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写真-1 仕切弁破損 写真-2 給水分岐ズレ 

１． 研究背景と目的 

 昨今の水道管路の地震被害調査を分析すると、仕切弁や空気弁など付属設備や給水分岐等の部

位に被害が数多く確認されており（写真-1、写真-2）、直管部のみでなく異形管や分岐部も含めた

水道管路全体としての耐震性評価が重要と考えられている 1)。 
 水道配水用ポリエチレン管（以下、HPPE 管）は、これまでの大地震において、地震動による被

害がゼロであるが、分岐部含めた管路全体の耐震性検証は十分では無かった。 
そこで本研究では、HPPE 管を対象に直管部

のみで無く、異形管や給水分岐、仕切弁等の

付属設備含めた管路全体としての耐震性評

価を行った。特に、HPPE 管は口径200 ㍉以下

の中小口径管を中心に使用され、給水分岐等

には金属継手も使用されることから、これら

金属設備も含めた評価とする。 
 

２． 水道配水用ポリエチレン管の地震時挙動 

 埋設管路の耐震性を評価する上で、管と地盤との境界で生じる滑り挙動（相対変位）を把握す

ることは重要であり、既往研究によると、管体と地盤との境界で滑りが発生すると、異形管など

の管体から分岐した部位に応力集中し、最悪の場合、漏水の被害につながる 2)。これまでの研究

では、各種埋設実験に基づき HPPE 管の滑り挙動を把握した結果、レベル 2 地震動では HPPE 管は

いかなる地盤でも滑りが発生せず、各口径の最大相対変位量が表-1 となることを確認した 3) 。 

つまり、HPPE管は地震時の管軸方向の地盤伸縮に対して、管体自体が変形することで追随する

ため、直管部でひずみを受け持ち、分岐部への応力集中が少ない管種である（図-1、図-2）。 

図-1 HPPE 管の地震時挙動イメージ① 

図-2 HPPE 管の地震時挙動イメージ② 

口径 50 75 100 150 200 

Δmax 3.3mm 4.7mm 6.4mm 9.1mm 12.2mm 

表-1 地震時の最大相対変位Δmax 

地盤の水平変位振幅Uh

剛性の小さな管（HPPE管など）の場合･･･

管体の伸縮
相対変位量

Δmax

滑らない

大地震発生

せん断力τG

給水分岐

配水管（剛性が小さい）

地震動 Δmaxは小さくなる

GL

直管部で地盤ひずみを受け持つため、

分岐部への応力集中が少ない

Δmax

HPPE管=滑らない管路

地盤反力
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50 75 100 150 200

常時荷重 0.67% 0.63% 0.60% 0.57% 0.54%

ﾚﾍﾞﾙ2地震動
1) 1.00% 1.00% 1.00% 0.99% 0.99%

合計 1.67% 1.63% 1.60% 1.56% 1.53%

○ ○ ○ ○ ○

常時荷重 0.67% 0.63% 0.60% 0.57% 0.54%

ﾚﾍﾞﾙ2地震動
1) 0.14% 0.14% 0.17% 0.22% 0.26%

合計 0.81% 0.77% 0.77% 0.79% 0.80%

○ ○ ○ ○ ○

地震時に作用する

地盤反力
0.9kN 1.2kN 1.7kN 3.1kN 4.6kN

滑り抵抗力
2) 5.5kN 9.0kN 9.3kN 10.8kN 27.6kN

○ ○ ○ ○ ○

地震時に作用する

地盤反力
2.5kN 4.5kN 7.3kN 15.2kN 27.4kN

接合部強度
3) 22.0kN 44.4kN 85.8kN 178.7kN 341.4kN

○ ○ ○ ○ ○

1) 各種想定する地盤における最大値を示す．また、地盤不均一度係数η=2.0とする。

2) ポリテック協会員の実験値（最小値）を示す。

3) 接合部強度＝管の降伏応力(20MPa）×管断面積として計算

判定

給水分岐

判定

付属設備
（仕切弁）

異形管部

口径

直管部

判定

判定

表-2 耐震計算結果（レベル 2 地震動） 

３． 水道配水用ポリエチレン管の設計フローチャート 

 HPPE管の管路全体の耐震性を確認するための設計フローチャートを図-3 に示す。特長は、滑りの

判定に基づき相対変位量を算出し、異形管や給水分岐等の分岐部の照査を行っている点である。 

 

 
図-3 HPPE 管の耐震設計フローチャート 4) 

 

４． 耐震設計フローチャートに基づく各部位の耐震性能（レベル2地震動） 

  

HPPE 管の耐震フローチャート

に基づき、レベル 2地震動作用時

における各部位の耐震計算結果

を表-2 に示す。計算式は、「水道

配水用ポリエチレン管の耐震設

計の手引き」に準ずる 4)。 

表より、HPPE 管に発生するひず

みは直管部で最大 1.67%、異形管

部で最大 0.81％であり、異形管ひ

ずみは直管の 1/2程度となる。ま

た、許容ひずみ 3％に対して小さ

い。次に、給水分岐および仕切弁

についても、作用する地盤反力を

サドル部の抵抗力および接合部

強度が上回った。これらの結果よ

り、HPPE 管は直管部および分岐部

含めた管路システムとして、耐震

性能を有することが確認できた。 
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1) 直管部のひずみ＜許容ひずみ3％

2) 異形管のひずみ＜許容ひずみ3％

3) 給水分岐に作用する力＜サドルの滑り抵抗力

4) 付属設備に作用する力＜継手の接合部強度
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－地震時挙動と設計フローチャート－ 


