
9.6 耐震設計 

 

9.6.1 一般事項 

農業用のパイプラインは水源地からほ場までの区間、あるいは、その一部の区間に布設される線状

の構造物である。パイプラインは中山間地区にあっては変化に富んだ地形に埋設され、一方、末端の

ほ場近くにあっては軟弱地盤や地下水、湧水などの影響を強く受けることになる。さらには、パイプ

ラインには空気弁などの構造物や分岐のための附帯施設が付属して構築される。このように地盤条

件やパイプラインの構成材料が多種・多様であることから、パイプライン系全体の耐震性能を均一に

確保することは極めて困難である。地下に埋設される構造物の地震時挙動については未解決な部分

も残されており、パイプラインの耐震設計理論は体系的に確立するには至っていない。 

したがって、農業用パイプラインの耐震性については地震被害を軽減するための対策を骨子とし

て、応答変位法や地盤の液状化判定などの設計手法を用いて検討する対策と、設計手法は確立してい

ないものの過去の被災事例などから有効と考えられる対策の両面から設計・施工を実施することを

基本とする。 

設計に当たっては、重要度に応じた地震動レベルを設定して検討する。良質な地盤に埋設されてい

る直線部などのウィークポイントとならない区間は、応答変位法を用いることを標準とする。ただし、

応答変位法については、大規模地震時の適用に課題があるため、特に重要な箇所では専門技術者に相

談の上での慎重な検討を要する。 

施工に当たっては、パイプラインの被災の大部分はウィークポイントに集中していることから、ウ

ィークポイントへの対策を十分に行うことが重要である。特に、液状化が生じると被災規模が大きく

なることに留意し、「9.2.3 基礎及び埋め戻し材料」に示す砕石基礎や固化処理土の採用を検討する

他、締固め密度を高めることで被災防止を図ることとする。その他、「9.6.8 地震応答対策の内容」

に示す鎖構造継手や可とう継手の設置、スラストブロックなど重量の大きい構造物の軽量化などを

検討する。 

パイプライン全体の耐震化は多額の費用を要するだけでなく、過大な構造物となる場合も想定さ

れることから、パイプラインの重要度区分に応じて保持すべき耐震性能を設定し、震害を受けた場合

の影響を最小限とするような設計上の配慮が不可欠である。重要度 A 種及び B 種のウィークポイン

トは対策を行うことを基本とし、重要度 C 種のウィークポイントは地域の状況に応じて判断する。

また、早期復旧のためには線路選定や水理システムの面からもウィークポイント付近には点検施設

を設けるなど十分な配慮が必要である。 

(1)計画設計上の一般事項 

埋設パイプラインのように長大で多種の地盤にまたがり、したがって、地震入力も場所によっ

て異なるような構造物では、全般について均一な耐震性を確保することは容易ではないため、そ

の重要度区分と保持すべき耐震性能に応じ、下記に示す方針に従い、計画設計を行う。 

① 埋設管においては、地盤の特性が管体に大きな影響を与えるので、路線の選定、附帯施設

の位置の決定に当たっては、土質調査、地盤調査を行い、軟弱地盤、高い切土及び盛土部、

地形及び地質の急変部等は避けることが望ましい。 

② 特殊継手を設け全体的に伸縮に富む構造（柔構造）、又は一体構造管路にする。特に調整池、

ファームポンド、スタンド、土砂吐、スラストブロック（アンカーブロック）、制水弁、ポン

プ室等、管体と固有周期の異なる附帯施設との接合部では、地震時に大きな変形や応力が発
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生することが考えられるので、特殊（伸縮又は可とう）継手等を設けることが望ましい。 

③ 曲管部は、地震時に応力集中を生じやすいので、水平、鉛直とも曲管部の半径は大きくと

り、急激な屈曲を避けることが望ましい。 

④ 送配水における危険分散又は被災後の保安対策（送水停止機構の確立等）及び復旧工につ

いても考慮しておく。したがって、大口径管では、地震被害があった場合、外部からの点検

は大規模な作業となるので内部からの点検ができるように、適当な間隔でマンホール等を設

けるものとする。また、内部からの点検ができない小口径管では区間ごとに漏水量の点検が

できるよう、分水工及び異形管の設置箇所を利用して制水弁を設けることが望ましい。 

(2)パイプライン系のウィークポイント 

農業用パイプラインも過去にいくつかの大きな地震被害を受けている。新潟地震（1964 年）2)、

宮城県沖地震（1978 年）3)、日本海中部地震（1983 年）4)、釧路沖地震（1993 年）5)、北海道南西

沖地震（1993 年）5)、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災：1995 年）6)、新潟県中越地震（2004

年）7)、東北地方太平洋沖地震（2011 年）、熊本地震（2016 年）などの大規模な地震によって被災

を受けたパイプラインは、その震害原因と被害の特徴を次のように整理することができる。 

〈震害の原因〉 

① 地震波動伝播によるもの 

② 地盤あるいは埋戻し砂の液状化によるもの 

③ 地盤の圧密沈下及び強度や剛性の低下によるもの 

④ 斜面のすべりによるもの 

⑤ 近接構造物や附帯構造物によるもの 

⑥ 断層によるもの 

〈被害の特徴〉 

① マンホール、スラストブロック等附帯施設との接続部における管体離脱 

② 軟弱地盤や地形、地質が変化する境界での管体離脱 

③ 埋戻し砂、あるいは、現地盤の液状化現象によるパイプの変状 

④ 斜面崩壊に伴うパイプの移動 

⑤ 斜面法肩部に設置した構造物周辺でのパイプの離脱 

これらのような特徴的な被災は震度 5（東北地方太平洋沖地震では震度 5 強）以上の地区にお

いて顕著で、パイプラインの離脱に伴う漏水や管体の移動、破損、折損などを引き起こし、場合

によっては流出水によって地盤の一部が流亡するなどの二次的被害の可能性も含んでいる。 

以上のことから地中に埋設されるパイプラインのウィークポイントを地形・地質的な要因と施

工方法などの要因に分けて整理することができる。現実の地震被災はこれらの要因が重畳して発

生していることから、設計・施工上の配慮によって危険となる要因を排除し、パイプライン系全

体の耐震性を改善することも可能である。 

【地形的要因】 

① 地形の変化点にある構造物周辺部（法肩、法尻部のスラストブロック等） 

② 現地盤が軟弱な場合（沢部を横断するような場合など） 

③ 地震基盤上の表層地盤の厚みが急変する場合 

【土質的要因】 

④ 地下水位が管頂部より高い場合 
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⑤ 埋戻し砂が緩い場合 

⑥ 埋戻し砂の間隙水圧が高くなるような場合（傾斜地形で地下水を十分排水できないような

場合） 

⑦ 現地盤の液状化の可能性が高い場合 

【施工的要因】 

⑧ 矢板土留めによる施工 

⑨ 傾斜配管 

【パイプラインの構造的要因】 

⑩ 構造物との接続部 

⑪ 曲がり管部 

⑫ 異形管の部分（Ｔ字管、片落管部等） 

(3)パイプラインの耐震対策 

パイプラインの耐震性を向上させるに当たっては、地震動に対応する場合と、地盤変状（地盤の

永久変位）に対応する場合の 2ケースに分けて考える必要がある。 

さらに、地震動及び地盤変状に対応する対策は、それぞれ耐震設計手法が確立しており数値化

が可能な対策と、耐震設計手法が確立されていないが有効な対策に分けて考える必要がある。 

耐震設計手法が確立しており数値化が可能な対策については、施設の重要度に応じた地震動レ

ベルにて検討を行う。検討に当たっては、極めて重要度の高い施設において、被災の多いパイプ

ラインの屈曲部や構造物との接合部などは、個別に解析を行い構造物の移動量を推定し対策工の

設計を行う。耐震設計手法が確立されていないが有効な対策は、パイプラインの屈曲部、土質の

変化点、ごく軟弱な粘性土層及びシルト層、液状化の予想される飽和砂質土層等において検討す

る。 

なお本技術書では、地震動がもたらすパイプラインの被災のうち計算手法が確立されていない

もので、地震動による地盤・構造物の挙動の違い、埋戻し土の液状化、地すべり、斜面崩壊、地

盤沈下などの地盤変状の被害防止対策を地震応答対策という。 

a.地震動に対応する場合 

地震動による地盤の動きが小さいと想定される場合には、地震で発生する地盤ひずみに対し

て管路の耐震性を検討すればよい。このような条件では、応答変位法を用いた検討手法があり

管路の安全性を評価できる。 

また、耐震計算を行った後、地震動による挙動の違いによって被災するおそれのあるパイプ

ラインの屈曲部などについては地震応答対策を検討する。なお、地下水が存在すると、地震時

に液状化には至らないが過剰間隙水圧の上昇などにより現地盤や埋戻し土の強度や剛性が低下

する可能性に留意する必要がある。特に、被災事例の多い構造的要因によるウィークポイント

において、土の強度や剛性が低下することによる変位が無視できない場合には、その影響を考

慮した対策を検討する必要がある。 

b.地盤変状に対応する場合 

一方、被災の事例では、管路は地盤の大きな永久変位を受けて被災している。このため、応

答変位法のみで管路の安全性を評価するのは難しい。したがって、地盤変状の事例などからパ

イプライン系全体のウィークポイントを整理し、対策方法を検討しなければならない。ここで

地盤変状とは、地震動により生じた現地盤や埋戻し土の液状化、地すべり、斜面崩壊、地盤沈

339



下、地割れなどの永久的変位をいう。 

液状化によって生じる護岸近傍や傾斜地盤における地盤の側方流動などについては、地盤変

状に対する検討手法があり管路の安全性を評価できる。また、耐震設計手法の確立していない

地すべりや斜面崩壊、地盤沈下などの地盤変状に対しては、地震応答対策を検討する。 

(4)耐震設計の基本 

耐震設計では、応答変位法を用いた地震動に対する検討と、地盤変状（地盤の永久変位）に対

する検討を行った後、地震応答対策や解析による対策を検討する。 

図-9.6.1 に、耐震設計のフローチャートを示す。 
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図-9.6.1 耐震設計のフローチャート 
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a.応答変位法を用いた検討 

(a) パイプラインは一般に断面の外周の長さと比較して構造物軸方向の長さが長く、かつ、

見かけの単位体積重量も周辺地盤と比較して相対的に軽いために、地震時に独自の振動を

することはなく、周辺地盤の動きに支配されるものと考えられる。したがって、管路の耐

震計算は応答変位法による。 

(b) 応答変位法によるパイプラインの耐震設計は、一体構造管路・継手構造管路の分類、重

要度、設置状況、周辺の地盤の特性を考慮して、設定した地震動レベルに対して、それら

に適合した耐震計算法、計算モデルにより、地震時にパイプラインが保持すべき機能を確

保できるか安全性を照査する。 

(c) パイプラインの耐震設計は縦断方向について行う。管の構造は常時の横断方向の設計で

決まることが多く、耐震設計は主に地震時の軸方向の応力、ひずみ、伸縮量、屈曲角など

に対する照査を目的として行う。 

(d) 応答変位法で設定する地盤ひずみは、通常、弾性波の伝播によるものであり、その振幅

は表層地盤の地震動増幅を算定することに基づく。 

(e) 埋設管に沿っての地震波動の伝播に伴い強制変形を受ける管体や継手の応力や変形は地

盤の水平変位振幅や地盤ひずみ等から算出し、それらの許容値と比較して安全性を照査す

る。 

(f) 埋設管路継手部における管軸方向伸縮量及び屈曲角度の耐震計算も応答変位法によるこ

とを原則とする。 

(g) 図-9.6.2(a)及び図-9.6.2(b)に、パイプラインの安全性照査の手順を示す。 

(h) 応答変位法による計算は、管路を弾性床上の梁としてモデル化するため、地盤を均一な

弾性状態として考えている。ただし、レベル２地震動に対しては、地盤の不均質性による

局部的なひずみの集中や、地盤が塑性状態に達する過程などを反映できないことが課題で

あり、実際には当計算の変位よりも大きくなる場所もあり得ることに留意しておく必要が

ある。応答変位法に代わる検討手法がないことから、当面は応答変位法を標準とするが、

特に重要な箇所では必要に応じて専門技術者に相談の上での慎重な検討を要する。 

b.地盤変状に対する検討 

(a) 地盤変状に対する検討は、「液状化による護岸近傍における地盤の側方変位」「液状化

による埋立地及び河川流域の内陸部における地盤変位」「傾斜した液状化地盤の変位」「傾

斜した人工改変地盤の変位」について行う。なお、現地盤が液状化するかどうかの判定は、

地震動レベルに応じて「9.6.6 液状化の判定」に基づいて行う。 

(b) 地盤変状に対する検討は、レベル 2 地震動について実施する。これは、地盤変状による

永久ひずみについての設計データが、レベル 2 地震に基づいており、レベル 1 地震時のデ

ータは明確になっていないためである。 

(c) 継手構造管路の照査方法は、管路の軸方向に関して、管路継手の全伸縮可能量が地盤の

変形量より大きく、地盤の変形を継手部の伸縮で吸収できるか確認する方法とする。 

(d) 一体構造管路は、耐震性能を管体の変形能力にもたせることとし安全性を照査する。具

体的には、地盤の側方流動を入力条件として、埋設された管路の管軸方向に変位成分を持

つ計算モデルを取り上げ、管路に発生する最大ひずみを算定し、許容管体ひずみと比較し

て安全性の照査を行う。 
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c.地震時の変位量に対する解析 

(a) ウィークポイントのうち構造的要因によるものについては、条件によって地震時に局所

的に大きな応力、ひずみ及び相対変位を生じる場合が予想される。したがって、重要度 A
種のうち特に重要な部分と判断された場合には、地震時の変位量に対する解析により個別

に構造物の移動量を推定し、対策工の設計を行うことを検討する。特に重要な部分とは、施

設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が極めて大きい次の条件を全て満たす施設が

挙げられる。 

①施設規模が極めて大きい。 

②主要道路や鉄道、住宅地等に近接する。又は、地域防災計画によって避難路に指定されて

いる道路に近接することから避難・救護活動への影響が極めて大きい。 

(b) 地震時の変位量に対する解析に当たっては、現地盤や埋戻し土の強度や剛性の低下を考

慮する必要があり、施設構造条件や現場条件により適切な解析手法を採用する。なお、解析

を実施する際には、解析手法や設計条件の妥当性を十分に検証する必要があり、高度な知識

を要するため、必要に応じて専門技術者に相談する。 

   〔9.6.1 の（4）c.(b)の参考〕11）12） 

d.地震応答対策 

(a) 地震応答対策は、耐震設計を行った後、パイプラインの屈曲部、土質の変化点、ごく軟

弱な粘性土層及びシルト層、液状化の予想される飽和砂質土層等において検討を行う。ウ

ィークポイントに対しては、重要度 A 種、重要度 B 種については対策を講じることを基本

とし、路線全体の地震による被害の軽減を図るものとする。重要度 C 種のような重要度の

低い施設については、地域の状況に応じて経済性等を勘案し、地震応答対策の必要性を判

断する。 

(b) 地震応答対策は、「9.6.8 地震応答対策の内容」に示す対策工法などから適用を検討す

る。特に、構造的要因によるウィークポイントに対しては、「9.6.8（1）地震動に対する

地震応答対策」に示す対策例を参考に地震応答対策を行うことを基本とする。 

(c) 地震応答対策は、耐震計算によって適用の検討を行うものではないので対策工の評価は

行わない。 

(d) 現地盤及び埋戻し土が液状化するかどうかは、「9.6.6 液状化の判定」により判定する。 

e.耐震設計上の基盤面及び表層地盤 

耐震設計上の基盤面とは、式(9.6.1)の記号説明において定義する基盤面である。なお、9.6

節における基盤面、地震基盤とは、この耐震設計上の基盤面である。 

表層地盤とは、地表面と基盤面との間の地盤をいう。 
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図-9.6.2(a) 埋設管路の安全性照査の手順 
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図-9.6.2(b) 埋設管路の安全性照査の手順 
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