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表-9.6.16 地震動に対する地震応答対策例
被災の内容

対策を考慮するポイント

対策例

【パイプラインの屈曲部、構造物と管路の接続部における対策】

・パイプラインの屈曲部
・地形の変化点にある構造
物周辺

・スラストブロックなどの重量の大きいものを軽量化する。
・スラストブロックと現地盤との間を埋め戻す場合には、砕
石など液状化抵抗力の高い材料を使用する。
・東北地方太平洋沖地震において、地盤や砂基礎の強度や剛
性の低下により、屈曲部の上下流ではパイプ 2～3 本の継手
離脱が発生していたことから、曲管部周辺の耐震性を部分
的に高めることで、管路全体の地震時安全性を高める。注 1）
・構造物の基礎地盤の支持力を高める。
（基礎の砕石の層厚を
厚くするなど）

・構造物周辺の埋設施工方
法

・構造物周辺部の埋設施工方法の検討（オープン施工、矢板を
撤去しない等）
・構造物周辺に可とう管を配置する。

【地盤の変化点に対する対策】
地震動による地
盤・構造物の挙動
の違いによる被災

・土質の変化点
・表層地盤の厚みが急変す
るところ

・地盤ひずみを吸収する特殊管を配置する。

【土質に対する対策】
・現地盤が軟弱な場合
・埋戻し砂が緩い場合

・埋戻し材を支持力の高い材料に置き換える。
（砕石、固化処
理土）
・埋戻し砂の密度を高める。
（厳密な管理を行う）

【現地盤や砂基礎の強度や剛性の低下に対する対策】
・地下水位が管頂部より高
い場合
・現地盤が軟弱な場合
・埋戻し砂の間隙水圧が高
くなるような場合

・地下水位を低下させる。
（斜面などの特別な場合）
・地震時に発生する過剰間隙水圧を低く抑えるためのドレー
ンを設ける。

・構造物と管体接続部にお
ける対策

・コンクリートスラストブロックなどの重量の大きいものを
軽量化する。
・曲管背面の埋戻し範囲を十分確保して、地盤の支持力を高
める。

注 1） 曲管部周辺の耐震性を部分的にを高める具体例を以下の【地盤の剛性低下が生じる場合の対策例】に示す。

【地盤の剛性低下が生じる場合の対策例】
東北地方太平洋沖地震において地盤の剛性低下が生じた場合は、異形管(曲管)から上下
流 2～3 本程度の抜けや変状が生じていた。被災箇所では地下水位が高く、かつ地盤が軟弱
という共通の傾向があった。このような条件においては、伸縮性能、屈曲性能と離脱抑止性
能を有する継手又は可とう管を用いて、曲管部周辺の耐震性を部分的に高めることが、管路
全体の地震時の安全性向上につながる。
〔参考〕鎖構造継手による屈曲部の耐震性向上工法
管路屈曲部の適切な範囲に鎖構造継手を用いることで、曲管変位に追従できる耐震工法の
研究がなされている（図-9.6.32

参照）
。

参考となる文献は、官民連携新技術研究開発事業「液状化地盤におけるパイプラインの耐
震性向上技術に関する研究開発」がある。この耐震工法は、管路屈曲部に伸縮・屈曲性
と離脱防止性能を備えた鎖構造継手を配置することで、屈曲部に生じる変位に追従し、継
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手離脱を生じない管路構造を構築するものである。鎖構造継手を用いる範囲（耐震化範囲）
は、想定する曲管変位をもとに定められる。

図-9.6.32 鎖構造継手を用いた耐震工法概要

また、同研究において、過去の被災調査によるスラストブロック等の屈曲部の曲管変位を
整理した結果、液状化が発生した場合の曲管変位量が 600～800mm、液状化には至らない地
盤剛性の低下が生じた場合の曲管変位量が 350～400mm であった。実績を踏まえ、曲管変位
量は溝幅や地山の材質にもよるが、目安として上記実績を踏まえ、地盤が軟弱で地下水位が
高い場合は、最大の曲管変位量 400mm に対して、離脱防止機能をもった管を採用すること
で、耐震対策が可能となる。
なお、液状化が生じる場合は、実績より曲管変位量の最大値の 800mm が対策範囲を求める
目安となるが、液状化では屈曲部以外の浮上等の被災が大規模に発生していることから、管
路周辺の影響範囲を液状化させないことが原則として、表-9.6.17

地盤変状に対する地震

応答対策例に示した液状化や剛性低下に対する対策を適切に実施する必要がある。
(2)地盤変状に対する地震応答対策
地盤変状に対する地震応答対策とは、地盤の液状化や地すべり、斜面崩壊、地盤沈下などの永
久的な変位の対策であり、計算等により地盤変状に対する安全性を検証できない際の対策をいう。
地盤変状に対する地震応答対策では、液状化に対しては、埋戻し土の密度を高めることや、砕石
や固化処理土などの液状化抵抗力の高い材料を選定することを基本とする。また、地すべりや斜
面崩壊等における対策は、鎖構造継手管路の採用や一体構造管路＋特殊管の採用、緊急遮断弁工
の設置等が有効である。
なお、対策工法の選定においては、表-9.6.17 に示す対策例などについて、地域の状況等に応
じ経済性等を勘案し、最も適切と考えられる対策を検討する必要がある。
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表-9.6.17
被災の内容

地盤変状に対する地震応答対策例

対策を考慮するポイント

対策例

【液状化の予想される飽和砂質土層】

注 1)

・埋戻し土に対して行う対策注 3)

・埋戻し土の密度を高める。
（厳密な管理を行う）
・砕石など液状化抵抗力の高い材料を埋戻し材料として
使用する。
・固化処理土などの液状化しない材料を埋戻し材として
用いる。

・現地盤に対して行う対策

・地下水位を低下させる。
・地震時に発生する過剰間隙水圧を低く抑えるためのド
レーンを設置する。
・地盤改良等の対策を行う。

・管路に対して行う対策

・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する特殊
管を採用する。
・伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を持った鎖構造継
ぎ手の管路を使用する。

現地盤の液状化

【液状化の予想される埋戻し土】注 2)

埋戻し土の液状
化

・埋戻し土に対して行う対策注 3)

・埋戻し土の密度を高める。
（厳密な管理を行う）
・砕石など液状化抵抗力の高い材料を埋戻し材料として
使用する。
・固化処理土などの液状化しない材料を埋戻し材として
用いる。

・現地盤に対して行う対策

・地下水位を低下させる。

・管路に対して行う対策

・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する特殊
管を採用する。
・伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を持った鎖構造継
ぎ手の管路を使用する。

【ごく軟弱な粘性土層及びシルト層における地盤沈下及び剛性低下の対策】

地すべり、斜面
崩壊、地盤沈下
の起こりやすい
地盤

・管路に対して行う対策

・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する特殊
管を採用する。

・構造物と管体接続部における
対策

・構造物周辺に可とう管を配置する。
・コンクリートスラストブロックなどの重量の大きいも
のを軽量化する。
・曲管背面の埋戻し範囲を十分確保して、地盤の支持力
を高める。

・現地盤に対して行う対策

・地盤改良等の対策を行う。

【地すべり、斜面崩壊に対する対策】

・管路に対して行う対策

・伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を持った鎖構造継
ぎ手の管路を使用する。
・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する特殊
管を採用する。

・附帯施設設置による対策

・緊急遮断設備（非常時に緊急閉鎖が可能な制水弁と付
属設備）を設置する。

注 1） 「9.6.6(2)現地盤の液状化の判定」により現地盤の液状化の可能性を判定する。
注 2） 「9.6.6(3)埋戻し土の液状化の判定」により埋戻し土の液状化の可能性を判定する。
注 3） 液状化対策に用いる埋戻し材料の具体例
埋戻し土による液状化の発生防止、被害軽減方策には以下に示すような方法が考えられる。これらの方法や関連する技術書な
どを参考としながら、現場条件に合わせて適切な対策を行う必要がある。
①

密度改善

砂質系の基礎材においては締固め度 D 値が平均で 95％程度あれば、ある程度の耐震性が確保される。
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N ＝20 回

N ＝20 回

=5％

図-9.6.33 締固め度 D 値（％）と液状化応力比

②

の関係

砕石などの礫材の使用

砕石（C-40 など）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。
③

固化処理土の使用
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。また、所定の支持力を確保することも容易であるため、小口径から大口径の埋設管まで広く適用可能で
ある。固化処理土を基礎材として採用する場合、一軸圧縮強度 100kN/ｍ2 程度で十分な液状化抵抗力を発揮するが、大口径
の場合には変形抑制のために 200kN/ｍ2 程度の強度が必要である。

9.6.9

被災事例から見た設計上の留意点と対策

(1)地質、地形の急変部 16)
【被災状況】
①

地質、地形の急変部では、地盤の振動が異なるため被害が多い。
（宮城県沖地震：南方幹線用
水路）また、軟弱地盤、地質、地形の変化点及び旧沼地との境界付近での被災事例が多い。
（日
本海中部地震：能代地区、屏風山地区）

②

段丘から低地に変化する地点での被害事例が多い。（北海道南西沖地震：真駒内地区）

【留意点及び対策方法】
①

地質、地形の境界部においては、管路に十分な伸縮可とう性をもたせる。

②

境界部をはさんで若干の余裕をみた区間に、大きな伸縮可とう性を有する継手を使用する。
又は、伸縮可とう性を有し、かつ離脱防止機構を有する継手の検討を行う。

図-9.6.34 地層の境目（例）
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(2)液状化を生じる砂地盤等 16)
【被災状況】
①

液状化した砂地盤では、管の移動、継手の離脱・破損などにより漏水が生じている事例が多
い。

②

附帯構造物付近では、構造物の沈下、管路の沈下・浮上・水平移動による相対変位によって、
継目離脱・破損・目地開放を生じている事例が多い。

③

砂による埋戻し及び周辺地盤の液状化のために、曲管部のスラストブロックが数十 cm 水平
移動し、短管が離脱した事例がある。
（北海道南西沖地震：真駒内地区第 1 幹線、東北地方太平
洋沖地震：隈戸川地区）

④

埋戻し土の液状化によって、パイプラインの直上部に埋められていた材料（礫質土）が沈下
して、パイプラインが浮上した事例がある。
（北海道南西沖地震：真駒内地区、東北地方太平洋
沖地震：隈戸川地区）

⑤

埋戻し土の液状化によって、埋戻し土が圧密沈下し地表面に数十 cm の沈下を生じた事例が
ある。（東北地方太平洋沖地震：霞ヶ浦用水地区）

【留意点及び対策方法】
①

液状化のおそれがある地盤を避けて、これを迂回するルートを選定する。

②

基礎材の置き換え、地盤改良及び浮上防止対策を講じる。

③

埋戻し材料の土質及び粒度調整に配慮する。

④

伸縮可とう性のある継手を採用する。

⑤

構造物及び異形管部と管路部間の不同沈下対策を講じる。

⑥

スラストブロックで地下水を堰止めたために生じる液状化に対しては、次の対策を検討する。
・止水壁の基本構造（高さ、材料、アンダードレーン）の変更
・液状化しない埋戻し材料の採用
・浮上防止対策の実施

(3)液状化を生じるサンドベッド 16)
【被災状況】
①

サンドベッドの液状化が加わり、被害を更に拡大する場合もある。
（宮城県沖地震：南方幹線
用水路、東北地方太平洋沖地震：隈戸川地区）

②

置換材料（砂）の液状化による局部沈下、ひずみ等により管体継目から漏水した事例がある。
（日本海中部地震：能代地区、熊本地震）

③

斜面における埋戻し材（砂）がほぼ全域にわたって液状化し、パイプラインが左右に揺すら
れながら浮上、蛇行した事例がある。
洋沖地震：隈戸川地区）

（北海道南西沖地震：真駒内第 1 幹線、東北地方太平

401

(a) パイプラインの沈下・蛇行の状況
図-9.6.35

④

(b) 直管部のパイプの沈下・蛇行の程度

液状化によるパイプラインの浮上・蛇行（北海道南西沖地震）

止水壁で拘束された管路に浮力によるせん断力が作用し、周方向に亀裂を生じた事例がある。
（北海道南西沖地震：真駒内第 1 幹線）

【留意点及び対策方法】
①

埋戻し土の締固め密度を厳密に管理し、密度の増大を図る。

②

締固め 1 層の仕上り厚さを薄くする。

③

締固めエネルギーの高い締固め機械を使用する。

④

基礎工・埋戻し工の施工に当たっては、地下水位を低下させた状態で実施する。

⑤

管体の基礎材には、砕石を使用するなどの配慮をする。

⑥

スラストブロック背面の液状化対策としては、埋戻し土の密度の増大を図るほか、液状化し
難い砕石・固化処理土の使用、地下水位の低下策などを講じる。

(4)附帯構造物（異形管スラストブロックを含む）との接合部付近の管路
【被災状況】
①

軟弱地盤では、附帯構造物等の周辺管路が移動・沈下し、継手の離脱・目地間隔の拡大・管
体のずれ等を生じた事例が多い。（北海道南西沖地震、東北地方太平洋沖地震：芳賀台地地区）

②

砂地盤では、附帯構造物が移動・沈下・傾斜したため、これに接続する管路が離脱・目地間
隔拡大・沈下等を起こした事例がある。
（日本海中部地震：屏風山地区、東北地方太平洋沖地震：
芳賀台地地区）

③

砂基礎及び埋戻し土の液状化により、附帯構造物が移動・沈下・傾斜したため、これに接続
する管路が離脱・目地間隔拡大・沈下等を起こした事例がある。（東北地方太平洋沖地震：隈
戸川地区・霞ヶ浦地区）

④

末端配管部では、立ち上がり配管にコンクリート基礎を設置していた給水栓の根本部の破損
及び T 字管・曲管部・片落ち管等が破損し継手部から漏水した事例がある。（熊本地震）
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図-9.6.36

スラストブロック部の管路の

離脱状況（北海道南西沖地震）

図-9.6.37 給水栓立ち上がり部の
傾き状況（熊本地震）

【留意点及び対策方法】
①

スラストブロックの復旧計画では、地震時の検討を行い地震時土圧、地震時基礎支持力も検
討の対象とする。

②

附帯構造物と管路の相対変位量を想定し、これに対応できる調整鋼管とドレッサー継手鋼管
を使用するほか、伸縮可とう管の使用についても検討する。

③

末端配管部では、スラストブロックの軽量化、給水栓立ち上がり部にコンクリートを用いな
い施設設計、周辺土の密な締固め、硬質ポリ塩化ビニル管では RR 継手、HIVP、ベンド管の採用
を検討する。弁への分岐点を可とう管とする、給水栓立ち上がり基部を可とうジョイントとす
る、などの改良を行う。

(5) 埋立て地
【被災状況】
①

埋立て地では被災事例が多い。

②

施工後間もないパイプラインに被害が多い。（日本海中部地震：能代地区）

③

液状化現象は、沖積平野の在来の地層よりも、その上に造成された埋立て地で多く発生して
いる。（千葉県東方沖地震、東北地方太平洋沖地震：新利根川地区）

④

人工島では、液状化しにくい材料（粗粒の山砂）で埋め立てられた地域も液状化している。
（兵庫県南部地震）

【留意点及び対策方法】
①

基礎を置き換えるか地盤改良を行う。

②

盛土・埋立地では、離脱防止機構をもった伸縮可とう性の大きい継手を採用する。

③

管路部と附帯構造物との不同沈下対策を講じる。

(6) 軟弱な表層地盤が厚い区間
【被災状況】
①

軟弱地盤に、管の沈下・移動・継目の離脱・目地解放・漏水などの被害が集中している。
（日
本海中部地震：能代地区、屏風山地区、東北地方太平洋沖地震：隈戸川地区）

②

地震被害は、砂質土、粘性土、有機質土、高有機質土の順に発生している。（宮城県沖地震）
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【留意点及び対策方法】
①

軟弱地盤を避けて、これを迂回するルートを選定する。

②

離脱防止機構をもった伸縮可とう性の大きい継手を採用する。

③

管路部と附帯構造物との不同沈下対策を講じる。

④

基礎を割栗石・砕石等で置き換えて支持力を改善する。

⑤

サンドベッドに安定性の高い材料を用いる。

(7)

泥炭性軟弱地盤（北海道胆振東部地震:勇払東部地区）

【被災状況】
①

泥炭性軟弱地盤に現地盤の沈下、基礎材料の緩みが発生し、継手部の抜け出しにより、漏水
が発生している。

②

スラスト力が作用する屈曲部では特に大きな変位（最大実測値 800mm）が生じ、管の移動・継
目の離脱・目地間隔の拡大・漏水などの被害が集中している。

③

屈曲部の変位には地震時動水圧の発生が影響している可能性がある。
鋼製曲管
変位

継

手

構

造

管

継

路

手

構

造

管

路

メカニカル継手(押輪) メカニカル継手(押輪)
継手受口
ゴム輪
継手部
離脱・目地間隔の拡大

継手受口
ゴム輪
継手部
離脱・目地間隔の拡大

図-9.6.38 屈曲部の管路離脱状況（北海道胆振東部地震）
【留意点及び対策方法】
①

埋戻し材料の軽量化による沈下対策を行う。

②

離脱防止機構をもった伸縮可とう性の大きい継手を採用する（図-9.6.32 参照）。

③

管路部と附帯構造物との不同沈下対策を行う。

④

屈曲部の変位には地震時動水圧の発生が影響している可能性があるため、必要に応じて専門
技術者に相談する。〔④の参考〕17）

(8)

道路・盛土などの上載荷重がかかる部分の横断部（軟弱地盤）

【被災状況】
①

道路横断部のコンクリート基礎及び砂基礎の PC 管路が、数十 cm 沈下した事例がある。（日
本海中部地震：能代地区）

②

農地造成工事により荷重条件が変化した区間で、管路の移動・沈下が生じた事例がある。
（日
本海中部地震：能代地区）
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【留意点及び対策方法】
①

道路横断区間は軟弱地盤を除去し、砕石等で置き換え、基礎支持力の改良を図る。

②

道路横断箇所に伸縮可とう管を設置する場合で、管の変位・移動量が顕著な箇所は、今後の
変位量を想定して伸縮可とう管の規格を決定する。

③

耐震性に優れた管種にするとともに、道路横断の前後に伸縮可とう管を設置する。

(9) 盛土区間（法肩・法尻を含む）
【被災状況】
①

盛土部分に埋設した管路が盛土面の滑りによって被災した事例がある。
（日本海中部地震：屏
風山地区、南部幹線用水路、東北地方太平洋沖地震：隈戸川地区）

【留意点及び対策方法】
①

法肩・法尻については、次の工法を採用する。
a) 法尻基礎工、斜面崩壊防止工
b) 離脱防止継手の採用

②

耐振性の高い継手又は管体材料を有する管路を採用し、必要に応じて基礎の置換及び地盤改
良を行う。

(10)傾斜配管部
【被災状況】
①

沢の横断部や原地盤の軟弱な部分は、埋戻し材の十分な締固めができずウィークポイントと
なりやすい。（北海道南西沖地震）

【留意点及び対策方法】
①

法尻に鋼矢板を施工する、地上配管にする、などについて比較検討の上対策を決定する。

(11)地下水位が高い区間
【被災状況】
地下水位が高い区間については、(2)液状化を生じる砂地盤等、(3)液状化を生じるサンドベッド
に被害が発生するだけではなく、飽和土の剛性低下及び地盤沈下により、その他の被害が増大する
傾向がある。
① 地下水位の確認された区間において、スラストブロックの接合部付近の周辺管路が移動し、
継手の離脱・目地間隔の拡大・管体のずれ等を生じた。
（東北地方太平洋沖地震：芳賀台地地
区）。
② 地下水位が高く、かつ軟弱地盤の区間で地盤の沈下が発生し、附帯構造物付近で継手の離
脱・漏水などの被害が集中している。（東北地方太平洋沖地震：霞ヶ浦地区）
【留意点及び対策方法】
①

斜面等の地形により可能な場合には、地下水位を低下させる。

② 地震時に発生する過剰間隙水圧を低く抑えるためのドレーンを設ける。
③ コンクリートスラストブロックなどの重量の大きいものを軽量化する。
④ 曲管背面の埋戻し範囲を十分確保して、地盤の支持力を高める。
⑤ 地盤改良等の対策を行う。

