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「大変位吸収鋼管」の開発と応用
―農業水利施設周りの耐震化のために―
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1. はじめに

1995 年の阪神・淡路大震災以降，震度 6 弱以
上の大規模地震は 22 年間で 25 回を数えている。
地震の種類が海溝型地震と内陸直下型地震に大別
されて，その発生メカニズムが異なることや，活
断層は 2,000 箇所以上存在し，M 7 級の地震は全
国どこでも起こり得ることは今や常識となってい
る。このような大規模地震発災後に優先して復旧
すべきインフラとして上工水や農業用水のパイプ
ライン網があるが，埋設構造物がゆえに復旧に長
期間を要する事例が多くなっている。この課題に
対応するため，大規模地震による大きな地盤変動
や液状化，さらには泥炭地域，軟弱地盤等におい
て極めて大きな地盤変位を生じても構造物取合部
や管路で離脱，脱管を許さない「大変位吸収鋼管」
を開発し，低平地帯や泥炭地域での供用を開始し
たので，その開発経緯，設計の考え方，現場への
適用性等について報告する。

2. 地盤変動による水利施設周りの管路被害
と影響

（1）阪神・淡路大震災の場合
1）農業水利施設

本震災は野島断層に代表される六甲・淡路島
断層帯の活動によることが知られている。農業
水利施設の被害については，東播，加西，淡路
地域のため池 1,200 ヶ所をはじめとして広域的
に構造物や農業用パイプラインが損傷したが，
水稲作付け期までに概ねの応急復旧が行われ
た。この地域では鋼管以外の管種が大半であっ

たが，震度５強では構造物へ接続する配管が破
損し，震度６以上では管体のクラック，継手部
のズレが多数発生したことから震度と地震被害
の関係が明らかとなり，その後の各種耐震指針
に反映されることとなった。また，管体の離脱，
損傷，ズレ等の直接的な力学的要因は地盤の側
方流動や活断層の鉛直，水平変位によるものと
推定されている。

2）上水道および工業用水施設
都市インフラの被災の特徴として「震災の帯」

が注目されたが，上水道では兵庫県下だけでも
約 130 万戸に及ぶ未曾有の規模の断水が発生
し，その復旧に最長 3 ヶ月を要した。このため，
上水道の上位システムである阪神水道企業団の
幹線網と各市の配水管路網から構成される階層
的な水供給システムと地形条件や水利条件など
による要因分析が行われている。神戸市での管
路被害では，震災以前から配水管の材質及び継
手の耐震化が進められ , 全体の 90% が耐震管路
と称されるタイプとなっていたにもかかわらず
最多の被害箇所数と被害率 1 ～ 2 箇所 /km が
発生した。管路被害箇所 1,439 箇所のうち継手
の被害は 908 件で最も多く，印ろう継手だけで
なく多くのメカニカル継手の離脱が挙げられ，
管体折損・破損は 293 箇所と報告されている。
また，浄水場を主体とする構造物被害は継手離
脱のほかに，地盤変状が原因による管路とコン
クリート構造物の取り付け部の被害が多く発生
した。この結果，構造物被害の原因は地震振動

（揺れ）に起因するものと地震で発生した地盤
変状によるものとに大別された。

技術報告
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（2）東日本大震災の場合
1）農業水利施設

国営両総用水地区は九十九里から房総半島ま
でを受益地とする農水専用幹線と上工水を運ぶ
水資源機構・房総導水路を共用する長大なパイ
プライン網であるが，農水区間だけでも 105 箇
所に及ぶ被害を被った。うち 23 箇所はφ 2600
～ 1500 mm の管体の継手離脱と想定外のシー
ルドセグメントのズレであった。特に，通水に
影響を与える被災箇所は，谷地田部あるいは
九十九里低平地の軟弱地盤に位置するものが大
半であり，構造上の特徴としては，管路の立上
り部分や平面的な屈曲部周辺で大きな損傷が見
られたほか，建設当時から弱点部と認識されな
がらも，伸縮可撓管等で処置された箇所で被害
が多いことも挙げられる。

また液状化被害が深刻であった利根川下流域
には応急復旧や災害査定のために支援作業に入
ったが，県営，土地改良区営の揚水機場や分水
施設等では（写真－ 1，2）で見られるような
機場建屋の抜上がり現象や場内配管の脱管が各
所で発生した。

写真－ 1　機場建屋の配管抜上がり

 

写真－ 2　液状化による機場周りの脱管（香取市）

図－ 1　地震のリスクと農業水利施設の耐震対策（農村興局資料）
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2）上水道施設
本震災における上水道施設の被害は東北 6 県

から関東地方一円に及んだが，発災から 3 週間
後も断水を強いられたのは津波被災区域と仙台
市近郊市町村のみである。このうち仙台市近郊
における長期化は，（写真－ 3）に示すように
仙南・仙塩広域水道から供給される送水本線に
おいて伸縮可撓管が各所で脱管したことが主な
原因である。なお，鋼管路の被害状況等につい
ては，日本水道鋼管協会（WSP）による埋設
鋼管路の被害分析の報告書（H23 .8）を参照さ
れたいが，その中の「将来的な復旧・復興に向
けての提言」によれば，概ね以下のとおり要約
される。

①埋設鋼管路において伸縮可撓管を設置する
場合は，前後

　の配管線形を考慮した設置の必要性・設置
位置・所要変位量（伸縮両・偏芯量）等を
十分に検討すべき。

②地震時の地盤変状等，大きな変位の発生が
懸念される伏越し部などに設置する伸縮可
撓管については，3D（kN）以上の抜出し
阻止力を有する離脱防止機構を持つもの，
または極めて大きな伸び吸収性能を有する
大伸張型伸縮可撓管を採用するか，断層用
鋼管のような抜出しの懸念のない製品を採
用すべき。

③阪神・淡路大震災以前の耐震設計指針に
基づき設計された管路で途中に多数の伸縮
可撓管を配する構造となっている管路のう
ち，液状化の恐れがある路線や地震時に大

きな地盤変位の発生が予想される地域につ
いては，優先的な耐震診断の実施や緊急用
資材の備蓄が望ましい，等々。

（3）泥炭地域における地盤沈下
1）泥炭地盤の特徴

泥炭は北海道から東北地方にかけて広く分布
する寒冷地特有の未分解で繊維質の特殊土層で
ある。石狩川や帯広管内での厚さは平均で 3 ～
4 m 程度，最大で 6 ～ 7 m を示し，含水比は
400 ～ 700 % のものが多い。このため，わずか
の荷重で沈下しやすく，長期間にわたって沈下
が収束しないなど土木工事に際しては極めて厄
介な代物である。
 

写真－ 4　篠津地域の泥炭層

2）農地・農業用施設の被害
泥炭地域では，営農上は経年的な地盤沈下に加

えて，大型機械の導入による不等沈下や農業機械
の転倒事故が発生している。また，農地の排水改
良など基盤整備を進めると，却って地盤沈下を助

写真－ 3　伸縮可撓管の脱管
（φ 2400 宮城県 HP より） 写真－ 5　泥炭地盤上の道路の沈下
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長し客土等を余儀なくされるほか，ポンプ場など
水利施設周りでは伸縮可撓管の許容限度を超えて
脱管したり，パイプラインの継手部等で繰り返す
漏水は長年の深刻な課題となっている。
 

3. 大変位吸収鋼管の概要

大変位吸収鋼管は地盤変位を吸収する目的で開
発された特殊鋼管であり，想定よりも大きな変位
が生じても亀裂発生や漏水することなく，通水機
能を保つことができる。

ここでは，まず大変位吸収鋼管の開発の基礎と
なった，断層横断部での対策工の１つである「断
層用鋼管」について触れ，その後に大変位吸収鋼
管の開発，性能，設計および施工，施工実績につ
いて説明する。

（1）断層用鋼管の開発
活断層は地下にあって目視できない震源断層と

地表に現れている地表地震断層に区分されるが，
いずれもが数 km から数十 km にも及ぶために迂
回することが難しく，断層面が動く場合には局所
的に数 m オーダーの変位が発生する。

断層用鋼管は，この断層を横断する管路の対
策工であり，断層変位のような局所的に起こる
数 m 規模の大変位を吸収することを目的として
2012 年に開発（特許：特開 2010-230106 ， 特開
2010-230107）した。
（図－ 2）は断層用鋼管の変形のイメージを示

したものである。図に示すように断層面を挟んで
等間隔に波形管を設けることで，地震時に断層が
動いても波形部が曲がることで断層変位を吸収す

図－ 2　断層用鋼管の変形（イメージ）

写真－ 7　コーネル大学での地中実験（米国 , 2016）

ることができるものである。また，（写真－ 7）は，
米国西海岸地域での採用を念頭に，コーネル大学
において実施した性能確認実験の１つとしての地
中実験である。本実験では土槽を使って断層変位
を再現することで，地中での断層用鋼管の変形
状態の確認を行った。（写真－ 7）に示すように，
曲げ角度 42°まで曲げても亀裂，漏水がないこ
とが実証された。

1）施工実績（神戸市大容量送水管）
神戸市の大容量送水管は，阪神・淡路大震災で

断水が 10 週間にも及んだことを教訓に「災害に
強い都市づくり」を目的として整備された施設で
ある。本施設は，我が国で初めて「大深度地下使
用法」（略称）を適用した市街地の地下深くを通
過する上水道送水管であり，鋼管の溶接構造によ
る高い耐震性能と緊急時には応急給水が可能な貯

写真－ 6　ポンプ場における伸縮可撓管の変状
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図－ 3　大容量送水管イメージ図（神戸市）

写真－ 8　断層用鋼管（φ 2400）

水槽としての機能を併せ持つものである。
神戸市近郊には非常に多くの断層が存在してお

り，本送水管の路線計画も断層を避けて配管する
ことが難しく，六甲・淡路島断層帯の一部である
会下山断層を横断しなければならなかった。この
断層横断箇所の対策として，大口径の「断層用鋼
管」が採用されたところである。（写真－ 8）

（2）大変位吸収鋼管の開発
従来、農業水利施設周りの管路では，地盤沈下

や地震時の地盤振動対策として伸縮可撓管を適用
することが一般的であるが，近年では想定を大き
く上回る地盤沈下や地震時の側方流動等が発生
し，脱管による漏水被害が多く発生している。

伸縮可撓管は，変位作動反力が小さく隣接する
コンクリート構造物に与える影響は無視できる
が，設計値以上の地盤沈下や想定外の地震による
地盤変状が生じると脱管し，漏水が発生する恐れ
がある。

一方，断層用鋼管は本管と同等の管厚の連続構
造であるため，設計値以上の変位が生じても脱管
することなく漏水から免れることが可能である。

ただ管厚が本管と同厚のため，一般的な伸縮可撓
管に比較して作動反力が大きく，（図－ 4）に示
すように構造物の取り合い部にそのまま適用しよ
うとすると隣接する構造物に影響を及ぼす。この
ことから，断層用鋼管の波形部の反力を小さくす
るために，数値解析を実施して，山高さおよび山
幅を改良し，さらに，波形部の設置位置を見直し
することで，隣接する構造物への影響を抑えた低
反力タイプの断層用鋼管として「大変位吸収鋼管」
を開発した。

大変位吸収鋼管と断層用鋼管、伸縮可撓管の波
形形状の違いおよび特徴を（表－ 1）に示す。

表－ 1　波形形状比較
波形形状 特　徴

伸縮可撓管

用途：地盤沈下
許容沈下量：約 200 mm
繰り返し荷重に対応で
きる

断層用鋼管

用途：断層変位
許容角度：12°
数ｍの断層変位に対応
できる

大変位
吸収鋼管

用途：地盤変状
許容沈下量：400 mm ～
数ｍの地盤変位でも通
水断面を確保できる

（3）大変位吸収鋼管の性能
大変位吸収鋼管の設計では，以下の曲げ実験お

よび塗覆装追従性確認実験を踏まえて許容沈下量
を決定している。

1）曲げ実験
大変位吸収鋼管の曲げ性能を確認するため，

（写真－ 9）に示すような構造試験機を用いて，
φ 600 の実管を用いた曲げ実験を実施した。実

図－ 4　構造物への影響
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験方法は 4 点曲げ実験であり，荷重が作用する
支点を 4 点のみにすることにより，波形部にの
み曲げが作用する構造となっている。（写真－
10）は波形部の内面管壁が接触する内面接触時

（12 .6°）を示すが，内面接触時の曲げ角度を
超えると反力が増大するため，複数の山を設け
ることで対応することとした。

2）塗覆装追従性実験
塗覆装の追随性能を確認するため，内・外面

に塗覆装を施した実管を用いて曲げ実験を実施
した。（写真－11）は外面被覆（ポリウレタン被覆）
の実験を示しており，曲げ角度 9.4°で塗覆装に
亀裂が発生した。また，（写真－12）は内面塗装（エ

ポキシ樹脂塗料）における内面接触時（曲げ角
度 12.6°）の塗装状態であり，この状態でも内
面塗装は亀裂や剥離は見られなかった。

（4） 大変位吸収鋼管の設計および施工
1）標準仕様

大変位吸収鋼管の標準仕様を（表－ 2）に示す。
表－ 2　標準仕様

規　　格 WSP 077-2012 「断層用鋼管」に準ずる
対象口径 800A ～ 3 ,000A
材　　質 鋼管：STW400 　鋼板：SS400， SM400
管　　長 標準管長 4.0 m（設計条件に合わせて変更可能）
外面防食 ポリウレタン被覆 2.0 mm 以上（JIS G 3443-3）

内面防食
エポキシ樹脂塗装 0 .5 mm 以上

（JIS G 3443 -4）
設計条件 想定変位量，土被り，設計水圧
設　　計
変 位 量

1山タイプ： 400 mm，2山タイプ： 800 mm， 
3 山タイプ：1200 mm

大変位吸収鋼管の設計は，設定した地盤変位
量をもとに FEM 解析を実施し，以下を考慮し
て行う。

・設計変位量の設定（400 mm ×山数）
・通水断面の確保（80 ％以上）
・塗覆装の追従性（9.4°以下）
大変位吸収鋼管は，波形部の形状および設置

間隔により，設計変形量および塗覆装の追従性，
作動反力に大きな影響を及ぼすため，これらを
考慮した上で標準仕様を決定している。また，
内面接触角度を超えると反力が増大するため，
複数の波形部を設けることにより連動して変形
を吸収することができ，想定されるあらゆる変
位量に臨機に適用することが可能である。

写真－ 9　構造試験機

写真－ 10　内面接触時

写真－ 11　外面被覆（ポリウレタン被覆）

写真－ 12　内面塗装（エポキシ樹脂塗料）
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図－ 5　変形図（1 山タイプ）

 

図－ 6　通水断面

（図－ 5）は 1 山タイプの大変位吸収鋼管の
地盤沈下量 400mm（設計変位量）における
FEM 解析の実施例である。（図－ 6）で示すよ
うに，通水断面の減少（2.5％）はほとんどなく，
変形性能には十分な余力を残している。

2）施工上の留意点
大変位吸収鋼管の施工時の留意点を以下に挙

げる。
① 埋め戻し材および埋め戻し方法は一般的

な管体部と同様に行ってよい。ただし，砕
石などの埋め戻し材を用いる場合，外面被
覆にキズが入り，波形管部の変形時にその
キズが起点となって外面被覆に亀裂が入る
可能性がある。このことから，砕石を用い
る場合は埋め戻し時に保護シート等を用い
て被覆面にキズが付かないようにする。

② 大変位吸収鋼管の管軸方向には製作上で
きる溶接シームが存在する。溶接箇所は一

般部と比べて強度が大きくなる傾向にある
ため，大変位吸収鋼管を設置する際には，
溶接箇所の影響を受けないよう管軸方向の
シーム位置は波形部が大きく変形する天地
位置を避け，変形の少ない左右位置にくる
ように配置する。

4. 大変位吸収鋼管の施工事例

（1）低平地域（北陸農政局九頭竜川下流農水地区）
本例は，隣接して大型医療施設が存在する低平

な基礎地盤に設置された調圧水槽建設工事であ
る。（写真－ 13 参照）調圧水槽は，水利用のため
の安定した水圧を確保する目的に加えて，地震等
の非常時には速やかに送水を停止し，管水路の溢
水事故をくい止める機能を有する必要がある。そ
の機能を確実に果たすためには，バルブ等の制御
施設および調圧水槽廻り配管の安全性を確保する
ことが重要である。本工事で用いた大変位吸収鋼

写真－ 13　調圧水槽全景

写真－ 14　大変位吸収鋼管
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管は，地震対策として想定外の地盤変位（通常の
設計変位量の 2 倍）が発生しても漏水することの
ない管路を構築する目的で設置された。
（写真－ 14）はφ 1650 およびφ 800 の大変位

吸収鋼管の布設状況である。

（2）泥炭地域（北海道開発局石狩川管内 S 地区）
本例は，（写真－ 15）に示す揚水機場での配管

更新工事である。前述のとおり，道内には泥炭
層が広く分布しており，長期的，継続的な地盤
沈下が発生している。本施設では設計変形量を
300 mm と見込んで建設されたが，布設後 7 年の
経過で約 700 mm の沈下量が計測され，既設の
伸縮可撓管ではこの沈下量を吸収しきれずに許容
値を大きく超えてしまった。このため，既設管の
補修，補強に当たって，今後も継続が見込まれる
沈下に対応するため，さらに大きな変形吸収能力

（設計変形量：800 mm）を有する２山タイプの
大変位吸収鋼管（φ 1350）が初めて採用された
ものである。

 

写真－ 15　 揚水機場全景

 

写真－ 16 大変位吸収鋼管の設置

図－ 7　計測機器設置図

5. 今後の課題等

（1）計測業務
大変位吸収鋼管は，室内実験，土槽を用いた実

験等でその性能を確認しているが，開発してから
まだ日が浅く，泥炭層のような長い年月をかけて
地盤沈下を起こすような実地盤でのデータはな
い。今後は，前述のような現地での変形状況の確
認のため長期計測事例を増やし，地盤沈下等の緩
慢な変位や大規模地震発生時における瞬発的な挙
動データの蓄積と実証が肝要であると考えてい
る。

（2）布設取替えの必要性
大変位吸収鋼管は，構造的には想定以上の変位

が生じても内空断面を保つことができ，断水状態
を回避することができる。しかしながら，変形時
の外面被覆については，地盤沈下等による変位で
曲げ角度 9.4°を超えると亀裂が入ることから，
これを超える場合には，必要に応じて補修を行う
必要がある。亀裂が発生しても，被災後直ちに腐
食は進行しないものの，変形の度合いと補修時期
又は布設替え等の方法を個別に検討する必要があ
る。

（3）現場適用性の拡大
1）異種管との取り合い

農業用パイプラインの管種構成は，大口径
（φ 900 mm 以上）に限定するとダクタイル鋳
鉄管が約 30 %，FRPM 管が約 30 %，PC 管が
15 % となっている。このため，このような鋼
管以外の管体と構造物との接合部について大変
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位吸収鋼管の適用性の問い合わせをいただいて
いる。しかし，異種管との接続部（メカ挿し，
フランジ等）は本管の波形部の強度より小さい
ため，波形部の変形による影響が及ぶ範囲まで
は既設管を鋼管に布設替えするなどの個別検討
が必要と考える。

2）地すべり地域での応用
地すべり防止区域は，生命，財産，公共イン

フラ等を守るために地すべり監視や防止工事を
必要とする土地として国が指定するものである
が，各都道府県ではそれぞれ数十から数百ヶ所
の指定区域を抱えて長期継続的な体制をとって
いる。この中にはまた多くの上水道や農水用パ
イプラインだけでなく，恒久的な地すべり対策
工としての排水トンネルや集排水管等が存在し
その機能を長く維持することが求められてい
る。このため，本管の弾塑性変形を十分活かし
た応用ができるのではないかとも考えている。

6. むすびに

本稿では，全国で頻発する大規模地震や自然災
害等を背景に各種インフラの耐震化，強靭化が叫
ばれる中で，鋼（はがね）の塑性領域を利用する
という発想の転換により，地盤沈下や地震等によ
って極めて大きな地盤変位が生じても，通水断面
を減らすことなく変位を吸収することができる大
変位吸収鋼管の開発および概要等について報告を
行った。この特殊鋼管が適材適所で広く活用され
ることで，今後の農業水利施設の確実な整備推進
の一助になれば幸いである。
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