アンカーによるせん断補強

工法など効率的な耐震工法が開発されており，こ

れらを用いることで耐震化事業費の削減や工期短

縮を図ることも可能である。 

また，施設のライフサイクルコストを考え，耐

用年数の長い設備や材料を採用することで，長期

的には耐震化費用の削減を図ることができる。例

えば，最近開発されている長寿命の管材料などは

長期的な耐震化費用の削減に大きく寄与すること

が期待される。なお，このような耐震化に関わる

技術開発は産学官で共同して実施し，継続してい

くことが重要である。 

 
（2）合理的な耐震計算法の適用 

耐震設計は地震動の力を慣性力として与える震

度法と，時々刻々と変化する地震時の地盤及び構

造物の挙動をシミュレートする動的解析に大別される。前者は簡易な手法で現在の設計の主流であるが，

安全側の設計になる傾向のため，既存構造物の耐震診断へ適用した場合，耐震補強が必要と判定されるこ

とが多い。しかし，2.1節で述べたように，過去の地震において池状構造物の地震被害は軽微であることか

ら，簡易な震度法による解析結果は被害実態と乖離している場合もあると考えられる。 

一方，動的解析は地震時の挙動の再現性が高い手法であり，構造物の特性を反映させた合理的な耐震設

計が可能となるため，既存構造物の耐震診断へ適用した場合，対策工事の内容が軽微となることがある。

図-8の模式図に示すように，動的解析のような高度な解析手法は構造解析費用が高額となるものの，耐震

補強工事費を抑えることでき，耐震化事業にかかるコストを削減できる可能性が高い。したがって，耐震

補強事業費が高額となる場合には，高度な解析手法を用いることが推奨される。 

昨年，改訂された水道施設耐震工法指針・解説では，「経済性照査」という新しい耐震計算法が導入さ

れている。経済性照査とは，建設コストと被害コストの総和のトータルコストを最小化するように，耐震

水準を設定して設計するものである。図-9 は経済性照査を管路の耐震化事業に適用した事例である 1)。こ

の事例では，耐震化率35%程度でトータルコストが最小となり，現時点において耐震化率35%を目指すこ

とが効率的・効果的な管路耐震化になることを示している。このように合理的な耐震計算法を用いること

は，耐震化事業費の削減が図れるとともに，合理的かつ効果的な耐震化対策の実現に寄与することが期待

される。 

図-8 耐震化事業にかかるコストの概念図 

従
来
の
解
析
手
法
（震
度
法
）

高
度
な
解
析
手
法
（動
的
解
析
）

構造解析費用

補強工事費用

図-7 地震リスクマネジメントによる復旧日数の算定例 7)
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4． おわりに 

地震に強い水道を実現するためには，本稿で

示した方策以外にも，財政面，人材面，技術面

で様々な方策が考えられるが，それぞれが相互

に影響しているので，バランス良く対策を実施

することが大切である。また，耐震化事業に着

手していない事業体においては，耐震管の全面

採用などの容易な事業から着手し，事業を継続

していくことが重要であると考える。 

われわれコンサルタントとしては，地震に強

い水道の実現に向けて，事業体の地域特性や事

業特性にあった水道の耐震化に関する技術提案

をしながら，新しい耐震技術の習得・開発と技

術継承をしていかなければならないと考えてい

る。 
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図-9 経済性照査による管路耐震化のトータルコストの算定例1)
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