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下水道のマンホールの液状化対策に関して調査した結果をまとめた．2006年以降短期間に多くの対策工

法が提案され，また対策が実施されているが，情報開示のルールが十分でない点が見受けられる．液状化

による被害が想定されるマンホール数は膨大であり，安価で効果の高い対策工法が望まれているが，審査

内容の情報開示とともに，地震ごとに調査報告を公開し，不具合があれば改善活動につなげる仕組みが必

要と考える．情報開示が競争環境を活性化させ，また導入する自治体にとっても工法選定の判断資料にな

り，より耐震対策が進展していくと考えられる． 
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1．はじめに 

  

 下水道の整備は欧米の諸外国に比べて遅れており，

2009年時点で73%の普及率となっている．近年も下水整

備事業は続けられており，下水道を利用できる地域が拡

大しつつある．下水道が敷設される地域が広がれば，地

盤条件の良くない道路を通過する区間も長くなり，地震

による被害が顕著になる． 

 都市ライフラインハンドブック（土木学会）には，

1993年釧路沖地震以降の被害と対策の検討経緯がまとめ

られているが，兵庫県南部地震の被害を教訓に1997年に

「下水道施設の耐震対策指針と解説」の改定が行われ，

レベル2地震動に対する設計が導入された．また新潟県

中越地震の被害を教訓にして，2006年に「下水道施設の

耐震対策指針と解説」と「下水道の地震対策マニュア

ル」の改定が行われている．埋戻し土の液状化による管

路被害は下水道特有の問題であり，埋戻し工事の改善方

法が検討されている． 

 下水動の地震被害の特徴としてマンホールの浮上があ

る．他企業のマンホールと異なる縦長の円筒形の形状は

浮き上がりを生じやすい条件であるため，浮き上がり防

止の対策が検討されてきた．最近の浮上防止対策は発注

側が工事仕様を示すのではなく，民間提案型で各種工法

の開発が行われ，公的な審査機関による技術審査を受け

る方式となっている． 

 2011年の東北地方太平洋沖地震では液状化に起因する

下水道の管路被害が多く発生するとともに，海岸近くに

設置された下水処理場が津波により被災した．国土交通

省は委員会を設置し，地震と津波による被害を総括する

とともに，今後の対策の方向性をまとめている．史上最

大ともいえる下水道被害から教訓を導き出し，できうる

範囲の適切な対応が提案されている． 

本報告はこれまでに出された下水道に関連する委員会

資料を中心に調査し，マンホール浮上防止策の効果につ

いて分析した結果を報告している．民間提案型の地震対

策は仕様規定型の設計から性能規定型の設計への転換で

あり，他のライフライン事業においても取り入れること

が可能である．下水マンホールの浮上防止対策の検討経

緯をもとに，民間提案型の地震対策の課題について考察

する． 

 

 

2．近年の地震における下水の被害 

 

 明治以降，水道と下水道の整備が始められたのに伴い，

下水道の地震被害は古くから確認されている．1923年の

関東地震では明治以降に整備を進めた東京・横浜の下水

施設が壊滅したことなど，地震被害を教訓に処理場や管

渠の耐震化が徐々に進められてきたが，マンホールの浮

き上がりが問題視されたのは1993年釧路沖地震である．

液状化しにくい地盤に設置されたマンホールが多く浮き

上がり被害を生じたため，詳細な調査が行われ浮き上が
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り防止の研究が始められた． 

 1995年の兵庫県南部地震ではきわめて大きな揺れによ

り多くの下水施設が被害を受けたが，マンホールの浮上

は注目されていない．揺れに対する設計としてL2地震

動が導入されたが，管路の液状化対策としては，日本下

水道協会の報告書によれば，液状化する恐れのある地盤

では砕石埋戻しを行うよう提言するにとどまっている． 

埋戻し土の液状化による被害はその後の地震でも確認

され，対策の必要性が認識されていたが，2004年の新潟

県中越地震の大規模被災をきっかけに，この時点での対

策検討結果をまとめて2006年に耐震対策指針が改定され

ることとなった． 

 この改定の大きな特徴は既存施設の耐震強化を前面に

出した点であり，施設の重要度，想定される被害形態，

被害の程度，万一被災した場合の影響度合い等を勘案し

て，優先順位を明確にして耐震対策を緊急，中期，長期

の段階的に実施する方針が示されている．具体的な対策

法としては，マンホールと管路との接続部における可と

う性継手の設置，耐震性の向上について評価された管更

生工法の実施，埋戻し土の液状化対策の実施，管路施設

のネットワーク化等があげられている．これらを受けて，

管更生工法の耐震設計の考え方の検討，マンホールの浮

上り防止対策工法の開発等が進められることとなった． 

 表-1に2004年以降に国内で起きた地震による下水道被

 

表-1 最近の地震の下水被害の概要 

地震 概要 

2004年新潟県中越沖地震 

M6.8 

下水処理場の被害：1か所 
管路被害152.1km 
マンホール被害3473個（突出1453個） 
使用不能戸数13000戸 

2007年能登半島沖地震 

M6.9 

下水処理場：5処理場で軽微な被害 
ポンプ場被害：1か所 
管路被害14.7km 
マンホール被害590個（突出325個） 

2007年新潟県中越沖地震 

M6.8 

下水処理場被害：1か所 
ポンプ場被害：2か所 
管路被害50.4km 
マンホール被害1468（突出463個） 

2008年岩手宮城内陸地震 

M7.2 

下水処理場被害：5か所で軽微な被害 
管路被害：10.8km 
マンホール被害：560個 

2011年東北地方太平洋沖

地震 

M9.0 

処理場被害：120か所で稼働停止 
ポンプ場被害：112か所で稼働停止 
管路被害：642km 
マンホール被害：埋戻しの液状化6158個（突出2602個），周辺地

盤の液状化3962個（突出767個），その他4632個 

 

 
図-1 新設マンホールの液状化対策（文献 5中の図を引用） 
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害の概要を示している．近年の地震ではいずれの地震に

おいても下水道被害が顕著となっているが下水道の普及

が全国に及んだことにも起因する．下水道の地震被害は

下水道の流下機能が喪失するだけでなく，道路陥没やマ

ンホールの浮上は道路交通にも影響するため，下水道の

耐震対策の強化が望まれるようになった． 

 2011年に起きた東北地方太平洋沖地震はM9.0の日本史

上最大規模の地震であり，東北日本全体で強い揺れが生

じた．その結果，これまでにない広い範囲で下水道被害

が生じることとなり，津波による処理場の被害も併せて

被害規模も史上最大となった．東北地方から関東地方ま

でいたるところでマンホールが浮上し，道路に段差がで

きる状況となった．国土交通省では下水道地震・津波

対策技術検討委員会を設置して，震災の被災状況を

まとめるとともに専門家の意見を取り入れて，今後

の対策のあり方を提言している． 

  

 

3．下水マンホールの浮き上がり防止策の検討経緯 
 

(1)下水道の液状化対策 

 管渠周辺の地盤，あるいは開削工法の埋戻し部が液状

化することにより，下水道管路に浮上り，沈下，蛇行な

どの被害が生じる．管路施設の耐震性の検討にあたって

は，周辺地盤および埋戻し土の液状化の可能性を検討し，

必要に応じて液状化対策を実施することとされている．

下水道耐震対策指針によれば，液状化による被害の可能

性があるとされるのは 

i) 地下水位が高い場合（GL が−3m より浅い場合） 

ii) 埋設深度が深い場合（管渠の土被りがGL が−2mよ

り深く，かつ地下水以下の場合） 

iii) 周辺地盤が軟弱な場合（緩い砂地盤〔おおむねN 

値≤ 15〕），軟弱粘性土地盤〔おおむねN 値≤ 7〕）

等） 

の条件となっている． 

 埋戻し土の液状化被害が発生しやすい地区で管路を 

敷設する際には，マンホール周辺を含め，地盤の特性， 

施工条件，現地特性，管材，工期等を勘案して，原則と 

して以下のいずれかの対策を行うこととされ，工法ごと

に施工管理基準が示されている． 

・埋戻し土の締固め 

・砕石による埋戻し 

・埋戻し土の固化 

 

(2)既存施設の液状化対策 

 2006年の耐震対策指針の改定に伴い，下水道緊急地震

対策計画（アクションプラン）がつくられるようになり，

管路施設では，流下能力の確保と緊急輸送路の確保を目

標として，埋戻し土の液状化対策だけでなく，マンホー

ルと管路の接続部に可とう性継手を設置する対策や，管

路更生工法による対策が実施されることとなった．管路

だけでなく，処理施設では処理能力を確保する対策を行

うとともに，被災時のトイレ対策を強化することとされ

ている． 

 流下能力の確保と緊急輸送路の確保のためには既存施

設も含めてマンホールの浮上を効率的に防止する必要が

ある．前述の耐震対策指針ではマンホールの浮上防止対

策として、①周辺地盤の締固め・固化や、②過剰間隙水

圧の消散等、数種類の対策に関する工法が例として挙げ

られている．しかしながら実証実験等によってその効果

が検証されているものではなく，早急に対策工法の開発

が要請されることとなった． 

 こうした背景から(財)下水道新技術推進機構では公募

型共同研究制度を創設し，民間から提案されたマンホー

ル浮上防止対策技術の中から3工法を選定し、民間企業

との共同研究を行うこととした．下水道新技術推進機構

は新技術の研究・開発を行うとともに，建設技術に関す

る審査証明も行う機関であり，民間提案の新工法や新資

機材を導入して下水道事業を効率的に改善する役割を担

っている．共同研究の成果は工法ごとにマンホール浮上

防止対策マニュアルとして公開されている． 

3工法の検討とほとんど同時期に他の意欲ある会社・

団体も浮上防止対策の開発に取り組み，下水道新技術推

進機構や土木学会により技術審査が行われている．表-2

に下水道の耐震化工法を対策原理別に整理している． 

 

表-2 技術提案型の下水道の耐震化工法 

対策原理 工法名 

地下水 
排出 

 WIDEセフティパイプ工法（㈱信明産業） 
 アースドレーン工法（アースドレーン工法協

会） 
 安心マンホール工法（安心マンホール工法協

会） 
 フロートレス工法（下水道既設管路耐震技術

協会） 

重量化  浮上防止マンホールフランジ工法（浮上防止

マンホール工業会） 
 アンチフロート工法（㈱ハネックス） 
 ハットリング工法（ハットリング工法研究

会） 
 インナーウェイト工法（福原鋳物製作所，日

本水工設計） 

アンカーに

よる固定 
 アンカーウィング工法（千代田工営） 
 LAM（アンカー定着）工法（LAM工法研究

会） 

管口の可と

う化 
 既設人孔耐震化工法（ガリガリ君）（下水道

既設管路耐震技術協会） 
 マグマロック工法（日本スナップロック協

会） 
 耐震一発君（下水道既設管路耐震技術協会） 
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(a)WIDEセフティパイプ工法 

 

 

(b)アンカーウィング工法 

 
(c)浮上防止マンホールフランジ工法 

図-2 下水道新技術推進機構で行われた共同研究による 

浮上防止工法 

 
(a)フロートレス工法 

 

 

(b)ハットリング工法 

 

(c)アンチフロート工法 

図-3 独自に開発された浮上防止工法 

 

下水道新技術推進機構で行われた共同研究による浮上

防止工法の概要図を図-2に示している．図は下水道新技

術推進機構の報告を引用している．同図(a)のWIDEセフ

ティパイプ工法は地下水を排出して過剰間隙水圧を低下

させる原理であり，また(b)のアンカーウィング工法は

支持基盤にロッドによりマンホールを固定する工法であ

る．(c)のマンホールフランジ工法はマンホール上部に金

枠を追加設置し，砕石を重しとして浮き上がりを抑える

原理となっている． 

次に独自に研究開発を進め技術認証を得た工法の例を



 

 5

図-3に示す．同図(a)のフロートレス工法はWIDEセフテ

ィパイプ工法と同様の原理で地下水をマンホール内に導

く仕組みとしている．(b)のハットリング工法と(c)のアン

チフロート工法はマンホールフランジ工法と同じ原理で

あり，重量化により浮き上がりを抑える仕組みであるが，

重量物の付加方法が異なっている．それぞれの工法の概

要図は公開資料を引用しており，詳細については各団体

のホームページを参照していただきたい．  

 技術審査の過程において，対策効果の確認のため振動

台による液状化再現実験や液状化解析が行われている．

既往の指針類や研究成果に新しい知見を追加して技術の

適用範囲、計画、設計手法などに関する技術的事項を取

りまとめて技術資料とし，審査結果が公開されている． 

いずれの工法も技術的に効果のあることが確認されてい

る訳であるが，実物での実験は不可能であるために，模

型実験あるいはモデル計算による効果の証明となってい

る． 

 下水道事業者は技術審査された地震対策の中から適切

な工法を選定して耐震化工事を行っている．新設・既設

の条件，施工個所の地盤条件・施工条件，経済性などを

勘案して工法が決められる．地震時緊急輸送路に設置さ

れたマンホールは優先的に浮上防止策が行われている．

東日本大震災以降，下水道の液状化対策の強化が要請さ

れるようになり，民間提案型の浮き上がり防止工法が注

目されている． 

 

 

4．技術提案型の浮き上がり防止策の効果 

 

(1)東日本大震災における調査 

 下水道緊急地震対策計画（アクションプラン）に対応

して浮上防止策の検討が進められたことにより，東北地

方太平洋沖地震前に全国で1万個所のマンホールに浮上

防止対策が施されていた．表-3に国土交通省の調査によ

る施工実績を示している．年間数千個のペースは日本全

体のマンホール数から見れば微々たるものであるが，流

下能力の確保と交通支障の回避に向けて取り組みが進ん

でいることがわかる． 

 下水道の復旧は国の補助で行われるため，下水道事業

者は地震後すみやかに被害報告を作成し，国の査定を受

ける必要がある．被害が軽微な場合には査定により補助

対象とならないケースもある．二重帳簿となるために被

害数が決めにくい難点がある．各下水道事業者の被害報

告は国土交通省で集約され，全体の被害報告がまとめら

れる． 

 地震被害調査は改善活動のための必須事項であるが，

マンホールの液状化対策のような新技術にとっては実構

造物において効果確認をする貴重な実験結果となる．表

-3に示した対策済みマンホールも国土交通種により調査

が行われ，浮き上がり被害がなかったことが文献6に報

告されている．また調査結果をインターネットで公開し

ている団体もいくつかある． 

 なお国土交通省の2012年の報告書には，埋戻し土の固

化による対策効果の分析が記載されているが，実施例は

少ないものの，対策実施により被害率が低減できる結果

となっている． 

 

表-3マンホール液状化対策の施工実績と被害調査結果(文献6) 

工法区分 排水 重量化 固定 

主たる工法

数 

4 3 2 

施工実績 約9000（関東

8700，東北40） 

約1000（関東

500，東北200） 

2 

採用自治体

数 

約20 約30 2 

調査結果 2団体が96基を

調査し被害なし

国総研と関係団

体が309基を調

査し被害なし 

未公表 

 

(2)現行の制度の課題の考察 

 民間主導による技術開発を公的機関で審査・承認し，

競争的環境で安くて効果のある対策を導入する仕組みは

効率的であり，上下水道だけでなく電気，ガス，通信な

ど民間企業においても実施されている．とりわけ浮上防

止のような地震対策の場合，通常時に効果が確認できな

いため地震被害調査と情報公開が重要となる．東日本大

震災では下水道事業を所管する国土交通省により調査が

行われ，対策マンホールには被害がなかった報告となっ

ているが，対策実施は地方自治体の判断で行っているた

め，場所や対策工事の実態となると詳細がつかめなくな

ることが追加調査をしはじめて感じられた．もとより技

術認証機関はいったん認証した技術を再認証する制度と

はなっていないため責務はなく，事業者も報告義務がな

いため，都合のよくない情報は秘匿してもかまわない状

況にある． 

 競争的な技術開発において情報公開は不可欠とされる．

開発に先行した会社が不利益となる情報を隠匿し改善活

動を怠る，さらに後発の会社が必要とする情報が開示さ

れないなどという状況は開発環境を阻害するものであり，

審査証明された技術に関し，情報公開するルールの徹底

が望まれる．被害・無被害の情報だけでなく，模型実験

による検証で懸念された事項を解説することにより，対

策効果の信ぴょう性が増し，また不具合の改善活動によ

りより確かな耐震対策になるものと考える． 
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5．下水マンホールの浮上メカニズム 

 

 排水あるいは重量化による浮上防止対策がなされたマ

ンホールに異常がなかったことから下水マンホールが浮

上しやすい理由を考える．下水マンホールの特徴は他企

業のマンホールと比べて，円筒縦長の形状であるため構

造上面に上載土が無い点と，底面の埋設深さが深い点が

あげられる． 

 浮き上がりの問題を単純化して浮体の安定計算を行え

ば，縦長形状の方が空中に飛び出す長さが大きくなるこ

とは明白であり，下水のマンホールの浮き上がりが顕著

である第一の理由と考える．同じ体積であっても幅広な

らば，突出体積が同じでも突出量は小さくなる．マンホ

ールの浮上被害が下水道で顕著にみられる理由は縦長の

形状にあると考える． 

地中構造物の上載土は路盤・舗装と一体となって浮力

に抵抗する重しになるが，下水マンホールは円筒形であ

り重しとならず上載土のせん断抵抗のみが作用する．直

方体型のマンホールの場合首部は円形となるが，長方形

型の上面に上載土が載る構造になる．重量化工法はこの

点を応用した対策であり，適当な重しを付加すれば浮上

を抑えられることが明らかになった． 

 また浮き上がりはマンホールの周囲が移動自由な水で

満たされたときに生じる浮力によって生じる．砂層のせ

ん断変形によって過剰間隙水圧が発生し，水圧差による

上向きの浸透流が移動自由な水となる．地中の深い位置

の方が土圧が大きく過剰間隙水圧も大きくなるため，上

向きの流れを生じやすい．地下水を取り込む構造を追加

して周囲の水をマンホール内に取り込み流れを遮断すれ

ば，縦長形状であっても浮き上がりに至らないことが明

らかになった． 

 このほかにも土圧に抵抗しやすい円形断面を採用して

壁厚を小さくする経済設計しているため見かけの比重が

小さくなりやすい点や，人が入れる空間を確保するのに

円形断面は周面積が小さくて済むため浮き上がりに抵抗

する周面摩擦力が小さくなる点なども挙げられる．今回

の実物実験で確認された事実を精査し，マンホールの浮

上メカニズムを明確にして地震対策を合理化していく必

要がある． 

 

 

6．おわりに 

 

 下水道のマンホールの液状化対策に関して調査した結

果をまとめた．2006年以降短期間に多くの対策工法が提

案され，また対策が実施されているが，情報開示のルー

ルが十分でない点が見受けられる．液状化による被害が

想定されるマンホール数は膨大であり，安価で効果の高

い対策工法が望まれているが，審査内容の情報開示とと

もに，地震ごとに調査報告を公開し，不具合があれば改

善活動につなげる仕組みが必要と考える．情報開示が競

争環境を活性化させ，また導入する自治体にとっても工

法選定の判断資料になり，より耐震対策が進展していく

と考えられる． 

 民間提案型の地震対策を採用して設備を改善するには 

将来達成するべき耐震性能を明確にする必要がある．要

求する性能とコストの比較で改善が進められるが，民間

提案の新技術をパーツとして組み合わすことにより効率

的に事業が進められる．全国画一的に同じ仕様で建設を

進める時代から，地域の実情に合わせて市中の技術を使

って改善を進める時代になったと感じる． 
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