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下水道管路の地震時対策に

関する調査・研究

⑤ 可とう性継手の設置費用についての調査換
言、1

下水道は，生活環境の改善，浸水被宵の解消，公共
用水域の水質保全等の役割を．果たす重要な社会基盤
施設である。
また，下水道は，上水道，電九ガス，通信等と並ぶ
遺棄なライフライン施設のひとつであり，市民生活
や社会活動を支える基盤施設として，地膚時等の非
常時にもその機能を確保することが求められてい
る。
今回の兵庫県南部地膚によって，下水道はこれま
でにない大きな被宵を受けた。下水適地寮対策技術
調査検討委員会（以下，「検討委員会」と呼ぶ）で
は，「下水道の地震対策についての第一次提言（平
成7年4月11日」−）及び「下水道の地震対策につ
いての第二次提言（平成7年8月3日）」2）を行い，
下水道施設の被害調査，今後の地震対策のあり方が
取りまとめられている。同提言において，下水道の
重要な管きょ及びその他管きょの構造面での対策と
して，管きょ間の接続部，マンホールと管きょの接
続部において，耐震継手の使用が提案されている。
本機構では，既存の耐震継手と耐震管材の耐震性
能を評価することを目的として，以下の調査・検討
を行っている。
（む 地震による管路施設の被害形態
（診 管路施設の地震対策事例
③ 可とう性継手の耐震性能評価
④ 既存の可とう性継手の耐震性能調査

①，②については，それぞれ，中尾他3），（財）下
水道新技術推進機構4）に示されている。本報は，③
〜（説について報告する。なお，この研究は，本機構
の固有研究として行ったものである。

地膚による管路施設の被害形態は，平成6年度に
は，図−1に示す調査フローに従って調査・検討し
ている。本年度は，平成6年度の成果に神戸市下水
道局「阪神・淡路大喪災における下水道復旧の記録
（平成7年7月）」5）を追加した。
下水道施設が被害を受けた主な地震とその被害の
概要を表−1に示す。表−1に示される管路施設被
害に関するキーワードは，軟弱地盤，液状化，直下型
地震，地盤急変部等が挙がっている。

3．1概要
下水道管路の地震対策として，管きょ本体および
継手に伸縮・可とう性を持たせることが，一つの有
効な方法である。耐震継手の耐震設計指針として
は，（財）国土開発技術研究センター「地下埋設管
路耐震継手の技術基準（案），昭和52年3月」6）（以
下，「耐震継手の技術基準」と呼ぶ）があり，耐震計

−109−

1995年度 下水道新技術研究所年報〔2／2巻〕

算法，継手の性能評価等について記述されている。
この耐震継手の技術基準は，上・下水道，ガス，電
力，通信等の地下に埋設された管路全体を対象にし
ており，下水道管路だけに言及したものではない。
したがって，下水道管路については，前述の「検
討委員会」での提言，あるいは土木学会「土木構造
物の耐震基準等に関する提言（平成7年5月23日）」7）
に照らし合わせてみて，以下の項目を検討する必要
があると思われる。
① 下水道管路の耐震性能の照査に使用する2段
階の地震動強さ
② 下水道管路が保有すべき耐震性能
③ 兵庫県南部地震による被災状況に照らした現
行の耐震基準の見直し
④ 兵庫県南都地震による被災状況に照らした既
存管路の耐震診断および補強
⑤ 耐震基準等の見直しに必要な研究開発の促進
これらの上記項目については，「検討委員会」に
おいて検討中であるが，本機構においては，（訃項の
下水管きょが保有すべき耐震性能のうち，耐震継手
の耐震性能評価の方法を検討する。
管ぎょの重要度別の設計震度，地盤の盃，可とう
性継手の変形性能の関係を図−2に示す。上記の関係
並びに，可とう性継手の耐腐性能と下水道の機能と
の関係を明確にすることにより，耐腐継手の耐腐性
能評価が可能となる。
3．2 地中構造物の耐震絆手の評価について
地中構造物の耐腐継手の評価について文献調査を
fj・ノ！・

（1）耐震計算法について
建設省，日本道路協会，日本水道協会及び通産
省・資源エネルギー庁等において，地下構造物に
関する基準や指針類で規定されている。
計算法として，震度法，応答変位法および勤的
解析法があるが，地下構造物は，応答変位法を使
う場合が多い。
（2）耐震継手のモデル化について
耐震継手のモデル化の考え方を以下に示す。
「耐震継手を有する埋設管は，一様連続な梁に
モデル化する。荷重の作用によるはりの軸線の
変形が，同じ荷重による埋設管の軸線の変形とみ
かけ上一致するように，梁の軸剛性や曲げ剛性を
決める。このようにして決めた剛性を埋設管の
「等価軸剛帆，「等価曲げ剛性」と呼び，これら
を総称して「等価剛性」という。また，埋設管を
「弾性床上の梁」として解析する関係から，トン
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下水道管きょの地震被害事例の収集

下水道管きょの被害形態の整理

被害形態と被害要因との相関性

下水道管きょの被害の原因分析
図−1 下水道管きょの地震被害形態の調査フロー

表≠1下水道施設が被害を受けた主な地震とそ
の被害の概要

地震名

管路施設被寮

ポ ンプ ・処理 場被寮

関東地震
M ニ7．9
1923．軋 1

披宵 25 0箇所
山手 と下町の鳩界で
被害

影響な し

新潟地震
M ￣
＝7．5
19桐．6．16

液状化 による被音大
総延長の70 貯被害

液状化による被番犬
機能停止箇所多数

宮城県沖地震
M こ
こT」
1978．6．12

軟弱地盤の被害大
未供用幹線被害大

機能 停止箇所多数

兵庫県南部地震
M ニ7．2
1995．1．17

液状化 によ る被番犬 液状化 による被番犬
直下型地震型被寮
機能停止箇所多数

地震発生

→

地 盤振 動

設 計 震度

地盤 の歪

強震

大歪

中震

中歪

→

下 水 道 管 の変 形
耐震性能

可 と う性 継 手 と管 材 の
性 能 （凡 例 ）
◎

‖ レベ ル 1 ・
弱震

小歪

微震

微盃

○
‖ レベ ル 2 ‥
￣r レベ ル 3 ・
・
†

現状での基準

「地下埋設管路耐震継手
の技術基準（案）」
脚国土開発技術研究
センター、昭和52年

▽
×
†

屈曲性
伸縮性
離脱防止性
水密性
耐久性

図−2 管きょの重要度別の設計震度，地盤の歪，
可とう性継手の変形性能の関係
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ネルをモデル化した梁のことを「等価剛性梁」
という呼び方をする。
埋設管の免震技術としては，埋設管の変形性能
を高める可とう性継手を配置する構造がある。
ある意味では，構造的に弱点を設けることとな
る。可とう性継手のモデルとして，等価剛性を用
いることが多い。」8）
野田・森田9）の，「プレキャスト共同溝の耐震
継手の研究」，志波・川島・大日方・加納10），西
野・吉田，小泉11）の「シールドトンネルの耐震継
手の研究」等でも，耐震継手を等価剛性として評
価し，その等価剛性の評価方法等について検討し
ている。
（3）耐震継手の耐腐性評価
水戸・岡本12）は，地震や地盤の不等沈下発生時
のシールドトンネルに発生する変形最を算定し，
その変形最に応じて，その発生する変形畳を吸収
する耐震継手を設潰することを提案している。
この考え方は，和佐・吉田・田中13）に踏襲され
ている。ダクタイルやスチ…ルセグメントを用
いて強度を高め力で抵抗するという従来の対策
を取らずに「軟弱地盤中のシ…ルドトンネルの
耐震開襟」として捉え直し，地膚時挙動を粟験や
解析により明らかにした上で，剛性低減区間を設
けてひずみを吸収し断面力を低下させる対策を
提案している。

3・3 地震動強さと管きょ間の耐震継手の変形性
能の関係
耐震継手の耐震性能は，地震動強さと変形性能の
関係，及び地震後の下水道としての機能により，評
価される。地中構造物の耐震継手の評価に関する
文献調査に基づいて，地震動強さと耐震継手の変形
性能の関係についての考え方を検討した。
（1）検討フロー
「耐震継手の技術基準」では，局所の不連続部
で生じる地震時の地盤の歪を，耐震継手の変形能
で吸収するものとして，耐震継手の伸縮・可とう
性の性能を規定している。この考え方を踏まえ
て，地震動性さと耐蔑継手の変形性能の関係の算
定方法を検討した。算定方法のフローを図−3に
示す。
設計震度，地震時の地盤盃の算定方法及び継手
の耐腐性能の区別については，「検討委員会」に
おいて見直されるものを使用する。
1）地震動強さと「管きょ間の耐震継手」の変
形性能の関係
評価方法についてのすーっの考え方を以下に示
す。
（Stepl）検肘委員会で提示されるであろう
手法により，2段階の地震動強さに対して，地
膚時の地盤盃を算定する。
（Step 2）地盤の地震時東が耐震継手にどの

下水適地 麓対熊技術調應検討豪劇会での検討
G）
管 き ょの患悪魔別 の設計襟度
噂）
粟際の地礎被薯 に即 した耐牒設計芋放
③継手の耐 酸脚 巳の区別
（Stepl）実際の地穫被啓に即した手法によ
地震時地盤時歪の算定

［パラメータ］
・地盤の単組湖期
・地震動の加速度・管の土被り

（
Step3）管 き ょ間の可 とう性継 手の
耐震性能 の評 価
継手の伸縮 量 ・屈 曲量 の算定

（
S tep6）マ ンホール〜管 き ょ間の
可 とう性継手の変形性能の評 価
継手 の伸縮量 ・屈曲量の算定

」＿

下水道としての機能との整合性
可とう性継手の選定

図−3 管路の可とう性継手の耐震性評価フロー
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程度吸収するのかを検討するために，地盤一管
きょ一耐震継手系を弾性床上の梁としてモデル
化し，地盤，管きょおよび耐震継手に生じる地
震時盃を求める。
（Step3）Step2で求めた耐震継手の歪を外
力とした静的解析により，耐震性能である屈曲
量（軸直角方向），伸縮量（軸方向）を算出する。
2）地震動強さと「マンホール〜管きょ間の耐
震継手」の変形性能の関係
「マンホール〜管きょ間の耐震継手」の耐震
基準は現存しないので，その変形性能の評価方
法を確立する必要がある。評価方法についての
一つの考え方を以下に示す。
（Stepl）実際の地震被害に即した手法によ
り，2段階の地震動強さに対して，地震時地盤
盃を算定。
（Step4−1）Steplで求めた地膚時地盤
盃を外力として，地盤−マンホール系をばね…
質点系モデルを用いた解析を行い，マンホール
の地鰯時盃を算定する。
（Step4−2）Steplで求めた地震時地盤
盃を外力として，地盤一管ぎょ系をばね巨当乳点
系にモデルを用いた解析を行い，管きょの地震
時歪を算出する。
（Step5）マンホールと管きょの相対盃を算

管路に可とう性継手を設置すれば，多少でも震害
を免れるという想定のもとに，可とう性継手を設置
した場合としない場合の費用比較の検討を行った。
検討フローを図−4に示す。
（1）検討対象区域
約65haの下水処理区をモデル地区として，費
用比較を行った。処理区内の管きょとして，ヒュー
ム管及びシールドトンネルがある。ヒューム管
の管径は，￠250〜800であり，シールドトンネル
の管径は，㊥2，200〜2，400である。主要管きょで
ある￠250のヒューム管の総延長は，約20kmであ
る。シールドトンネル（管径￠2，400）の延長は，
約1kmである。
モ

デ

ル

地

区

の

設

定

耐震継手の設置簡所の検討
管きょの多頻度被害箇所に設置すると仮定
管きょの建設費算定
可とう性継手の
材料費・設置費の積算

耐震継手を設置した

耐震継手を設置しない
域倉の費用の算定

場合の費用の算定

．ト「て二一、

（Step6）Step で求めた相対盃を外力と
した静的解析により，耐腐性能である屈曲最
（軸直角方向），伸縮最（軸方向）を算出する。
Step6で算定された耐幾継手の変形性能に対し
て，下水道としての機能との整合性をとって可と
う性継手の選定を行う。

可とう性継手メーカーに対して，各メーカーの保
有する可とう性継手および管材の耐震性能につ
いてのアンケートを行い，その取りまとめを行っ
た。14）
可とう性継手および管材の屈曲性，伸縮性，離脱
防止性，水密性，耐久性を耐震性という観点で再評
価する。ここで，耐震性評価方法としては，「耐震
継手の技術基準」における耐震性能評価方法を用
いた。

用

比

較

図一4 可とう性継手の費用比較の検討フロー

（2）可とう性継手の設置箇所の設定
宮城県沖地震における典型的なマンホール付近
での管ぎょの被害15）を図−5に示す。管きょの被
害箇所は，マンホールと管きょの接合部および1〜
2本目の管きょに集中していることがうかがえ
る。被害事例を参考にして耐震継手を設置する箇
所を，マンホールと管きょの接合部およびマンホー
ルから1〜2本目の管きょの接合部とし，1スパ
ン当たり4ヶ所の可とう性継手を想定して可とう
性継手の経済性の検討を行う。
（3）検討の手順及び検討結果
可とう性継手の経済性の検討の手順は，以下に
示すとおりである。
（彰 検討対象区域における，下水道管きょの管
径，土被り，延長，スパン数及び取付管の数を
公共下水道台帳施設平面図より求めた。
② 可とう性継手の種類の選定
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本検討においては，可とう性継手の設置費用
の幅を知るうえで，一番高いものと，一番安い
ものを選定した。この検討では，可とう性継手
の性能レベルについては度外視している。本報
では，一番安い設置費用の場合の結果を示した。
③ 耐震構造・普通構造工事費の比較
可とう性継手は，その機能によって価格が異
なるが，ここでは低価格のもので比較を行っ
た。管路建設費は，建設省下水道積算基準等よ
り積算した。また，可とう性継手の設置費用は，
各メーカーへのヒアリングに基づいて算定した。
その結果を図−6に示す。このモデルケース
図−5 マンホール付近での管きょの披寮状況15）

では，工事費の増額は3％程度であった。

将来起こり得る地感に対して，下水道管路の耐震
酎ヒに関する具体的な対策を明示する必要がある。
対策の1つとして，耐震継手の設置が考えられる。
そこで，耐震継手の耐震性能評価方法の提案を行
い，かつ，耐震継手の費用比較を行った。これらの
成果については，下水道地膚対策技術調査検討委員
会での調査検討結果を踏まえつつ，さらなる検肘調
査が必要と考えられる。
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