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上下水道の維持管理の方向性
―官から民へ移行した通信との比較―

東洋大学理工学部都市環境デザイン学科防災システム研究室教授 鈴　木　崇　伸

１.はじめに

いま日本では、水回りの制度改革が急
速に進められている。水回りとは水道と
下水道のことであるが、長年公共サービ
スとして行政が担ってきたものを民営化
する方向で諸制度が変更されつつある。
背景として人口減少に伴う水の需要の減
少、施設の老朽化、深刻化する人材不足
等があげられるが、成長見込みのない事
業を民間の技術や経営ノウハウで立て直
せるかは不透明と言わざるをえない。人
口減少も施設の老朽化も 20 世紀の終わ
りにはわかっていたことである。官の力
で進めた施設拡充時代のやり方を立て直
す方策は出したが、どれもうまくいかず
民間に任せれば料金問題が解決でき、懸
案の設備更改も回り始めるのではないか
という期待が垣間見える。

日本の水道は太平洋戦争後の復興期か
ら全国的に高度経済成長期に建設が進め
られたが、とりあえず水が供給でき、排
出できればという設計であった。大切な
のは質よりも量であり、増え続ける資産
は量の管理だけすればよいという発想で
あったように思われる。劣化のことまで
考える余裕ができたのは建設量が減少す
るようになってからであった。アセット
マネジメントを導入するといわれても、

建設してからきちんと点検をしたことが
ない施設の維持管理はできるはずがなく、
従来のやり方ではどうにもならない状況
になったといえる。

老朽化というと使用した材料自体が変
質して建設当初の性能を発揮できなくな
るハード面のイメージが強いが、もうひ
とつ設計時点の要求性能が不足している
ソフト面の老朽化も考える必要がある。
特に防災性能に関して、戦後から高度経
済成長期にはしばらく地震の少ない静穏
期があり、地震外力が低く抑えられてい
た。1978 年の宮城県沖地震を契機にイ
ンフラが有すべき耐震性能が見直され、
さらに 1995 年の兵庫県南部地震の甚大
な被害を受けて再度の見直しが行われた。
大量建設をした時代は今ほどの耐震性能
を期待せず設計を行っていたために、最
近の地震では大量建設時代の古い設備の
被害が目立っている。

本稿は今回の制度改革の背景にある老
朽化の問題を防災性能の観点から俯瞰し
て、官民連携による目指す方向について
考えてみたい。官民連携ではないが今の
NTT は 1985 年に日本電信電話公社を民
営化してつくられた。NTT は通信ケーブ

ルを敷設するために全国に水道管や下水
道管に匹敵する管路設備を有しており、
また浄水場や下水処理施設の数に匹敵す
る通信ビルを有している。資産管理にお
いて上下水道が行わなくてはならない業
務は同じであり、上下水道の官民連携に
おいてどのようなことが先行事例として
役立つかを考えてみたい。

２.水道・下水道の制度改革
の概要

(１)水道法の改定
人口の減少に伴う水需要の減少、水道

施設の老朽化、耐震化の遅れ、職員不足、
料金の改定問題などを背景として、21
世紀に入ってから厚生労働省は水道事業
体経営の刷新を目指して改革の方向性を
示してきた。2008年に改訂水道ビジョン、
2014 年に新水道ビジョンを打ち出して
資産管理の徹底と施設の更改計画の策定
を徹底してきた。それらの改革をさらに
確かなものにするために 2018 年に水道
事業法を改定することとなった。2004
年策定の（旧）水道ビジョンでは持続、
安心、安定、環境、国際をキーワードと
して経営基盤の強化が図られていたが、

図－１　関東地方の水道無効率の分布３）

表－１　水道法の改定骨子１）
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新水道ビジョンでは安全、強靭、持続を
理想像に定め、関係者がより連携し、協
同していくことが強調されている。喫緊
の課題として水道事業を運営する基盤の
強化があり、そのためには法改正をして
さらに後押しをする必要があった。

表－１に水道法の改定の骨子をまとめ
ている。関係者の責務の明確化、広域連
携の推進、適切な資産管理の推進、官民
連携の推進、指定給水装置工事事業者制
度の改善が大きな柱となっている。国会
審議では民営化が注目されたが、民営化
は資産管理の責務が明確化され、資産の
状況が明らかになってからの話であり、
民間の経営手法で立て直せない資産状況
であるなら引き受ける会社は出てこない
ことになる。また小規模水道事業者を救
済するために広域連携を推進することと
しているが、資産の状況に加えて料金問
題も絡むため、たいへんな困難が待ち受
けていると思われる。

水道法とは関係ないが、著者は水道無
効率に注目して簡単な分析を行っている。
図－１は関東地方の水道事業体の公表し
ているデータを収集して地図上にプロッ
トした図である。東京を中心として人口
が集中している地域では概ね５％以下で
あるが、東京から 30㎞以遠の地域では
10％、20％の事業体も多く存在する。
無効率が 20％ということは２割が使途
不明で料金回収ができないことを意味す

る。水道無効率が高いことは事業の運営
上で何か問題を有していることを意味し
ており、健全度の評価指標になると考え
る。

これらの地域の特性を見るために埼玉
県内の水道事業体を対象に 2010 年と
2015 年のセンサスデータから人口増減
率を計算し、水道無効率と対比した結果
を図－２に示す。人口が減少している地
域では無効率が概ね高く、増加している
地域では低くなっているのがわかる。こ
れを連関図にしたものが図－３である。
人口の減少が減収につながり、運営資金
が不足して設備の更改が進まず、老朽管
が多く残って漏水が多くなり、さらに減
収が進む負のスパイラルとなっている。
借入金を増やす、一時的に料金値上げを
するなどの方策はあるが、増収見込みの
ない投資の判断は難しいものとなる。

(２)新下水道ビジョンの推進
下水道料金は水道料金と同時に徴収さ

れており、減収傾向であるのは水道と同
様である。下水道の整備は水道よりもや

や遅れて進行したが、社会経済情勢の変
化や老朽化の進行は同じであり、下水道
事業の改革が進められてきた。2005 年
に下水道ビジョン 2100 が発表され、排
除・処理から活用・再生に政策を転換し、
循環のみち下水道を目指すこととした。
水循環の健全化に向けた水のみちの創出
に加えて、将来の資源枯渇への対応や地
球温暖化防止に貢献する資源のみちの創
出、持続的な施設機能の更新に向けた施
設再生の実現を掲げている。

2014 年には持続的発展が可能な社会
の構築に貢献する目標を掲げて新下水道
ビジョンを発表した。循環型社会、強靭
な社会、新たな価値創造、国際貢献が４
つの柱となっている。長期ビジョンに循
環のみちの持続と進化を掲げて、長期ビ
ジョン実現に向けた今後 10 年程度の目
標および具体的な施策を示した中期計画
で構成されている。人口減少等に伴う厳
しい経営環境、執行体制の脆弱化、施設
の老朽化など新下水道ビジョン策定時に
掲げた課題が一層進行し、より深刻度を
増したことを受けて 2017 年には新下水

図－３　水道にかかわる要因の連関 図－４　下水道にかかわる陥没事故の推移２）

表－２　新下水道ビジョン加速戦略の骨子２）

図－２　水道無効率と人口増減の関係３）
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道ビジョン加速戦略が策定された。新下
水道ビジョンの加速戦略の骨子を表－２
に示す。公共施設等運営権（コンセッショ
ン）方式が導入されたことに対応して、
厳しい財政状況の下での効果的・効率的
なインフラ整備・運営を可能とするとと
もに、民間企業に大きな市場と国際競争
力強化のチャンスをもたらすものとされ
ている。

下水道に関して漏水のデータはないが、
国土交通省では道路陥没事故に注目して
統計データを公表している。図－４に
2005 ～ 2015 年（平成 17 ～ 27 年度）
の事故件数の推移を示す。道路陥没事故
の多くは下水道が原因であることが多く、
社会迷惑となることからも施設の健全な
維持管理が望まれる。

３.施設の老朽化と耐震性能

(１)水道管と下水道管の建設量の
変遷

水道と下水道の管路施設の老朽化の現
状と耐震性能についてデータに基づいて
考えてみる。図－５は中里４）による建設
年ごとの管路敷設長とその累計のグラフ
である。総務省の地方公営企業年鑑の数
値に基づいている。図－５(a) は水道管
敷設の変遷であり、建設のピークが
1970 年代であり、時代が進むにつれて
建設量が減少する傾向となっている。管
種の内訳は不明であるが、大量建設時代
に用いられていた管は鋳鉄管、鋼管、塩
化ビニル管であり、十分な耐震性能を見
込んでいない管である。1980 年時点の
累計は約 40万㎞であり、2010 年時点で
75 万㎞であることから、半分以上の管
が 40 年以上経過した管ということにな
る。

図－５(b) は下水道管の敷設の変遷で
あり、1990 年代が建設のピークとなっ
ており、21 世紀に入ってから減少傾向
になっている。累計は 1980 年時点で約
10万㎞、2010 年時点で約 50万㎞であり、
40 年以上経過した管の割合は２割程度
となっている。水道管とは 20 年のずれ
があるが、今後急速に老朽化が進むこと
になる。

(２)水道管と下水道管の地震被害
これらの管が地震による外力を受ける

と、ある割合で被害が発生する。水道管
の場合には被害個所数を当該区域の管路
延長で割った数値で被害データが整理さ
れる。表－３は厚生労働省の被害報告に

基づき1995年兵庫県南部地震から2016
年熊本地震までの水道管被害率のデータ
を管種ごとにまとめたものである。被害
のあった震度６以上の主要な都市のデー
タを引用している。表中 CIP は普通鋳鉄
管、DIP はダクタイル鋳鉄管、SPは鋼管、
VP は塩化ビニル管、PE はポリエチレン
管である。普通鋳鉄管以外は現在でも使
われている管であるが、時代によって耐
震性能には差がある。地震によってバラ

ツキはあるものの CIP、SP、VP の被害率
が大きいのがわかる。SPは主にネジ継ぎ
手の鋼管、VPは主に接着継ぎ手の塩ビ管
の被害である。これらの管は大量建設時
代に使われた管であり、十分な耐震性能
を見込んで設計していない管である。

下水道の被害はマンホール間の被害の
有無でカウントすることとなっている。
被害数を当該地域のマンホール区間数で
割る計算となる。１㎞あたりの平均マン

図－５　水道管と下水道管の建設量の変遷４）

表－３　水道管の地震被害状況

注：1970年代のデータについては、各年度版における同一年度のデータが異なる場合がある。その場合
は、より新しい発行年度のデータを採用している。

出典：総務省「地方公営企業年鑑」より大和総研作成

注１：1970年代のデータについては、各年度版における同一年度のデータが異なる場合がある。その場
合は、より新しい発行年度のデータを採用している。

注２：管総延長は「地方公営企業年鑑」掲載数値、管延長純増は大和総研が計算した数値であるが、
1985年度及び1993年度の管総延長のデータが傾向からの外れ値となっているようにみえる。「地
方公営企業年鑑」の過去のデータを比較対照すると、全般的に地方公営企業法が非適用の事業に
おけるデータが不安定である傾向がみられ、その影響が出ていると推測される。

出典：総務省「地方公営企業年鑑」より大和総研作成
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ホール数をかければ水道の被害率と同じ
にできる。図－６は畠山他５）による下水
道の地震被害率を整理した結果である。
震度５から被害が起こり始め、揺れが強
くなるのにしたがって被害率も増大する
傾向になっている。地盤条件の影響も大
きく、東日本大震災の浦安、潮来は地盤
が液状化したために被害率が高くなって
いる。

水道も下水道も耐震性能を見込んだ設
計になったのは 1980 年以降である。管
の材料的な老朽化に加えて、変形性能に
劣る管が多く埋設されており、地震被害
は減ることなく起き続けることになる。
日本はアジアの中でもインフラ整備が早
く進み、近代的な国の一つになっている
が、地震が多発する条件を考えると非常
に脆い状況であり、この状況を打破する
政策が望まれる。それが水道と下水道で
国から示されたビジョンといえる。

４.水道と電話の比較

(１)通信地下施設の現況
水道・下水道の経営が民営化される方

向であることを２章で説明したが、電話
施設も元々は日本電信電話公社が建設を

進め、1985 年に民営化して官の資産を
運用して日本の通信事業を支えている。
民間会社では資産に対して税金がかかる
ため、民営化の前に膨大な資産の帳簿整
理が行われた。水道・下水道で今問題に
なっている資産のデータベース化が 30
年以上前に行われていたことになる。

通信管路、マンホール、とう道（ケー
ブル収容トンネル）といったケーブルを
収容する地下設備の建設は公営であった
時期に終えている。図－７に年度別の管
路の敷設量の推移を示している。管路・
マンホールの建設のピークは 1970 年代
であり、水道と同じ時期である。日本全
国の管路延長は 63 万㎞、マンホール・
ハンドホールの数は 84 万個、とう道の
延長は 630㎞（単独分）であり、民営化
以降はそれらの維持管理が主要な業務と
なっている。

電話網の全国整備を進めた時代はメタ
ルケーブルを敷設しており、管路の設計
はケーブルの最大径が収容できるように
内空寸法が決められた。この時代の管路
は水道やガスなどで使われていた管種を
ケーブル収容に合うように仕様化してお
り、鋼管、鋳鉄管、塩化ビニル管が採用
されていた。

NTT が保有する管路設備は 1970 年代
に集中的に建設されたため、全体の
60％以上が 30 年以上経過した設備と
なっており、劣化の進行が見られるとと
もに、古い基準で設計しているために耐
震性能が十分ではないことは明白である。
この状態の管路に最近では通信需要の急
拡大に対応するために光ファイバーケー
ブルが敷設されており、古い設備をその
まま利用して通信サービスを提供してい
る。地域やルートによっては管路設備の
収容能力が不足するため、１条の管路に
２条以上のケーブルを布設する多条布設

が恒常的に実施されている。多条布設予
定管路の事前点検では、約 60％が不良
と診断されており、その原因のほとんど
が錆・腐食となっている。

(２)通信と水道の比較
通信管路と水道管は敷設時期や管種、

全国に敷設された量などよく似た特性を
持っている。管路の劣化も同様であると
考えられ、水道管の維持管理を考える際
に参考になる。ここでは両者を比較して
違いを明確にする。

表－４は事業の概要について比較した
結果である。水道は古くからあるインフ
ラであり水を供給すること以上の付加価
値が付けにくいのに対し、通信は技術革
新が早く、サービスも多様化して付加価
値が大きいという違いがある。電信と電
話だけの時代に建設を進めた管路を現在
ではスマホのさまざまな情報サービスを
流通させるために使っている。民営化直
後には長距離電話の料金が格段に安く
なったが、技術革新と競争によるもので
あった。水道は地方公共団体の仕事とし
て浄水場から各家庭に水を送り、使用量
に応じて料金を徴収している。水道事業
が民間委託されても競争になることはな
く、地域独占の状態は変わらない。技術
革新に関わるかどうかの違いは大きいと
いえる。

表－５は維持管理に関する相違を比較
している。老朽度は同等と考えられるが、
対処方法は異なっている。ケーブル収容
と流体輸送という内容物の違いであり、
水道管は圧力に耐えるために管路の更改
が基本になるのに対し、通信管は空間が
確保されていれば更改する必要はない。
また通信管は空き管路を点検できるので
状態監視が行なえるのに対し、水道管は
水を止めなければならず、実質は点検が
できない設備となっている。点検データ
がないことは致命的であり、更改計画が
進まない大きな要因となっている。

(３)通信施設の維持管理技術
水道やガスの場合、液体や気体を安全

に輸送する性能が基本であり、気密性や
水密性が要求されるが、通信管路の場合
にはケーブルを収容する空間が確保でき
ればよい。そこで古い管の耐荷性能を確
認し、更改することなく使えるだけ使う
方針で技術開発が進められてきた。図－
８は維持管理技術の開発イメージである。
劣化の進行を考えればメンテナンスが必

図－７　通信管路の建設量の変遷６）

図－６　下水道管の地震被害状況５）
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要な設備量は時間とともに増加し続ける。
いつかは使えなくなるもののその時期は
わからない。点検を継続することにより
実績見合いとなる。現状の技術では対処
できるメンテナンス量は限定的であるが、
点検・補修技術を効率化、自動化するこ
とにより対処できる量を向上させる開発
方針が打ち出されている。また補修に際
してできるだけ長く使用できメンテナン
スフリーとなる方法を編みだすことによ
り、メンテナンスが必要な設備の総量を
減らす方策となっている。

そのためには大量建設時代の管の性能
把握が必要となる。全国一律で同じ仕様
で建設が進められたので、撤去管を収集
して強度を把握することが可能である。
例えばネジ鋼管は設計時点では一体管路
として考えられていたが、地震時にはネ
ジ部が弱点になることがわかっている。
実験を行うと錆が進行した管ではネジ部
強度が低下することが確認され、対策を
判断する基礎資料とできる。また塩化ビ
ニル管も一体管路として設計されたが、
地震時には継ぎ手部で割れやすいことが
わかっている。継ぎ手の特性を現在の耐

震設計で評価をして必要な対策を施して
いけば更改しなくてもケーブルの収容は
可能となる。補修技術では劣化した管を
補修して安定したケーブル収容空間を確
保できる技術の開発が進められてきた。
光ケーブルの時代となってメタルケーブ
ルよりも細径になった条件を利用して、
既設管の内部に新しいパイプを置く方式
が採用され、再掘削することなく、ライ
ニングにより劣化した管の性能を向上さ
せるいくつかの方式が開発されている。

またビル管理においても設備データ
ベースと故障管理システムを連動させた
オペレーションシステムを運用している。
点検データ、故障データを統計処理する
ことにより、効率的な維持管理が行なえ
るシステムとなっている。通信ビルの場
合も管路と同様に全国で仕様が統一され
ているため、点検データが設備評価に役
立っている。

５.おわりに

本稿は水道・下水道事業が民営化され
る方向になったことを受けて、先行事例
である通信事業との比較・考察を行って

いる。NTT は日本電信電話公社の資産を
受け継ぎサービスを提供しているが、資
産の運用には民間の手法が合っている。
また通信は技術革新の著しい分野であり、
付加価値収入が大きい点は水道・下水道
事業との大きな違いとなる。下水道には
新しいエネルギー源の創出が期待される
が、今後の技術開発動向にかかっている
といえる。

維持管理においても点検が可能で空間
確保ができればよい通信と、点検が難し
く、一定の水圧に耐えられなければサー
ビスが提供できない水道とはメンテナン
ス方法が大きく異なってくる。新しい管
への置き換えが望まれるが、公共料金の
範囲で進められるかどうかにかかってく
る。ライフライン事業者が保有する設備
は似通っており、効率的なメンテナンス
技術を確立するためには業種を超えて協
同することが望まれる。
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