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9．管路の構造設計
関連条項〔基準

9.1

10、運用

10-1～10-10〕

一般事項

9.1.1

検討順序及び内容

管路の構造設計は、地形条件、土質条件、水理条件、施工条件等を考慮して管種と埋設深を想定
した後、荷重を決定し、続いて管体の横断方向及び縦断方向の構造計算を行う。検討内容は、耐圧
強さ、移動、変形、水密性等とする。
施工中の荷重についても検討する必要があるが、施工中などの一時的な荷重から管体が決定され
ることは極力避けることが望ましい。
また、縦断方向の耐圧強さについては、埋設管の特性として管体にかかる荷重が均衡する場合が
多く、したがって、縦断方向の曲げモーメントが小さいため、その検討を省略することがある。た
だし、構造上局所的に荷重が集中する箇所等においては、縦断方向の耐圧強さの検討を行うものと
する。
縦断方向の移動については、流水による不平衡力が作用する場合、軟弱地盤等で地震に対する検
討が必要な場合等に行う。
地盤条件が高有機質土からなる泥炭質地盤や高含水比で高塑性の海成粘土等となる場合は、関連
する技術書なども参考としながら、適切な設計を行う必要がある。
管路の構造設計の手順を図-9.1.1 に示す。
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縦断計画
埋設深
附帯構造物の配置

縦断計画

横断計画

基礎工の選定
埋設断面の決定

荷重の設定

荷重の種類
荷重の組み合わせ
荷重計算
モーメント計算
管厚計算及び管種選定

構造計算

縦断方向

横断方向

防

耐震設計

食

配管設計

スラスト力の検討
横断 工の 設計
附 帯 施 設
保護 工の 設計

ジョイント
異形管
継手
構造物との接合
種類（普通，軟弱地盤）
要、不要の検討
道路、鉄道、河川等

大きさ
構造計算

図-9.1.1 構造設計の手順

9.1.2

埋設深

埋設深は管頂から埋戻し土（盛土）の表面までの深さとし、耕うん作業との関係、管路が横断す
る施設等の状況、地盤の状態、地表面等の利用状況及び地下水位等を考慮して決定する。
また、管路の布設勾配は水平ではなく、排水等管理面を考慮して、おおむね 1/500～1/300 程度と
することが望ましい。
①

埋設深は管路の保護上から 0.6ｍ以上とする。ただし、公道下、歩道下、軌道下又は河川下

等に埋設する場合、管理者と協議して決定する必要がある。公道又は市町村道等に認定され道
路構造令に準拠している農道下では 1.2ｍ以上、土地改良事業計画設計基準・設計「農道」に
準拠する農道及び私道下においては、附帯施設等の設置を考慮して、一般的に 1.0ｍ以上とす
る。
なお、公道又は市町村道等に認定され道路構造令に準拠している農道下において、管径が
300mm 以下の鋼管、ダクタイル鋳鉄管、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(JWWA K 129)、
及び管径が 200mm 以下の水道用ポリエチレン二層管(JPS-04、JIS K 6762)については、0.6ｍ
以上として良い旨が通知されている。（詳細については、建設省道政発第 32 号の 2、建設省道
国発第 5 号の 2 を参照のこと）
埋設深(土かぶり)と管底に生じる曲げモーメントとの関係は、図-9.1.2 のとおりである。
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図-9.1.2 土かぶり（鉛直荷重）と管底モーメント

耕地下に埋設する場合の最小埋設深は、
「0.6ｍ以上＋耕土深」を標準とする。
ただし、管径 300mm 以下のほ場内管路（耕作道路含む）の埋設深は、作物の種類、耕起の状
態、耕うん作業機の種類、通行車両等により検討し、最小埋設深を 0.3ｍ以上とすることがで
きる。
しかしながら、ほ場内道路でも予想し得ない大型車の交通荷重もあることから耕作道路以下
の軽車両の交通に限定された農道等を目安とする。（図-9.1.3 参照）

図-9.1.3

②

耕地下埋設の場合

寒冷地における埋設深は凍結深以上とする。凍結深は、土地改良事業計画設計基準・設計「農
道」を参照のこと。

③

山林下に埋設する場合の最小埋設深は、0.6ｍ以上を標準とする。

④

地下水位が高く、管路が浮上するおそれのあるところでは、管体空虚時に管路が浮上しない
深さとする。なお、被圧地下水等が予想される場所では、排水対策と併せて十分な検討が必要
である。
浮上に対する検討には、式(9.1.1)を用いる。
H ≧

π・D c S ・w 0－ 1－ D/D c
・
4
w－ w 0

2

・γ p

·································· (9.1.1)

ここに、

H ：管路が浮上しないための最小土かぶり（ｍ）
D ：管内径（ｍ）
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Dc ：管外径（ｍ）
S

：安全率（1.2 とする）

γp ：管体の単位体積重量（kN/ｍ3）（表-9.4.8 参照）
w0 ：水の単位体積重量（kN/ｍ3）
w ：埋戻し土の飽和単位体積重量（kN/ｍ3）

式(9.1.1)は、地表面まで地下水で飽和されているとした場合のものである。現地の地下水
位が確かで地表面までの地下水位の出現の可能性がない場合には、別途その条件を前提にして
検討する必要がある。
［参考〕ジオテキスタイルによる地中構造物の浅埋設工法
浮上防止に必要な土かぶりを確保する代わりに、ジオテキスタイルを用いて地盤と構造物を
一体化させることで埋設深を低減する技術が開発されている。（図-9.1.4 参照）
掘削深が浅くできるほか、施工断面の縮小、仮設資材の削減、施工機械の小型化、仮設用地
の縮小、施工期間の短縮等も考えられ、これらの結果を合わせて事業経費の縮減が期待できる
工法である。
参考となる文献は、
「農業農村整備事業品質確保・向上対策事業 新技術等普及マニュアル（案）
平成 14 年 3 月（土地改良測量設計技術協会）、
「ジオテキスタイルによる地中構造物の浅埋設工
法

設計マニュアル（暫定版）平成 19 年 5 月」及び「パイプラインの浅埋設工法設計・施工・

積算指針（案）平成 19 年 3 月」（共に（独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究
所）等である。
（事例地区： 新矢作川用水地区
隈戸川（一期）地区
九頭竜川下流地区

他）

ジ オテ キスタ イル

図-9.1.4 埋戻し材料のジオテキスタイルによる一体化

9.1.3

荷重に対する安全性の検討

(1)許容荷重と許容応力
原則として許容応力は、管体材料の引張強さあるいは破壊応力を安全率で除した値とする。ま
た、管体材料の破壊応力に代わって破壊荷重が示されているものについては、破壊荷重を安全率
で除した値を許容荷重とする。
ただし、コンクリート管（RC、PC 管）については、さらに管体材料の物理的特性を考慮し
て、管体のひびわれ荷重に対し、所要の安全率が確保されるようにする。
また、ブルドーザ荷重等の施工中の一時的な荷重による検討を行う場合には、許容応力を高め
ることができる。
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(2)許容たわみ量と設計たわみ量
とう性管については、そのたわみ量の許容範囲を設定しておく必要がある。それは、たわみ量
が許容範囲を超えると、継手の水密性が損なわれたり、必要な通水断面が確保できなかったり、
さらには管体が座屈に至る場合があるからである。したがって、許容たわみ量の設定は、継手の
水密性の確保及び管体の座屈に対する安全性の確保の両面から検討する必要がある。
この技術書では、管体に発生するたわみを許容範囲内とするため、許容たわみ率（許容たわみ
量/管厚中心直径×100(％)）を定める。
また、たわみ量は、管体の強度のほか、現地盤、基礎材料の土質及び施工方法によって影響を
受ける。したがって、締固めの程度が施工上のバラツキによって変動することに対応し、たわみ
量も変動することになるため、許容たわみ率を確保するためには、設計に当たってあらかじめこ
のバラツキの幅を考慮に入れておく必要がある。このバラツキの幅を考慮した管厚の設計に用い
るたわみ率を設計たわみ率とし、表-9.4.6 に示す値を標準とする。
9.1.4

水密性から見た許容内水圧に対する検討

管路の水密性を確保するためには、管体の水密性はもちろんのこと、継手の水密性にも配慮しな
ければならない。この場合の水密性能は、内水圧をかけた状態で漏水その他の支障がなく保持する
ことができるときの水圧（最大水圧）とする。ただし、管種、口径によって水圧の試験方法が異な
るため、設計条件のたわみ、曲げ角度等を満足する試験条件のもとに算出された最大水圧であるか
を確認する必要がある。
管路の水密性は、管体、継手の構造、継手部の口径の公差、現場での施工条件等を考慮して決め
る。原則的には、式(9.1.2)による。

H sc ≧ S・H ·························································· (9.1.2)
ここに、

Hsc ：管路の水密性能（管体又は継手の水密性能のうち小さい数値）（MPa）
H

：設計水圧（静水圧＋水撃圧）（MPa）
（「9.3.7 内水圧」参照）

S

：安全率（一般に、2.0 以上とする）

管体及び継手の水密性能を示す数値の適用に当たっては、JIS の試験水圧等の値又は他に公表さ
れている試験に基づく値を使用する。ただし、これらの値は、同一条件下で求められたものではな
いことに注意することが必要である。なお、継手の水密性能が示されていない場合には、接合方式
及び継手の構造により別途検討した値を使用する。

9.2
9.2.1

基礎工法の選定
埋設管の基礎

埋設管の基礎は、地盤の状態、荷重条件及び使用管種の特性を十分に考慮し、施工が容易で構造
的にも安定した工法を選定するよう留意する。
外圧により管体に生じる応力は、基礎の状態によって大きく異なり、同一鉛直荷重の場合、1 点
支持の状態で最も大きい値を示し、支持幅が広いほど小さくなる。したがって、管体断面に生じる
応力をできるだけ小さくするためには、鉛直荷重を管体の基礎地盤に広く均等に分布させることが
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必要である。
一般にパイプラインは、管の継手の構造によって差異はあるが、地盤の沈下にある程度順応し得
るものである。管体が沈下しないよう基礎杭を施工した場合、
予期以上の集中反力が管体に作用し、
管体を破壊することもあるので注意を要する。沈下が予想される場合は、不同沈下を防ぐ基礎工法
を採用し、要所に可とう継手や伸縮継手を使用するなどして全体の沈下に順応させることがむしろ
適切である。
基礎の不同沈下は、継手に故障を生じたり管体の縦断方向に大きな曲げモーメントを生じて管体
を破壊したりすることがあるので、軟弱地盤や地盤の急変部分等では、必要に応じて基礎地盤を置
換したり、特殊継手（可とう継手等）を設けるなどの対策を講じる。
9.2.2

管体の基礎工法

管体の基礎工法は、管体の設計条件、基礎の土質、地下水の状態、管の種類、口径、施工方法及
び経済性を考慮して適切な工法を選定しなければならない。基礎工法は現地の状態を十分把握して
決定されるべきであるが、一般的には次のとおりである。なお、土基礎の施工支持角 2

は、とう

性管の場合 360°、不とう性管の場合 120°以上とする。（図-9.2.8 参照）
(1)岩盤の場合
管体の布設地盤が岩盤等堅固な場合、管体を直接地盤の上に布設すると、管材部と地盤との間
に不陸が生じて管体に局部的な集中反力が発生し、管体の折損、破壊等の事故を引き起こすこと
があるので、図-9.2.1 に示すように、砂礫、砂又は良質な地盤材料で厚さ 300mm 以上置換し十
分締固めた基床を設ける。
なお、口径が 300mm 以下の小口径管では該当口径の呼び径に相当する基床厚とし、最小基床厚
は 100mm 以上確保するものとする。

埋設深 7ｍ以下：300mm 以上
埋設深 7ｍ以上：1ｍ増すごとに 40mm 加算
かつ口径 2,000mm 以上：0.2 Dc 以上（ Dc ：管外径）

図-9.2.1 岩盤の場合

(2)普通地盤の場合
直接管体を布設すると不同沈下が起こる可能性が予測される地盤は、砂礫、砂又は良質な地盤
材料で十分締固めた基床を設け、その上に管体を布設する。（図-9.2.2 及び表-9.2.1 参照）
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表-9.2.1

普通地盤の基床厚

口 径 (mm)

100 以上

250～ 450

150 以上

500～ 900

200 以上

1,000～2,000 未満
2,000 以上
図-9.2.2 普通地盤の場合

基床厚 (mm)

200 以下

300 以上
0.2 Dc 以上

Dc ：管外径 (mm)

(3)軟弱地盤の場合
パイプラインにおける軟弱地盤は表-9.2.2 を目安とし、砂礫、砂又は良質な地盤材料で十分
締固めた基床を設け、その上に管体を布設する。また、軟弱層が深い場合の基礎工法は、図-9.2.3
によるものとする。
表-9.2.2
土 質

軟弱地盤の目安

軟 弱 地 盤 の 目 安

粘 性 土

N ≦2～ 5、又は自然含水比 70％以上

砂 質 土

N ≦5～10、又は液状化の可能性のある土層

注)

N ：標準貫入試験の N 値。

軟弱地盤の基床厚としては、均等支持に必要な基床厚が確保できれば支障はないが、普通地盤
における基床厚以上とし、施工性を考慮した表-9.2.1 及び表-9.2.3 を目安とする。
表-9.2.3 軟弱地盤の基床厚（目安）
口 径 (mm)

基床厚 (mm)

200 以下

150 以上

250～450

200 以上

500～900

300 以上

1,000～2,000 未満
2,000 以上

500 以上
0.3 Dc 以上

Dc ：管外径（mm）

図-9.2.3

軟弱地盤の場合の基礎工例

とう性管を布設する場合は、
「9.3.1

土圧」の(4)で説明するように、水平土圧が基床幅に影

響されるので、その面からも基礎工法を検討することが必要である。
さらに、軟弱地盤の場合、現地盤の支持力の検討も別途行うことが必要である。
(4)大きな荷重を受ける場合
不とう性管が大きな荷重を受ける場合やその布設傾斜角度が大きい場合には、コンクリート基
礎が一般に用いられる。コンクリート基礎は若干の鉄筋で補強すれば最も完全な基礎工となる。
しかし、とう性管の場合には基礎境界の管体の部分に応力が集中するので、コンクリート基礎等
はできるだけ避けることが望ましい。
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(5)管軸方向に地盤が変化する場合
管軸方向に地盤が変化している場合には、その各々の部分の地盤について上述の(1)～(4)まで
に述べた方法で基床を設ければよい。ただし、基床地盤の急激な変化は不同沈下の原因になり管
体の折損・破損事故につながるので、急激な基床の変化を避けるために緩和区間を設けることが
必要である。例えば、通常の地盤の一部に軟弱な地質がポケット状に存在する場合には、図
-9.2.4 のようにする。

図-9.2.4

基礎地盤が急変する場合の基礎の一例

(6)構造物との接続部分の場合
スタンド（分水、調圧、通気等）、スラストブロック、制水弁、マンホール、監査ます等との
接続部には、短管を用い特殊継手などとするとともに、砂、砂利等で基礎を構築する。
(7)コンクリート基礎の場合
一般に大きな荷重を受ける場合や、布設傾斜角度が大きい場合にはコンクリート基礎を用いる。
なお、管単体の縦断方向中央部には打継目を設けてはならない。打継目は管の接合部を中心と
して一定間隔をとって設けるのがよい。
とう性管を固定支承にすることはとう性管の特性を損なうことになることから、固定支承とす
る場合は、急傾斜地のズリ落ち防止、短区間の横断部補強など経済性から考えてやむを得ない場
合にのみ採用するのが一般的であり、施工支持角は 180°以上とする。ただし、硬質ポリ塩化ビ
ニル管及びポリエチレン管の施工支持角は 360°とし、強化プラスチック複合管の場合は傾斜地
180°以上、その他の場合は 360°とする。
a.半巻きコンクリート基礎

図-9.2.5 に示すとおりとする。
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2

180°、120°

90°

a

1.25 D c 若しくは Dc ＋200mm のいずれか大なる値

Dc

h0

0.25 D c 若しくは 100mm のいずれか大なる値

0.20 Dc 若しくは 100mm のいずれか大なる値

注 1) コンクリート基礎の設計支持角は、施工支持角をもって設計支持角とする。
2) Dc ：管外径（mm）

図-9.2.5 半巻きコンクリート基礎の形状

b.全巻きコンクリート基礎

図-9.2.6 に示すとおりとする。

注 1) コンクリート基礎は外圧荷重に耐える構造とし、管は内水圧に耐える管種とする。
2) ソケット付き管の場合の巻立て部材厚は、管体部での厚さとする。
3)

Dc ：管外径（mm）

図-9.2.6 全巻きコンクリート基礎の形状

283

(8)複合配管の場合
単独配管の設計に準じる。
管と管との間隔は、施工性、経済性、管理面等を考慮して決定しなければならないが、最小間
隔 b3 は複合配管の大なる口径により表-9.2.4 に示す間隔を確保し、締固め作業が可能なものと
する。なお、 b1 、 b2 の値は、施工上必要な幅を確保するものとする。
b3

図-9.2.7 複合配管
表-9.2.4
口 径 (mm)

9.2.3

管と管との間隔 b3
管と管との間隔(mm)

100～ 450

350 以上

500～ 700

550 以上

800～1,100

600 以上

1,200～1,650

700 以上

1,800～3,000

750 以上

基礎及び埋戻し材料

管体の基礎及び埋戻し材料は、原則的として砂礫・砂又は良質な地盤材料を用いるものとする。
管体の基礎及び埋戻し材料に関する留意事項は、次のとおりである。
①

管体の基礎材料には、管体及び継手に悪影響を及ぼすものを使用してはならない。

②

管体の基礎及び埋戻し材料は液状化の影響を踏まえて検討する必要がある。液状化の検討方

法は、「9.6.6(3)

基礎及び埋戻し材料の液状化の判定」に示す。

耐震対策が必要な場合は、基礎及び埋戻し材料による液状化の発生を防止する必要があり、
被害軽減対策として以下に示すような方法が考えられる。現場条件に合わせて適切な対策を行
う必要がある。
a)密度改善：砂質土においては締固め度 D 値が平均で 95％程度（締固めⅡ）あれば、ある

程度の耐震性が確保される。
b)礫質土・砕石の使用：砕石を用いることによって、支持力改善と液状化防止に大きな効
果を発揮する。砕石を用いる場合は、平均粒径( D50 )が 10mm 以上かつ 10％程度( D10 )

が 1mm 以上、締固め度 90％程度以上を確保する。
c)固化処理土（ソイルセメントや流動化処理土）の使用：現地発生土などを用いた固化処

理土を管路基礎材料として用いることによって、基礎材の圧縮沈下や変形を抑制するこ
とが可能である。
注 1) ソイルイルセメントは土にセメント又はセメントと添加剤を加えて混合した材料であり、施工におい
ては締固めを必要とする。
注 2) 流動化処理土は土に泥水又は水と固化材を加えて混練することにより流動化させた材料であり、自硬
性を有していて締固めを必要としない。
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③

基礎及び埋戻し材料に礫質土を用いる場合、直接管体に礫が触れて集中荷重（点支持）にな
らないように配慮しなければならない。
基礎材料として使用できる最大粒径は次のとおりとする。
コンクリート管類、鋼管、ダクタイル鋳鉄管、
500mm 以上の強化プラスチック複合管

・・・40mm（C-40 相当）注 1)

500mm 未満の強化プラスチック複合管・・・・・・・・20mm（C-20 相当）注 2)
注 1) 40mm を超える粒径を一部含む材料（C-40 等）については、実証実験結果からその利用における安全性
が確認されているが、使用する際には、先行事例等を参考に施工するなど注意が必要である。
注 2) C-20 は市場性から入手できない地域があるので注意する。
注 3) 再生骨材の使用については、アスファルト成分（殻）の固化による集中荷重（点支持）や製造過程で
混入金属等を除去しきれない場合があるので注意が必要である。また、
「建設汚泥リサイクル指針」等を
参考に環境への影響についても検討する必要がある。

④

基礎材料に固化処理土を採用する場合の一軸圧縮強度 q u は、200～500kN/m2 とする。なお、
とう性管の場合においては、固化処理土の強度が大きくなると固定支承となり、とう性管の特
性を失うことになるので注意が必要である。
注 1) 流動化処理土を施工するに当たっては、急速施工や偏土圧、施工中の振動などによって、設計で想定
した以上の浮力が管体に作用することが考えられるため、現場での打設層厚や浮上防止対策などの検討
を行って浮力に対する安全性を確認する必要がある。
注 2) 室内配合試験や現地試験の実施の際は、パイプラインの口径や規模を勘案して、適切な配合を定める
必要がある。このため、以下に示す関連技術書等を参考に実施することが望ましい。
・セメント系固化材による地盤改良マニュアル（社団法人 セメント協会）
・流動化処理土利用技術マニュアル（独立行政法人 土木研究所）
注 3) 地下水位が高い区間に固化処理土を採用する場合は、セメント分の溶出による周辺環境に与える影響
に注意が必要である。

⑤

硬質ポリ塩化ビニル管、ポリエチレン管、ガラス繊維強化ポリエチレン管の基礎材は砂質土
を基本とする。

⑥

管体の埋戻しにおいて、現場発生土が埋戻し材料として不適な場合、良質土（購入土等）で
埋戻しする。
なお、とう性管の施工支持角は、スパングラー（Spangler）水平土圧の理論（管側材料は同
一材料）及び設計の簡略化のため 2

＝360°とする。
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