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兵庫県南部地震が発生した 23 年後，大阪府北部地震 M6.1 が 2018 年 6 月 18 日午前 7 時
58 分に発生しました。2011 年東日本地震で，東京が経験した交通マヒが発生，大阪でも経
験することとなりました。
一般財団法人 地域地盤環境研究所は，1958 年に設立されて以来，大阪地域の地震防災
に関する調査研究を実施してきました。地盤情報に関しては，関西地盤情報活用協議会
(1995-2003)や大阪湾地盤情報の研究協議会(1998-2003)，さらにこれらの両協議会は，関西
圏地盤情報協議会として統合されましたが，当財団は，事務局としてボーリング情報の収
集整備について協力して参りました。
大阪には，上町断層という伏在断層があり，種々調査研究が進められていますが，地盤
構造や強震動が主たるテーマとなっています。これは，断層変位の特性が不明のままであ
ったからで，断層変位に対応する対策というものは，京阪電鉄の中之島新線において断層
変位調査を実施し，シールドトンネルの設計に導入されたのが最初となります。
大阪平野に伏在する上町断層系の桜川撓曲，住之江撓曲については，大阪層群の粘土層
Ma12 が断層変位を受けていることが地盤情報データベースで確認されました。
大阪域の JR, 大阪メトロ，私鉄や阪神高速などを含む交通網ライフラインをはじめ，共
同溝，NTT の通信ライン，ガスなどのエネルギーライン，さらに，淀川，大和川なども地
震断層により大きな変位を受けることになります。
財団創立 60 周年にあたり，断層変位にも焦点をあてて開催しました今回のシンポジウム
が，さらなる地震防災対応を進める一歩になれば幸いであります。
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上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

上町断層系研究の現状
－大都市直下に分布する活断層－

北田奈緒子 1，竹村惠二 2，越後智雄 1，伊藤浩子 1，井上直人 1
1

一財）地域地盤環境研究所・地形地質グループ

2

京都大学名誉教授

概

要

上町断層の研究は、1960 年代の調査から始まり、現在まで多数実施されている。しかし、数千年～数万
年周期の活動と表層部の都市化、さらには表層部にみられる撓曲構造などから、活動性については未だ十
分に解明されていない。しかし、近年の情報の蓄積から、断層変形部の抽出は着実に進んでいる。地表面
近くにおける上町断層の変形ゾーンは、従来の南北性の上町断層のみならず、西側に大きく湾曲するもの
である。
キーワード：上町断層、大阪層群、Ma12 層、活断層

1. は じ め に

きにわたって使われている。上町台地の地形的な特徴がど
のような要因で生じたものであるかについては 1950 年代

上町断層は大阪の中心部をほぼ南北に通過するもので、

までにはあまり考察されていない。そのため、この時期の
2)

活断層の一つとして文部科学省地震調査推進本部が認定

地質図

している。その分布は、日本の都市の中でも稀な都市部直

造線や生駒断層が記載されているが、上町断層は見られな

下に通過する断層である。上町断層の存在は 1960 年代頃

い。しかし、大阪市大の藤田和夫教授による六甲山地の構

より徐々に明らかになり、1980 年代には各種の調査から

造運動に断層運動が密接にかかわっているという研究か

その実態が確認され、さらに 1995 年の兵庫県南部地震後

ら、その考えは上町台地にも摘要されるのは自然な流れで

に行われた全国規模の活断層関連の調査によって、詳細な

ある。初期の地質図には北東－南西の構造も一部示してい

特徴などが明らかになりつつある。しかしながら、地表部

る(図 1)。

には中央構造線や六甲-淡路断層系、有馬-高槻構

の断層から地下深部の震源断層に至るまでの形状や特徴
は十分とは言えない。さらに表層部にみられる断層の特徴
は、人口改変による表層部の地質情報の消失や撓曲構造、
砂堆の分布などにより難解この上ない。
上町断層では、これまでに各種の調査が実施されており、
断層に関する情報は比較的多く、さらに表層のボーリング
データベースの整備が整った地域であることから、新しく
いろいろな事象が明らかになっている。本論文では、上町
断層研究の歴史と現状、そして表層部にみられる断層形状
や分布を取りまとめる。

2. 上町断層の調査の歴史
上町台地が平野に突出した岬状の地形をしていること
は、関西に住む人ならだれでも知っている。周囲の見晴ら
しも良いことから、絶好の立地条件を有していると、太閤
秀吉が大阪城を築城したことは有名なエピソードである。
大阪市街地の沖積層の先駆的な研究は、1930 年に山根新

図１

次 1)によって検討された。その地層区分や地層名は以降長
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大阪平野地域の地質図（藤田,1983）2)

1970 年代に入り、大阪万博が千里丘陵で開催されるの

1960 年前後に調査された OD シリーズと言われる、長尺
ボーリング調査の結果、東西の低地帯と上町台地の間には、

を受けて、急速に宅地化した際に、丘陵部で大阪層群の分

各海成粘土の分布標高が異なることから断層運動が密接

布が露頭として多数出現した。その中で、少路幼稚園前の

に関係することが指摘され始める 3) (図 2)。近鉄奈良線の

露頭では、上町断層の北部に位置する佛念寺断層による直

難波乗り入れによる地下鉄工事の際に開削した壁面の観

立した大阪層群が観察され 6)、長年保存されていたが、数
年前に開発を理由に消滅した(図 5)。

図５

しょうじ幼稚園に隣接して現れた断層
（豊中市教育委員会,1989）6)

1995 年に発生した兵庫県南部地震を契機に、科学技術
庁（のちの文部科学省）は地震調査推進本部を作り、日本
に分布する活断層を 110 のグループに分類し、予算をつけ
て各地域の自治体などに交付金調査を開始した。大阪市は
図２ OD ボーリングによる地層対比図（ikeb et al.,1970）3)
察やボーリング調査の結果、海成粘土は大きく西側に傾斜

平成７年度に実施し、市内における反射法地震探査や長尺
ボーリングによる新たな上町断層の分布の可能性を示し 7)、
大阪府では平成 8 年～10 年にわたって、大阪の北部と南

していることなどが観察され、撓みと破断を繰り返す形状

部の延長についての調査を実施した 8), 9), 10)。さらに、平成

が幅 400m にわたって分布することが取りまとめられた 4)

16 年には大阪平野地下構造探査を実施し、基盤部を含む

(図 3)。これらの結果を取り入れて 1966 年にまとめられた

平野地下の構造についての調査がなされた 11)、12), 13)。また、

「大阪地盤図」5)には上町断層による台地西側の地質構造

平成 22～24 年には重点調査が実施された 14)

や断面図が複数示されている(図 4)。
上町断層は、地表部における断層露頭が極めて少ない。
その要因は、１）都市により開発時の表層部の改変により

, 15), 16)

。地震

調査推進本部においては、これらを含む公表データ（査読
のある論文などを含む）を取りまとめて、上町断層の長期
評価を実施している。評価結果は、平成 16 年 3 月に取り

十分な自然露頭が無い。２）約 6000 年前の縄文海進時に

まとめられているが 17)、その後の調査についての見直しは

台地西端側の断層変形部が波蝕により残っていない。さら

行われていない。

にその部分に砂堆が発達している。３）そもそも地表付近
では破断せず、幅をもって撓む「撓曲構造を呈しているの

3. 上町断層の分布

で不明瞭である。と考えられる。

兵庫県南部地震以降、活断層調査が多数実施されるまで
は、断層の分布は基本的に地形にみられる特徴的な線状構
造を中心に活断層の分布について、検討がなされていた。
そのため、新編日本の活断層（1900）18)などの活断層分布
図は、地形学者による空中写真判読をベースとした作業を
中心に検討されていた。しかしながら、兵庫県南部地震が

図３

起こったことで、活断層＝震源断層と結び付けた考えが、

近鉄線難波駅地下乗り入れ工事の際の断面図

地震の予測→活断層（長さ、地表部の傾き、分布など）に

4)

（藤田,1984）

よる震源断層の推定という予測問題に向かう段階で、地下
深部との関係について検討する必要性も出てきた。このよ
うな状況の中で、地下深部（基盤部）における断層の変形
の確認や繰り返し変位を生じていると判断できる「累積
性」を確認する必要性が問われた。そのため、活断層調査
には、地形判読や表層部におけるボーリング調査やトレン
チ調査のみならず、反射法地震探査などによる調査なども
組み合わせて検討する方法が常套手段となった。しかしな
図４

がら、表層の地形を中心に示した「都市圏活断層図」19) と

ボーリング試料による上町西側の断面

活断層調査を研究の主軸に置いて活動した地質調査所活

（新編大阪地盤図、1988）5)
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断層センター（現：産業技術総合研究所

地質調査総合セ

ンター）の「活断層データベース」20)が示す上町断層の分
布はあまりにも違いがある(図 7)。

図７ 産業総合研究所地質調査総合センターの活断層デー
タベース 20)と国交省国土地理院の示す都市圏活断層図 19)

図６

近畿の活断層図（岡田・東郷編、2000）18)

いずれにせよ、平成７年の大阪市活断層調査による反射
法探査結果（なにわ測線）で見られる桜川撓曲の分布は 7)、
縄文の海進によって堆積する海成粘土層を含む堆積層に
よって、表層地形では検出できない構造である(図 8)。ま
た、図９に示すように基盤上面部から大きく落差をもち、
地表付近の地層で上下落差が小さくなるという、累積性を
確認することができる。平成 22 年度の重点調査時に作成
された 2mDEM においても、その形状は定かではない 14)。
しかし、西側で見られる桜川撓曲や住之江撓曲は反射法地
震探査による構造断面における判定から見ても、極表層ま
で変形していることから、活動的な構造であると考えられ

図８

新なにわ筋における反射法地震探査の地質構造検討

る。これらの分布について、詳細に検討を行ったのは、関

結果図（大阪市, 7)一部分のみ，一部加筆）

西圏地盤ネットワーク（KG-NET）が保有するボーリング

図中の数字は P 波速度（m/s）を示す。

データベースを用いた表層地盤の検討である。同関西圏地
盤研究会が取りまとめた「新関西地盤‐大阪堆積盆地‐」
21)

では、Ma12 層（上部洪積粘土層）の分布と変形によっ

て、撓曲構造の分布が概ね明らかになり(図 10)、さらに平
成 22～24 年度の上町断層重点調査時に検討を重ねること
によって、詳細な分布が明らかになった(図 11) 14) , 15), 16)。
上町断層の分布について把握する目的は、以下の 2 点に
ある。
１） 地表付近に分布する変形箇所を詳細に知ることか
ら、地盤の不連続部を把握し、上町断層の活動の
みならず、地震動によって被る地盤被害の集中す
る地域を事前に把握し、防災に活かす。
２） 全体的な断層の分布を把握し、断層の全長を知る
ことで、地下深部にある震源断層の長さ、傾きな
ど、被害予測に用いられるパラメータを推定する。
2 つの目的は、似ているようだが、実際には異なる。１）
は詳細に検討して、地震動を被った場合に地盤プロック
の境界として被害が集中するなどの脆弱部に該当する
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図９

大阪平野地下構造探査結果図（大阪府,2006）13)

箇所を正確に把握しようというものである。２）は細か
な分布を詳細に検討するというよりも、断層全体の広が
りや特徴から断層の長さ、センス（横ずれ量、上下量、
正断層か逆断層か、断層面の傾斜などを把握し、被害予
測に用いることになる。

4. 上町断層の活動性について
上町断層の活動性を調べる実際の調査は非常に難しい。
佛念寺断層における調査では、断層を挟んで大きく地層に
ギャップがあり、かつ完新統の新しい地層が表層部に見ら
れないことから、活動性評価は難しい 8)。大阪南部におい
ては、丘陵部との境界付近に断層が分布することから、砂
礫質の堆積物に覆われており、断層活動による変形部の特
図 10

定や検討は難しい 9)。
断層の活動性についての検討の場合、
１）

活断層の活動周期

２）

活断層の最終活動時期

ボーリングデータベースを用いた東西断面

「新関西地盤‐大阪堆積盆地‐」一部加筆 21)

を調べる履歴調査が必要となる。活動周期については、
我々の生命活動よりもはるかに長い時間での繰り返しを
検討することになる。一般的な活断層の周期は数千年～数
万年程度のものと考えられており、短いものでも南海トラ
フ等の海溝型で 100 年～150 年周期である。
活動周期を調べる場合は、断層を挟んでボーリング調査
あるいは、地表付近におけるトレンチ調査を実施し、断層
を挟んで分布する同時代の地層を対比すること、各地層が
どれだけのギャップ（変位）をもっているかを検討するこ
とで、活動の周期を推定する。大阪平野内では、海成粘土
層が水平に堆積し、その後、断層の活動によって比高差や
ギャップが生じる。断層を挟んで上下変位が明らかになれ
ば、その変位量を海成粘土層の堆積年代、あるいはその海
成粘土層に含まれる広域火山灰層の降灰年代で割り算す
ると、年単位の活動量が産出される。活動量は周期が長い
ので、一般的に 1000 年単位（ky）で示される。
最終活動時期の特定には、地表付近でトレンチ調査を実
施して、新しい地層の変形や変位について詳細に観察し、
変形時期について年代測定技術を用いて測定し、明らかに
するものである。地表付近で数 m×数 m、深さ数 m 程度
のトレンチ（溝）状に掘削し、その壁面を詳細に観察して、
細かく堆積層を区分して、断層部における変位の有無を確
認する。トレンチ調査を行う場合、断層が通過しているジ
ャストポイントを認定し、しかもその部分の土地（公共地、
私有地等）における調査について承諾を得て実施すること

図 11

Ma12 層変形部の分布による上町断層表層変形の分布
文部科学省・京都大学防災研究所（2013）16)

になる。場所は、どこでも良いわけではなく、現在~数万
年前までの地層が少しずつ堆積しており、且つ、深さ数 m
の中に複数枚の地層として観察できること、各地層の年代
値を特定できる指標となる試料（火山灰や炭素年代測定が
可能な炭化物など）を含んでいることが条件となる(図 12)
22)

。
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上町断層の場合、このトレンチ調査の場所を決定するこ
とが難しい。市内表層部は断層のように面でずれているの
ではなく、数 100m 幅で撓曲しているため、トレンチ調査
での食い違いは判別できない。特に、最新活動時期は地表
部での地層による判断なので、難しいというのが現状であ
る。杉山他（1998）23)では、淀川河川敷における郡列ボー
リングによって、地層対比を行い、河川堆積物の砂層では
表１

上町断層の長期評価（平成 16 年 3 月 10）17)

図 12

トレンチ調査の例、丹那トレンチ壁面図

1-16 は地層番号（丹那断層発掘調査研究グループ,1983）22)

図 13 新淀川コアの対比総括図結果図（杉山他,2003）23)
が、文部科学省地震調査推進本部の長期評価として示す値
に採用されている。
さらに、この長期評価によるとりまとめから言えば、上
町断層の全長は 42km、傾斜は 65～70°、幅は約 15～20km
とし、平均変位量（上下）は約 0.4m/千年とある。1 回の
図 14

活動で全区間が変位したとすれば、M7.5 程度の地震が発

大阪府被害想定による、上段：上町断層、

生し、1 回のずれ量を 3m 程度と推定している(表 1)17)。

24)

下段：生駒断層の検討結果（一例）（大阪府,2007）

大阪府や大阪市、堺市においては、この検討結果を用い
あるが、断層を挟んで対比線がつながらない部分を堆積の

て、地域の被害想定を実施している 24), 25), 26)。いずれの検

ギャップが発生した時期＝断層活動時期として解釈し、そ

討結果からしても、直下型地震として発生すれば、局所的

の年代幅から活動間隔を 8,000 年程度、最新活動時期を約

ではあるが、震度 7 を予測するエリアが多数あり、震度 6

28,000 年前～9,000 年前と算定した(図 13)。この検討結果

以上の地域は、市街地を多く含む結果である(図 14)。
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5. 上町断層発生か？南海トラフか？

6)

上町断層が発生すれば、大阪の市街地において甚大な被

7)

害が発生することは自明である。揺れ、液状化などの予測
は主に 250m メッシュで地域全域の検討がなされている 24),

8)

25), 26)

。これによる倒壊件数や火災発生のシミュレーション

9)

もなされているが、変位に対しての検討は未だ不十分であ

10)

る。地表面近くにおける上町断層の変形ゾーンが明らかに
なった現在、新しく街づくり、防災対策として、断層活動

11)

時に生じる地表部の変形箇所を事前に把握し、対策を講じ
ることで減災につながるのではないかと考える。もちろん、

12)

断層変形箇所は、数千年間隔で活動する上町断層よりもは
13)

るかに周期の短い南海トラフ地震の際にも可動部として
強く変形すると考えられる。よって、事前に確認可能な断

14)

層の変形ゾーンを把握し、対策を講じるなどの工夫があれ
ばある程度減災することが可能である。
15)

断層変形ゾーンの詳細把握とその場所における各種構
造物の減災対応は、今後発生する地震に対して、より安全
なまちづくりを推進し、今後発生する地震動に対しても迅

16)

速な復興対策が可能になると考えられる。
南海・東南海地震が今後 30 年間に発生する確率は 60～
70％と推定され

17)

27)

、上町断層の発生確率も 2～3％と高い

確率が示されている 17)。しかし、実際に考えれば、我々の

18)

日常生活の時間幅とは大きなギャップがあり、対策の考え

19)

方も難しい。まずは、上町断層の分布を詳しく知ることが
重要であると考える。

20)

一方社会的に言えば、被害想定の場合、地震の発生する
大きさや揺れの強さはほぼ一義的であっても、地震の発生

21)

時間や季節などによっても被害が異なる。つまり災害の発
生は、自然現象だけではなく、人間活動によって発生する

22)

災害の規模や種類も異なる。詳細に検討された断層の特徴
23)

をどのようにとらえて、社会的な減災を目指すのかは、今
後の課題である。

1)
2)
3)

4)
5)
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断層地表変位による熊本・益城町の水道管路破壊に関する分析
高田至郎

概要
2016 熊本地震では布田川断層震源近傍の地表断層亀裂を横断する水道管路に、従来にはない破壊モードでの管路
被害が見られた。本稿では、益城水道センターでのヒヤリング実施、管路被害地点での断層運動による地盤変状調
査および表面波探査による地盤 S 波速度推定を実施するとともに、管路破壊事例を取り上げて、その破壊モードの
メカニズムを解明する目的で簡易な室内実験を実施した。また、それらの破壊が現行の管路耐震設計手法で説明す
ることが困難であり、継手を有する断層横断管路の地震対策について言及するとともに、今後の課題を示した。断
層横断管路の地震被害は過去に数多く報告されている。とくに米国西岸にはサンアンドレアス断層に起因する大地
震災害が多く、断層横断管路の地震被害事例も多い。台湾集集地震(1999 年)、中国唐山地震(1976 年)、兵庫県南部
地震(1995 年)における断層横断管路の被害は顕著である。
１．地震と被害概要
現在の益城町名は明治 22 年 4 月 1 日に誕生している。

２．益城町水道管路被害

校区は、広安・飯野・木山・津森・福田である。また、

益城町水道では強い地震動と地表断層変位によって多

図１には、地盤と断層位置の概略を示している 1)。広

くの水道管路に被害が発生した。送水管や配水管では、ダ

安・木山の北部は市街地で、町の人口の大部分の住家

クタイル管被害も見られるが、PVC 管被害が多。継手部位

がある。一方、福原地域は大半が山岳地帯で段丘地帯

での被害が多いのも特徴である。PVC には接着の TS および

に若干の住家、津森地域は低地部に住家・田畑が広が

伸縮余裕のある RR 継手が存在しているが、地盤変状の大

っている。益城町では 4 月 14 日（木）21:26（M=6.5、

きい箇所では、RR 継手の抜け被害が多い。

深さ 11Km ）と 4 月 16 日(土)01:25
（M= 7.3、深さ 12Km ）

図２

震源と断層

３．益城町における地表断層亀裂分布

に震度７の揺れを観測している(いずれも益城町宮
園・役場地震計)。図２には断層概略位置、2 回の震源

益城町では布田川断層、日奈久断層に沿って地表面亀裂

2）

位置を示している 。家屋被害は明らかに、布田川断

が数多く発生している。パスコ㈱は地表断断層亀裂の分布

層および南西の日奈久断層に沿う丘陵地域に集中して

を詳細に調査している３）。著者らも、水道管路被害に関係

いる。広安・木山の市街化地域での家屋被害が激しい

すると思われる津森校区の下陣、上陣、福田校区の平田に

が、従来、断層は認識されていないが、地震後の調査

おいて断層変位の現地調査を実施した。結果を図 3 に示す。

によって潜在断層の存在が指摘されている。家屋倒壊

赤丸印は断層変位が確認された位置である。山岳地域であ

状況と従来の断層位置から判断して、潜在断層の存在

る福田校区の丘陵地帯に沿って、南西の日奈久断層へと延

可能性は高い。

伸する布田川断層地域の比較的柔らかい田畑や道路面で
の地表亀裂が特徴的である。

４．地表断層亀裂を横断する益城町水道管路被害
図 4 は益城町下陣で見られた約 30 年以前に敷設された
φ100 の DCIP 送水管 2 本の被害である。埋設時から曲管で
はなく、約 4m の管路が両端 K 型継手部から円弧状に変形
しており、従来、かかる DCIP 本体が変形を受けた例は著
者の知る限り皆無である。中央部最大で、616mm と 259mm
図１

の変位であった。

益城町地域と地盤
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図 3 益城町下陣・平田地域おける断層と地表亀裂

図４

図 6 下陣交差角

下陣でのダクタイル管長柱座屈

図 7 平田交差角

５．管路被災位置での表面波探査試験
継手部の押し口端部、差し口端部の破損は腐食が進んでい

管路が埋設されている地盤の状況を知る目的で表面

る状況であった。

波探査を実施した。表面探査はインパルス振源によっ

また、図 5 は益城町平田における並列埋設のφ200DCIP 送

て励起された表面波を測線上の多数の受振器を用いて

水管およびφ150 の DCIP 配水管の被害で、地表断層亀裂部

測定を行い，多数のトレースから位相速度曲線（分散

で K 型継手が水平に 450mm 程度移動して破壊している。

曲線）を計算し，さらに一次元の測定解析を測線上で
連続して行うことにより二次元のＳ波速度構造を求め
る手法である。応用地質㈱製の機器を用いた。測線 50m
で、2m ごとに地震計を配置して速度分散曲線を合理的
に求めて地下構造を決定し、S 波速度構造を得た。測
線長の約半分の距離までの地盤深さ構造を推定するこ
とができる。断層横断管路の被害地点である下陣およ
び平田の 2 地点で実施した。図 8 に見るように下陣で
は、地表面付近は約 150m/sec で、地下 10ｍ付近では
約 500ｍ/sec の傾斜した岩盤層相当速度値が見られる。

図 5 平田でのダクタイル管継手抜け

下陣では水路を横断する暗渠に 1.2m の水平変位ず
れが見られ、明らかな右横ずれ断層が地表に現れ、道
路延長面に同程度のずれ変位量が見られる。この延長
上に水道管埋設道路があり、図 6 に示すように道路延
長とずれ方向の交差角はほぼ 45 度である。図 7 には平
田における断層方向と水道管敷設方向を示している。
ほぼ直交方向であることが知られた。
図 8 下陣表面波探査結果
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岩盤層の傾斜角度は約 60 度である。断層モデルで想定

6.1 下陣管路の実験

されている角度とほぼ対応している。また、平田では

次に下陣管路の被害を再現するために金属針金を管

地表面付近は約 200m/sec のやや硬地盤で、地下 10ｍ

体に見立てて、ゴム製継手を挿入して管セグメントを

付近では 300m/sec 以上の岩盤相当の速度である。また、

接合し、管路モデルとした。その際、断層線を横断す

その傾斜角は下陣と同様である。これらの速度値は管

る位置に継手部を配置した。結果を図 10 に示す。継手

路の応答を検討する際の地盤反力を算出する際に活用

の無い連続針金管路では、変形が限定される固定位置

しうる。

まで直線状に変形するが、
図 10 のように継手を挿入し
た場合には、継手が相対的に固定点のように挙動し、
その中間の管路が弓状に変形する。下陣被害と極めて

６．実験概要

相似である。断層変位が増大すると、K 型継手ではあ

管路の破壊モードの発生メカニズムを検討するため
に簡単なモデル実験を行った。45°および 90°に移動

る程度までは回転するが、
それ以上では回転が進まず、

できる紙粘土で作成したモデル地盤の箱を作成して、

地盤押し力が断層線両側で逆方向に作用して、図 11

その地盤中にモデル管路を埋設して、下陣、平田の交

の変形が惹起されるものと推察される。

差角方向に断層運動に相当する地盤移動を与えた。
実験では最初に交差角（90,45,22.5 度）と管路挙動
の関係、断層運動が断層線の片側または両側に変位す
る場合、モデル管路の材料（硬・軟ラバー、硬・軟鋼
線）、連続管・継手管の場合について実験を行った。管
路変形の基本挙動を確認するために図 9 に示すように

図 10 継手 DCIP 管路の長柱座屈

図 9 右ずれ断層変位による管路変形と剥離
連続管ラバー管を地表面に埋設して 45°交差角変形
を与えた。管変形は断層線のごく近傍に限定されて、
断層両側では圧縮力により変形する。その際、ある程
度の食い違いで地盤と管は剥離して管路変形は急激に
図 11 継手管路本体の座屈

進行する。さらに地盤変位が増大すると、管路被害で
よく見られるように Z 字型変形へと進むことが知られ

実験より、断層と 45 度で交差して約 200cm の右横ず

た。さらに、継手で変形が許容される場合には、一般

れ断層変位を受けた K 型継手 CIP の被害メカニズムは

的に継手剛性は管体より小さい場合が多く、継手の動

次のように考えられる。図 12 に示すように、地震前は

きが管体変形よりも先行して発生することも知られた。

直線であった管路は、断層変位によって継手の回転・

上記の実験は、管路の剛性・形状・継手、地盤の材料

伸縮のモーメントと伸縮力が作用して、②のステップ

特性、埋設条件、断層変位などを考慮せず断層変位と

で可能な角度まで変形したと考えられる。③の段階で

埋設管路の挙動を見たものである。何らかの条件が満

は、断層運動方向の管路背後では土の剥離のために反

たされたときに、実際の被害モードを再現できるか否

力が作用せず、反対方向からの土圧が管路に作用して

かを調べることが目的である。

管体変形が発生した。さらに④の段階で、さらなる断
層変位で継手が完全に離脱したと考えられる。図-7.8
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は管路敷設替えで掘削された様子であるが、管路変形

路では剛性がかなり低下していることが推測され、管

は図のような状態であったことが推察される。図 4 の

路の変形が容易に進行した可能性がある。

掘削された管路破壊モードと酷似している。管路と断

７．管路に作用する荷重

層線の交差位置に継手が存在していたことが今回の被
害モードを生み出した要因の一つと推察される。

下陣管路にどの程度の外力が作用したについて分析
する。φ100・DCIP について、外径：118mm、内径：106mm
とすると、断面積 A:0.27 x 104 mm4、断面 2 次モーメ
ント I:0.33 x 107 mm4 となる。管路は大変形を生じて
おり、材料非線形状態にあると考えられるので、等価
弾性係数 E:0.5 x 105 N/mm2 とする。長さℓの単純張り
の中央に作用する集中荷重,あるいは等分布荷重によ
る中央部のたわみが求められる。
下陣管路が 4m 区間で最大 616mm の管路変形を生じ
ているので、集中荷重作用と仮定すると、荷重 P は 76
KN、分布荷重と仮定すると全荷重 wℓ=152 KN である。
一方、地盤移動により管路に荷重が作用したと考え

図 12 管路長柱座屈のメカニズム

ると、地盤ばねと変位量を乗じると作用力が計算され
る。表面波探査により、下陣の地表面付近では S 波速
度は約 150m/sec である。地盤ひずみが 10-3 程度で、S

6.2 平田管路被害に関する実験
平田では 2 本の管路と地表断層亀裂は、ほぼ 90 度

波速度値は 60%程度の低下と考えると 90m/sec 程度で

である。継手が断層線上にある場合には継手部はせん

ある 4)。下水道指針による、単位長さあたりの管路直

断力を受けて容易に継手が離脱して、約 450mm 相対ず

交方向の地盤剛性は下記で与えられる５)。

れを引き起こしている。実験結果は図 13 の通りである。
𝐾𝐾𝑔𝑔2 = 𝐶𝐶2

実験では地盤の動きは 15mm 程度与えているが、管のず
れ量は 7mm 程度と約半分の量であり、管路の変形は、

𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑉𝑉 2
𝑔𝑔 𝑠𝑠

C2 �地盤剛性係数定数� = 3.0、 γ𝑡𝑡 =

断層線両側の継手間に限定されている。これらは、管

18kN
m3 、

, Vｓ =

90 m⁄sec とすれば、K g2 ＝4.46 x 104（kN/m2） である。

路周辺の地盤剛性によって変化する。管路の長手方向

地盤係数 𝑘𝑘 (kN/𝑚𝑚3 ) は𝑘𝑘𝑘𝑘 =𝐾𝐾𝑔𝑔2 と考えられるので、

でのずれは全く見られない。

𝑘𝑘 =4.46 x 105 (kN/𝑚𝑚3 ) である。口径 100mm の管の直
交方向拘束力は、管投影面積 0.472 m2 を乗じると、ば
ね定数 𝑘𝑘 ′ は 2.10 x 105 (kN/m) となる。一方、ガス

指針 5)では、口径 100mm の管路の管軸直交方向の地盤
ばね係数は、k =2.0 x 104 (kN/𝑚𝑚3 ) と定められてい

る。ガス指針によるばね定数

𝑘𝑘 ′

は、0.94 x 104

(kN/m) である。両指針にかなりの差異がある。下陣

管変形が生じる外力は、76～152kN と推測されたので、
図 13 平田での直交交差角管路継手の破断

地盤が数㎝相対的に動くと下陣管路の変形が生じる可
能性がある。上記の、𝐾𝐾𝑔𝑔2 、𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ′ は管と地盤が一体

下陣では 2 件の被害管路が掘削されているが、幾何

として挙動する弾性状態仮定して定められているが、

的変形から計算される、大変形の A は 5.0％、B は 1.4％

管と地盤は剥離状態にあったと推察される。したがっ

のひずみであることが知られた。CIP (FC)の降伏ひず

て、 𝑘𝑘 ′

はさらに小さい値と考えられる。なお、DCIP

みは載荷ひずみ速度が10−3 では 0.01％以下であり、

耐震管路では、継手の引き抜け阻止力を 3D kN 以上と

DCIP では降伏ひずみは、FC の約 10 倍程度である。下

規定している 6)。口径 100 mm の DCIP では 300 kN 以上

陣管路は DCIP と推定されるが、いずれにしても被害管

となる。本値は、管路軸方向作用力で、地盤のせん断
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応力などを配慮して定めている。断層運動時とは交差

トを確保することが重要である。

角によっては必ずしも対応しないが、推定した下陣管

国内における断層横断管路の対策工事事例として、兵

路への作用力とは、同程度のオーダーであることは興

庫県南部地震のシンボルプロジェクトとして実施され

味深い。また、回転角については 7～15 度に屈曲型耐

た、神戸市水道の大容量送水管（φ2000mm）の断層横

震管は規定しているが、8m（管路 2 本分）間で、1.2m

断対策がある 22)。当初、送水管ルートは断層と低角度

の断層変位が生じたとすれば回転角は 8 度である。下

で交差する計画であったが、図 14 に示すように、90

陣では既に継手は伸縮・回転ともに破壊状態にあるが、

度交差の方がリスクは少ないとの判断からルート変更

断層変位に対する耐震管を考慮する上で興味深い。

している。また、伸縮可撓継手を用いて、変形を期待
したが、コスト軽減のため新たに開発した波型鋼管(図

８．断層横断管路の対策

15) を用いて、震災 20 年度後の 2015 年に完工してい
る。

まとめ
本論文では、益城町水道で断層横断管路の被害メカ
ニズムを検討した。従来の断層横断管路の被害モード
と比較するとともに、地表断層亀裂の現地調査を行い、
管路被害位置で表面波探査を実施して地盤状況を把握
図

した。さらに、簡易な断層横断管路の実験を行い、２

14 断層交差角と発生管ひずみ

ケ所での管路被害モードを再現できるか検証した。そ
の結果、断層線と管路の交差角、管路継手の位置、周
辺地盤の剛性などが満足すれば、被害メカニズムを一
般的に生じ得る被害メカニズムであることが知られた。
断層横断管路の設計法や耐震化対策が不十分な現状で
は、研究開発の必要性を述べた。現地調査については、
荒木栄一（益城町・水道課）、鍬田泰子（神戸大学）
、
竹内裕希子（熊本大学）、東俊司（積水化学工業㈱）の
各氏および夫々の関係者に大変お世話になった。記し
て感謝の意を表す次第です。

図 15 断層対策管路

断層横断部の埋設管路の対応方法として、想定され
る断層変位に対応可能な変形性能を埋設管路に確保さ
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活断層に配慮した山陽新幹線新神戸駅の構造

近藤 政弘 1
1

西日本旅客鉄道株式会社・構造技術室

概

要

山陽新幹線新神戸駅は，六甲山を縦貫する六甲トンネルと神戸トンネルの間に位置するわずかな明かり
区間における高架橋構造の駅である。市街地とのアクセスのため，駅は極めて厳しい地形条件に立地せざ
るをえず，建設にあたっては調査段階から諏訪山断層の直上にあることが明らかにされた。当時国鉄の技
術者陣は，断層上の駅への配慮のために検討を重ねて高架橋構造に工夫をこらしている。線路両側に配置
するホーム部と線路部の高架橋を構造的に独立させること，線路部高架橋の縦断方向は地盤変位により生
じる不同沈下に適応しやすい基礎フーチング構造としたこと，各高架橋ブロック間では相当大きい相対変
位を予想して応力上問題が少ない単純桁で接続することなど，が挙げられる。本稿では，これらの構造計
画，構造設計に関する活断層変位への特別な配慮方法について報告するものである。
キーワード：活断層，新幹線，駅高架橋，直接基礎

1. は じ め に
山陽新幹線は東海道新幹線で得られた貴重な経験を踏
まえて，昭和 47 年 3 月に新大阪～岡山間，昭和 50 年 3 月
に岡山～博多間が開業した。その後，当時世界最高速度と
なる 300km/h 営業速度を開始するなどの技術的発展によ
り，山陽道における高速輸送機関としての役目を 40 年以
上にわたって担っている。山陽新幹線の新神戸駅について
は，今現在も神戸の北玄関口として賑わっているところで
あるが，駅は極めて厳しい地形条件に立地している。その
一つが断層と交差していることであるが，建設当時，断層
と交差する構造物の施工のために，当時国鉄の技術者陣が
検討を重ねて高架橋構造に工夫 1)2)をこらしている。
山陽新幹線新神戸駅は，神戸市の市街地を避けたルー

写真１ 新神戸駅外観（南口遠方より撮影）

ト選定のため，六甲トンネルと神戸トンネルに挟まれた
わずか 500m 程度の明かり区間に設けられた。
このような地形の関係で，駅は半径 3,000m の曲
線中にあり，待避線のない上下本線の２本のみ
でホームは相対式２面２線の形態である。また
駅土木構造物の形式としては，東高西低の地形
上，新大阪方は切取りおよび盛土構造，岡山方
は生田川をまたぐ橋梁および高架橋構造となっ
ている。各種の制約条件の中で建設されている
が，特に特徴的であるのは活断層を横断する必
要があったことである。ここでは，新神戸駅の
高架橋構造物を対象に，活断層に対する構造計
図１ 六甲～神戸トンネルにおける交差活断層 3)

画や兵庫県南部地震による当該構造物の状況等
を報告する。
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2. 新神戸駅の地盤概要
新神戸駅は六甲トンネルと神戸トンネルの間に位置し
ているが，これらの区間においては，六甲－淡路島断層帯
が存在しており，図１に示すように多くの活断層と交差し
ている。写真２は，建設当時に撮影された諏訪山断層粘土
であり，六甲トンネル建設中，トンネル終点方出口手前の
約 200m 地点で底設導坑全面に現れた 4) と記録されている。
新神戸駅においても上記に述べた制約条件により，図２の
ように生田川に沿った諏訪山活断層を浅い角度で横断せ
ざるをえなかった。結果として，駅部高架橋は活断層と交
差することとなり，支持地盤は，同一高架橋横断面で，山
側は花崗岩，中間部は断層粘土層，海側は沖積層扇状地堆
積物の層（以下，沖積層とよぶ）の３つに分かれ
ることとなった（図３，図４参照）
。
建設時において現地での掘削調査が行われた結
果，断層上部に接する沖積層は図５のように変位
しているのが発見され，比較的新しい年代におい
て約 0.7m 以上の垂直変位があったと判定された。
実地調査や文献調査等の結果より，この断層は今
後も変位が生じる可能性があり，構造物耐用期間
内での変位量は約 5cm 程度であろうと判定された。
また，断層粘土は上部の載荷されている荷重を除
くと膨張することがあり，実地調査でもこの現象
写真２ 諏訪山断層粘土（六甲トンネル出口付近）4)

が疑われる変状も発見された。そこで，断層粘土は膨張に
よって載荷されている荷重に相当する 10tf/m2の上向き

図２ 新神戸駅での交差活断層

の圧力を生じるものと推定された 2)。

断層により地盤が変位すれば，構造物に影響を与えるこ
ととなる。この影響への対策として，構造物の沈下傾斜等

3. 活断層に配慮した構造計画と設計

変位への対応，構造物の応力への対応とに分けて述べる。
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図-2.新神戸駅生田川右岸高架橋のスケルトン

図３ 新神戸駅での高架橋スパン割り
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8,240

構造物の沈下傾斜等変位への対応

高架橋を剛体と考え，柱中心間での不同沈下量が構造物

θ= 0°
23’

3.1
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7,300

図４

θ= 0°
23’

1,580

図５ 断層の位置と変位量
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7,500

ル面では水平変位量 10.4cm，ホーム面では 11.4cm となる。
高架橋が変位すればレール中心が移動する他，ホーム部の
図６ 高架橋の不同沈下による線路の変位量

ラーメン構造へ偏応力を生じさせることになる。よって，

海側の
ホーム

ホームのラーメン構造部と本線を支えるラーメン構造部
との結合については，これらの変位に対応できる工夫がな

山側の
ホーム

本線

されている。
(1)高架橋スパン割：

駅設備の関係から，構造形式はラ

ーメン高架橋とすることが要求された。線路直角方向につ
いては，図７に示すように山側のホーム部分と海側のホー
ム部分，そして断層粘土層を跨ぐ地層で支持される本線高
架橋部分とにそれぞれ分離し，支持地盤の相違や断層変位
に対応できる構造としている。線路方向については，図３
および写真３に示すように，山側の花崗岩で支持される部
図７ 高架橋横断部の構造形式

分が全くないＲ5，一隅のみが花崗岩で支持されるＲ6，全

海 側

長にわたって花崗岩で支持される部分となるＲ7 に分割さ
(b )ヒ ンジ

れ，地盤の不均一や断層の変位により生じる不同沈下に対

山 側
(a)可動

(a)可動

(b )ヒ ン ジ

応しやすい形式となっている。なお，ラーメン高架橋間の
単純桁は，流下するおそれのある土砂流の障害を考慮して
20m スパンが採用されている。
(2)ホームと本線ラーメンとの接続形式：

可動部は本線ラーメ ンの海側への
移動150m m 程度に対応できる

地盤の不均一

や断層の変位により，本線ラーメンが 11.4cm の水平変位

図８ ホームと本線ラーメンとの接続構造

（ホーム面高さ）を生じると予測される。一方，本線ラー

るので，本線ラーメンがホームラーメンに対して自由に変

メンが変位しても線路はバラスト構造であり，線路中心を

位できるように接続しておけば，変位後に線路とホームと

原位置に保つように保守することは可能である。ホームラ

の位置関係をもとに戻すことが可能である。そこで，図８

ーメンは山側，海側とも大きな変位はないものと考えられ
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に示すように，(a)可動部分は滑動・回転が自由，
（b）ヒン

礎で負担するため，基礎は強度および剛性を大きく確保す

ジ部分は回転が自由な支承とし，予想される本線ラーメン

ることとし，中空式である大形の直接基礎形式が採用され

の変位量に十分対応できる構造となっている。

た。これにより基礎の剛比は列車を支持する上部構造（上
層梁・スラブ，柱）に対して極めて大きく，地盤変位によ

3.2

構造物の応力へ与える影響への対応

る基礎の応力変動は上部構造に対してほとんど影響しな
い結果となっている。

本線高架橋の支持地盤は，花崗岩，断層粘土層，沖積層の
３種にまたがり，その性状は著しく異なる。地盤反力状態

このように極めて特異な設計施工は，当時の国鉄構造物

を図９に示す。地盤反力の差は図９(a)に示す形状に変位

設計事務所をはじめとする技術陣の技術力があってこそ

する場合が最大となり，図９(b)に示す場合が最小となる。

成し得たものと考える。当時の高架橋施工風景を写真３に

このような地盤の特殊条件から生じる応力を主として基

示す。

(a)δ１ ≒δ２ の場合

柱

(b)δ１ ≒０

N2

柱
・ ・ b・ ﾗ
・ d
N5・ F

δ２ ＝αl と なる場合
K3
・ 3・

θ

δ2

δ１

δ2

θ

3 ・ 2
ﾂ
・ ﾂ

δ１

K2
2
・ ・

・ 3ﾂ2

21
・ ﾂ

N1

K1
・ 1・

・ 1ﾂ

0

0 沈下図
・ ﾂ

・ ﾆ

段落ちなし
段落ちあり
地盤反力図

断層変位後の地盤反力

地盤反力図
地盤反力図

沖積層

断層変位による地盤反力
の変動なし

花こう 岩
断層粘土 上部に砂
1m を 敷込む

断層変位前の地盤反力

図９

断層をまたぐ基礎の地盤反力状態

図 10 基礎の沈下量・傾斜角

写真３ 山陽新幹線 西高架橋施工風景
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4. 兵庫県南部地震と現在の状況

るため比較的小規模の変位であるが，建設段階の設計当初
より活断層変位を考慮した高架橋の工夫は貴重であり，本

平成 7 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震による新

事例が今後の構造計画や設計の参考になれば幸いである。

神戸駅構造物の被害は，生田川に架かるホーム桁および本

最後に，建設当時に国鉄新幹線工事局にて新神戸駅を工

線桁の一部が損傷したことに加え，ホームの不陸や軌道の

事区長として担当された元ジェイアール西日本コンサル

不整があったものの，他の新幹線構造物に比べて軽微であ

タンツ㈱社長の星野鐘雄氏には，本稿作成にあたり多大な

った（図 11 参照）
。このように，各桁の支承部に僅かな変

るご指導を頂いた。ここに深謝いたします

状等が確認されたが，いずれも支承の機能を阻害するほど
のものではなかった。これらのことから推察すれば，設計
当初に想定した地震時被害は妥当なものであったと思わ
れる。すなわち，地盤変形に配慮した構造物の選定と，単
純桁を多用した上部工が兵庫県南部地震において，その被
害を小さく抑えたものと考えている。
現在の新神戸駅は，開業後 40 年以上を経て，駅直下か
ら市の中心地に向かって流れる生田川沿いに形成された
雄大な都市軸に沿った神戸市街地北側地区の発展に貢献
した。開業当初は他線との接続はなかったが，昭和 60
（1985）年の神戸市営地下鉄山手線（大倉山～新神戸間）
および昭和 63（1988）年の北神急行電鉄（新神戸～谷上
間）の開業により，同市中心市街地への交通アクセスが向
上した。さらに，平成 18（2006）年の神戸空港開港に合

図 11 兵庫県南部地震による状況：新聞記事 5)

わせてポートライナーが延伸され，新神戸～三ノ宮～神戸
空港の南北軸（図 12 参照）が完成した現在，神戸市の北
の玄関口として，ますます重要な役割を果たしている。
兵庫県南部地震の震災被害を乗り越えた新神戸駅高架
構造物は，現在高架下開発（写真４）に活用されている他，
プラットホーム屋根上に駅の熱負荷低減を目的とした散
水設備（写真５）が設けられるなど，これからの時代に対
応する新たな駅として発展を続けている。

5. おわりに
山陽新幹線新神戸駅における活断層に配慮した高架橋
の構造計画および設計を紹介した。活断層の想定変位は，

図 1２

神戸の東西および南北軸 6)

構造物耐用期間中の一定速度で増加する累積量としてい

屋根散水設備

写真４ 新神戸駅高架下の状況

写真５ 新神戸駅の屋根散水設備
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Design of Sinkoube-staition-structure considering displacement of active fault

Masahiro KONDOU1
1

West Japan Railway Company, Design Structure Institution

Abstract
Sinkoube-station-structure is placed narrow-area between Rokoo-tunnel and Koube-tunnel, and placed over
active-fault. This station was structured before 50-years and was designed considering displacement of active-fault.
In design of this structure, railway-engineers at this-time study and analysis about technique with design considering
displacement of active-fault. As results of this study and analysis, This structure was divided to some-parts-structure
corresponded subsidence. We reported this design case of Sinkoube-statin , and suggest this design for other cases of
design structure considering displacement of active-fault.
Key words:

active-fault, design-structure, faundation
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阪神高速大和川線道路トンネルの上町断層の最大級シナリオ地震動を考慮した
耐震設計

高田

佳彦 1

阪神高速道路株式会社技術部技術推進室

概

要

大和川線は，大阪都市再生環状道路の一部として，阪神高速4号湾岸線と14号松原線を接続する延長約9.7kmの自動車専
用道路である。本路線は，全線の約70%に当たる6.8kmにおいてシールドトンネルや開削トンネルの地下構造形式を採用
している。その道路トンネルにおいては，必要とされる耐震性能を確保するよう，レベル１およびレベル２地震動に加え
て，大和川線を横切る上町断層を震源とする最大級シナリオ地震動を入力地震動として耐震設計を行っている。大和川線
のこれらの耐震設計について紹介する。
キーワード：阪神高速大和川線，上町断層，最大級シナリオ地震動，縦断耐震，シールドトンネル

1. は じ め に

路株式会社が事情主体の区間を紹介する。

関西圏の大阪南部地域では，現在，大阪府，堺市，阪神
高速道路(株)の三者の共同事業として，図 1に示す地域高
規格道路「阪神高速道路大和川線」（以下，「大和川線」）
の整備を進めている。大和川線は，大阪都市再生環状道路
の一部を形成する路線として，大阪南部地域の臨海部と内
陸部を結ぶため，阪神高速4号湾岸線と，14号松原線を接
続する延長約9.7kmの自動車専用道路である。大和川線の
整備により，一般道の交通混雑を緩和するとともに，阪神
高速既存ネットワークの都心部へ集中する交通の渋滞緩
和を図り，関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄
与するものと期待されている。
大和川線の事業経緯は，平成11年に阪神高速道路公団が
事業に着手したが，道路関係四公団民営化での事業見直し，
ならびに堺市の政令指定都市化に伴い，平成18年度より大

図 1 路線位置図

阪府および堺市ならびに阪神高速道路株式会社の３者が

2. 大和川線の概要

共同して整備を進めている。
本路線は，全線の約70%に当たる6.8kmにおいてシール
ドトンネルや開削トンネルの地下構造形式を採用してい

2.1

る。その道路トンネルにおいては、必要とされる耐震性能

当初の事業計画では，トンネルの全区間を開削工法で計

を確保するよう，供用中に発生する確率の高いレベル１地

画していた。その後、シールド技術の発展を背景に，地表

震動，および，供用中に発生する確率は低いが大きな強度

面の重要交差施設の状況，経済性や工期等を考慮し，平成

をもつレベル２地震動対して耐震設計を行っている。加え

19 年の都市計画変更時に 2 か所の約 4.0km の区間を図 2

て，大和川線の直下には活断層である上町断層の存在が明

に示すようにシールドトンネルに変更し現在に至ってい

らかになっている。大和川線に最も大きな影響を及ぼす想

る。トンネルの標準断面を図 3 に示す。上下線（西行，

定地震動を最大級シナリオ地震動とし，本地震動で耐震設

東行き）それぞれ 2 車線で構成されている。シールド区間

計を行っている。

では当初の都市計画決定区域である開削トンネル幅に収

本文は，大和川線道路トンネルの上町断層の最大級シナ

構造概要

める必要があり，トンネル断面どうしの併設離隔距離は

リオ地震動を考慮した耐震設計について，主に阪神高速道

0.8D(D：トンネル外径)の 1m 程度と極めて近接している。
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図 2

(a)開削トンネルの標準断面図

(b)シールドトンネルの標準断面図とその概要
図 3

2.2

路線概要図

トンネルの標準断面図
び地表面強震記録の基盤変換波をもとにした。一次元重複

地盤条件

大和川線の地質縦断図を図-4 に示す。No.1 立坑より西

反射解析等による動的解析を行う場合は，ポートアイラン

側は，GL-10ｍより上面は沖積層が拡がっている。No.1 立

ド基盤記録を標準加速度応答スペクトルに適合するよう

坑の直近で上町断層による撓曲が見られる。一方，それよ

に振幅調整した波形を工学的基盤面に入射波形(2E)とし

り東側の区間は洪積層を主体とする自立性の高い大阪層

て入力することとした。プレート境界型に関しては南海・

群の砂質土，砂礫土および粘性土が分布している。

東南海地震の断層モデルをもとに規定した地震動を用い

シールドの位置する深さでは，Ｎ値 50 以上の良く締ま

るものとする。

った砂質土および礫質土と，Ｎ値 10～27 およびせん断弾

最大級シナリオ地震動は，工学的基盤面での標準加速度

性波速度 Vs=226～386m/s 程度の比較的硬い粘性土の互層

波形の一例を図 5 に示す。大和川線の標準加速度波形は，

状の地盤である。

複数のアスペリティモデルにより上町断層が破壊した場
合を想定し，差分法で計算された大和川線位置での計算波

2.3

形をもとに一次元非線地盤応答解析を実施した結果を工

設計地震動

レベル 1 地震動は，道路橋示方書 V 耐震設計編（以下

学的基盤面での波形として規定したものである。表層地盤

「道示」）に示される地震動を用いるものとしⅠ種地盤が

の特性，縦断方向の地層構成，構造形式，深度および地震

地盤応答解析で想定している工学的基盤相当であると考

強度を踏まえ，大和川線全線を図 4 に示すように 4 区間

え，道示Ⅰ種地盤スペクトルを用いた。

にゾーニングし，ゾーンごとに 4 つの破壊パターンで規定

レベル 2 地震動は，内陸直下型およびプレート境界型

したものである。ゾーンⅠとゾーンⅡの境界は，地層全体

を考慮した。内陸直下型の設計用入力地震動は，兵庫県南

が深度方向に変化すること，構造形式がボックス構造から

部地震における強震記録をもとに規定した内陸直下型の

掘割～ボックス構造に変化することを考慮して定めた。ゾ

地震動と，南海・東南海地震の断層モデルをもとに規定し

ーンⅡとゾーンⅢの境界は，南部上町断層を境に地層構成

たプレート境界型の地震動を用いるものとした。直下型地

が変化すること，立坑を境に開削トンネル区間とシールド

震動は，兵庫県南部地震における基盤面での強震記録およ

トンネル区間に分かれることを考慮して定めた。
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zゾーン Ⅱ

zゾーン Ⅰ

zゾーン Ⅲ

zゾーン Ⅲ

zゾーン Ⅳ
図 4

地質縦断図
2.3

ゾーンⅢとゾーンⅣの境界は，地層全体が深度方向に変

目標とする耐震性能

化すること，地質が段丘地帯から扇状地性低地に変化する

設計地震動に対する要求性能を表-1 に示す。最大級シナ

ことを考慮して定めた。各破壊パターンの工学的基盤面で

リオ地震動は，強度が極めて大きい，供用期間中に発生す

の加速度応答スペクトルの例として，ゾーンⅢを図 6 に

る確率が極めて低いなどを考慮し，安全性を規定している。

示す。同図よりにおいて，応答スペクトルは固有周期 0.2~2
表 1

秒の範囲で 1000~2000gal と，極めて大きい。
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
0.0

地震レベル

加 速 度

Max=705gal

5.0

図 5

10.0

15.0

20.0
25.0
時間(sec)

30.0

35.0
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45.0

破 壊 ﾊﾟﾀｰﾝ1
破 壊 ﾊﾟﾀｰﾝ2
破 壊 ﾊﾟﾀｰﾝ4
破 壊 ﾊﾟﾀｰﾝ5

対象地震動

目標とする耐震性能
安全性

機能性

復旧性

レベル１
地震動

地震直後に
通行止めを
道路橋 示方 書Ⅰ 種地 地 震 時の 利用
も一般車両
伴う補修・
盤のス ペク トル 特性 者 に 対す る安
の通行が可
補強不要
全性を確保
を有する地震動
能

レベル２
地震動

兵庫県 南部 地震 にお
ける強 震動 記録 より
作成し た， 基盤 での
地 震 時の 利用
平均的 なス ペク トル
者 に 対す る安
特性を有 する 地震
全性を確保
動，お よび 南海 トラ
フ沿い を震 源と する
南海・東南海地震

地震直後に
も緊急車両
が 通 行 可
能・建築限
界確保

補修・補強
により当初
の機能回復
が可能

最大級
シナリオ
地震動

構 造 物全 体系
が 崩 壊せ ず，
上町断 層を 震源 とす
地 震 時の 利用
るシナリオ地震動
者 に 対す る安
全性を確保

－

－

工学的基盤面での標準加速度波形（ゾーンⅢ）

10000

地震レベルと目標とする耐震性能

加速度応答スペクトル(gal)

1000

3. シールドトンネルにおける耐震設計
100

3.1

シールドトンネルの構造概要

シールドトンネルについて，図 2 に平面図，図 3(b)に
標準断面図と概要をそれぞれ示す。阪神高速道路㈱の施工

10

区間の施工手順は，西端の No.1 立坑を発進し，西行き車
h=0.05

線を No.2 立坑に向かって先行掘進する。No.2 立坑に到達

1
0.1

図 6

1.0
周 期 (sec)

後，同立坑にて転回し，東行き車線を No.1 立坑に向かっ

10.0

加速度応答スペクトル（ゾーンⅢ）

て後行掘進する。なお，西行き，東行き車線とも，通過型
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一方，併設による影響は，動的２次元ＦＥＭ解析により

の中間立坑を設けている。
表-2 に示すように，合成セグメントと RC セグメントを

割増係数を算出し，割り増した地震時の増分断面力と常時

適用した。トンネル外径の決定断面である非常駐車帯区間，

の断面力を足し合わせた断面力および変位に対し，横断方

曲線部の視距拡幅区間は，桁高の小さい合成セグメントを

向の耐震性能の照査を行った。

採用した。その他の標準的区間では，建築限界に対し内空
断面に余裕があり経済性も考慮し，桁高の大きい RC セグ

3.3

メントを適用した。

(1)地盤応答解析

シールドトンネルの縦断方向耐震検討

縦断方向の耐震設計のうち，最大級シナリオ地震動にお
表 2

けるトンネル軸方向の圧縮力対策として導入した損傷制

覆工の概要

外径

内径

桁高

幅

御設計に着目する。図 8 に設計フローを示す。最大級シ

合成セグメント

－

－

－

－

ナリオ地震動における各地点の地盤変位は，大和川線のサ

篏合方式

φ12.230m

φ11.580m

325mm

1,800mm

イトの表層地盤（GL-200m～地表面）をモデル化し，3 次

六面鋼殻

φ12.230m

φ11.630m

300mm※

1,800mm

元動的 FEM 解析より抽出した。トンネル部材は，リング

φ12.230m

φ11.320m

455mm

2,000mm

継手による剛性低下を考慮した等価な一様剛性はりとし

RCセグメント

てモデル化した。表 3 にシールドトンネルの最大級シナ

※：耐火工厚さは除く

リオ地震動における安全性の照査項目を示す。圧縮力に対
3.2

する照査では，コンクリートの終局耐力を許容値とした。

シールドトンネルの横断方向耐震検討

横断方向の耐震設計は併設影響を考慮するために，２次
始め

元動的ＦＥＭ解析による割増の設定と２リングはり－ば
ねモデルによる応答変位法を組み合わせた手法に基づい

阪神高速道路株式会社殿より受領
（本文P6-405まで）

土質条件の整理

て行った。設計フローを図 7 に示す。

土質縦断図の作成

耐震検討は応答変位法に基づいて行うため，まず自然地

入力地震動の整理

盤の状態における地震時の地盤変位を１次元地盤応答解

①地震時応答変位の算定
動的FEM解析
■地盤の構成則 ⇒ 弾性-完全塑性体で、Drucker-Pragerの破壊基準を使用
■地震の位相差 ⇒ ・レベル１、レベル２地震動
関西地区アレー観測結果等を参考に位相速度として1.0km/secを考慮
・最大級シナリオ地震動
地震動の場所毎の違いが位相差に相当するため、これを忠実に入力

析（SHAKE）により求めた。次に地盤応答解析で得られ
た周辺地盤の応答変位を横断方向の２リングはり－ばね
モデルに作用させ，トンネルに発生する地震時増分断面力
および変位量を求めた。

地盤応答値の抽出

②地盤ばねの算出
動的FEM解析の初期剛性Gから地盤ばねを算出
■シールドトンネル設計マニュアルに準拠
⇒地下構造物と周辺地盤をモデル化した静的なＦＥＭ解析により算出

③応答変位法による部材耐力検討

構造物のモデル化

構造物のモデル化

■シールドトンネル ⇒ 梁要素（等価剛性）
■発進到達立坑 ⇒ 梁要素（線形）
■地盤
⇒ ばね要素（線形）
（地震時低減なし）

■シールドトンネル ⇒ 梁要素（部材非線形）
■発進到達立坑 ⇒ 梁要素（線形）
■地盤
⇒ ばね要素（上限設定）
（地震時低減あり）

地盤ばねを介して部材（軸芯）に動的に応答変位入力

地盤ばねを介して部材（軸芯）に動的に応答変位入力

部材断面力算出

部材変形（ひずみ）量算出

OK

照査

NG（最大級）

OK

照査
NG

NG（ﾚﾍﾞﾙ１、２）
仕様変更

仕様変更

終り

図 8 縦断方向耐震設計フロー
表 3 最大級シナリオ地震動の安全性の照査項目

図 7

横断方向耐震設計フロー
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地震レベル

加振方向

最大級
シナリオ
地震動

軸方向

安全性の照査方法
部位

照査内容

許容値

覆工本体

軸圧縮力に対して覆
工本体が崩壊しない
ことを確認

軸圧縮
耐力

上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

0.0080

最大地盤ひずみ

中間
立坑

立坑

0.0070

立坑

0.0060

レベル１地震動
レベル２地震動
最大級シナリオ地震動

0.0050
0.0040
0.0030
0.0020
0.0010
0.0000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

位置 (m)

図 9

トンネル縦断方向の最大地盤ひずみ分布

0.0120
合成

本体部-最大軸ひずみ

0.0100

RC

合成

合成

RC

RC

RC

中間
立坑

立坑
「損傷制御型鋼製
セグメント」配置

「損傷制御型鋼製
セグメント」配置

合成

RC

合成

RC

立坑
「損傷制御型鋼製
セグメント」配置

0.0080

対策工なし
対策工あり

εc = 0.00666

0.0060
εc = 0.00512

εc = 0.00441

0.0040

コンクリート終局ひずみ εcu=0.0035

εc = 0.00348
εc = 0.00240

0.0020
0.0000

0

200

図 10

400

600

εc = 0.00212

800

1000

1200

位置 (m)

1400

1600

1800

2000

最大級シナリオ地震動に対するセグメントの最大圧縮ひずみ分布（先行トンネル）

(2)地盤応答解析結果

(4)損傷制御型鋼製セグメントを用いた対策工の検討

3 次元動的 FEM 解析の結果，最大級シナリオ地震動で

圧縮力により終局ひずみが許容値を超過した図 11 に示

の地盤変位は，レベル 2 地震動と比較して，トンネル軸直

す 3 断面において，その対策として変位吸収機構による圧

角方向（水平方向および鉛直方向）は 2～4 倍程度，軸方

縮ひずみを低減する，損傷制御型鋼製セグメントを開発し

向は 5 倍程度の大きな応答となった。その最大値は，トン

た。
図 12 に今回開発した損傷制御型鋼製セグメントの構造

ネル軸直角方向は約 300mm，軸方向は約 500mm となった。

を示す．縦断方向の断面性能（縦リブ他）は，レベル 2 地
(3)部材耐力照査

震動までは弾性挙動を示し，最大級シナリオ地震動では縦

応答変位法による部材耐力検討を行った。部材耐力の検

リブの座屈（降伏）による圧縮変形性能により，周辺のセ

討では，部材の非線形性を考慮した解析を実施した。コン

グメントに影響を与えず，一方，過度な圧縮変形による当

クリート部材は非線形性を考慮している。地盤ばね定数は，

該箇所のセグメントの破壊を防止するため，所定の圧縮変

併設トンネルによる影響および地震時の地盤のせん断剛

形以上の変形に抵抗する部材として軸力伝達材を設定し

性低下を考慮して低減させた。また，最大級シナリオ地震

ている．図 13 にこの概念のモデル化を示す。

動で発生した地盤変位は過大なため，地盤と構造物の剛性

400000
350000

れる。そこで，接触面におけるせん断力が地盤と構造物の

300000

間のせん断強度を上回った場合にすべりが生じることを
想定し，地盤ばねモデルにすべり開始限界せん断力（上限
値）を設定した。

軸圧縮力(kN)

の差により，地盤と構造物の間にはく離が生じると考えら

Py=376700 kN

縦リブ
軸力伝達材

250000
200000
150000
100000

圧縮力に対する検討結果として，図 9 にトンネル縦断

63 mm

50000

方向の最大地盤ひずみ分布を示す。最大級シナリオ地震は

0
0.000

L2 地震動に対しても極めて大きい地盤ひずみを発生させ

0.050

0.100

0.150

圧縮変形量 (m)

図 13 損傷制御型鋼製セグメントのモデル化

ることが分かる。図 10 に最大級シナリオ地震動に対する
セグメントの最大軸ひずみの分布を示す。同図の「対策工

4.

なし」の 3 地点は，合成セグメント－RC セグメント接続

開削トンネルにおける耐震設計

部でコンクリート終局ひずみを超過するため，対策工の検
討を行った。

4.1 開削トンネルの横断方向の耐震設計の概要
大和川線の開削トンネルの標準断面図は図 3(a)に示し

なお，引張側の検討では，引張力はリング継手の引張耐
力を超えるが，覆工本体は健全な状態であることを確認し

ており，土被りは0~25ｍと変化している。開削トンネルの

ている。

耐震設計は，地盤応答解析に基づく応答震度法を基本とし
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図 11

シールドトンネル区間のセグメントの配置
b c
ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

a
ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ
縦リブ

b c
縦リブ

軸力伝達材

縦リブ

主桁

b c

ｃ－ｃ断面

軸力伝達材

ａ部詳細
ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ

軸力伝達材

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ

主桁

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ

b c

図 12

緩衝ゴム

損傷制御型鋼製セグメントの構造

ｂ－ｂ断面

ている。地盤応答解析は，基本は等価線形化法(SHAKE)
弾性床上の梁モデルを用いて
トンネルをモデル化

を用いたが，最大級シナリオ地震では，土の非線形性をよ
り厳密に表現できる逐次非線形化法を用い，非線形モデル
としてはR-Oモデルを採用した。
4.2

継手間隔を考慮したフレーム
計算

トンネル縦断方向に分布
する変位を設定

※トンネル上面・下面での地盤剛性の
差を考慮できるモデル

開削トンネルの縦断耐震
継手間隔の
再設定

(1)検討目的

過年度：正弦波
今回検討
シナリオ地震波を用い
て算出した応答変位

トンネルに発生する断面力，
開口量を算定

大和川線の開削トンネルのように大断面で剛性が相対
的に高く延長が長い場合，地震時の道路方向とその直角方
向の地盤変形により強制変位入力を受け，高い断面力が発
生する。そのため，適切な間隔で構造継手を設けることで，

No

トンネル照査項目

Yes

地盤変形に追従し断面力を低減している。例えば，阪神高
速淀川左岸線では 40m 程度の間隔で構造継手を設けられ

終了

ている。一方で，構造継手は止水上の弱点となる可能性が

図 14

開削トンネルの縦断耐震の検討フロー

あるため，耐久性等の観点からは構造継手を減らすことが
望ましい。そのため，最大級シナリオ地震動に対して構造

(3)フレーム解析
本検討はトンネル軸方向の変位分布が支配的になると

継手の配置検討を行った。

考え，3次元FEMモデル（面外方向1要素）により地盤応答
(2)検討手順

変位を，非線形地盤バネを介して時刻歴変位波形としてフ

本検討では，最大級シナリオ地震を考慮した，縦断耐震

レームモデルに入力した。

用入力地震動により 3 次元 FEM 解析により地盤応答変位

フレームモデルは，図 15に示すように，頂版，底版，

を算出した。次に，トンネル構造部をフレームモデルによ

壁(中壁，側壁)をそれぞれモデル化し，トンネルの上下面

りモデル化し地盤応答変位を直接外力として与え，断面力

でのバネの違い，地盤変位の差を考慮できるモデルとした。
モデル作成は，図 3(b)の標準断面に対し，ランプ拡幅部

や開口量の算定を行い，継手間隔の検討を行った。検討フ
ローを図 14

は形状に応じて補正を行い，軸方向鉄筋量などを反映させ

に示す。

た。立坑位置など境界条件を適切に評価可能な位置で分割
を行った。アウトプットとして，各変位分布により発生す
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上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

る鉄筋ひずみ，継手部の開口量などの照査基準により耐震
性能評価を行った。

(a)標準断面図

図 15

(b)側面構造詳細

フレームモデルの概要図
せん断力（MN）

図 17
(4)解析結果
構造継手間隔をパラメトリックに変化させ，鉄筋ひずみ
の感度分析をトンネル横断位置で整理した結果を図 16に

構造継手部の構造一般図

z三宝JCT

示す。40mから60mに伸ばしても，鉄筋ひずみはそれ程大

25

きく変化しないが，80mまで伸ばすと許容ひずみおよび破

20

鉄砲西ランプ 鉄砲東ランプ

断ひずみを大幅に超える箇所があり，安全性を考慮して，
構造継手間隔は60mを標準とした。

φ38-Sa=20.9MN

φ32-Sa=14.6MN

φ25-Sa=8.9MN

2500

3000

せん断力（MN）
F y (M N )

Fy

zNo1立坑

15
10

構造継手部は，想定した軸方向変位に追随し，せん断力
に抵抗する鉄筋（スリップバー）を標準は図 17 に示すよ

5

うにφ25mm を 500mm 間隔で配置で軸方向に配置される。

0
500

発生せん断力に対してトンネル横断位置における各継
手のスリップバーを照査した結果を図 18 に示す。標準配

1000

図 18

1500

2000
トンネル縦断位置(m)

3500

構造継手部のせん断力照査（構造継手間隔 60m）

置（φ25）で許容値を満足しない構造継手について，x=1200
あたりで 2 ランクアップ（φ38），それ以外の箇所で 1 ラ

5.

ンクアップ（φ32）すれば，せん断耐力は確保できること

おわりに
阪神高速道路大和川線のシールドトンネルおよび開削

トンネルにおいて，レベル 1，レベル 2 地震動に加えて、

がわかった。

大和川線を横切る上町断層を震源とする最大級シナリオ
z三宝JCT

鉄砲西ランプ

鉄砲東ランプ

地震動を入力地震動として耐震設計を行っている。これら

zNo1立坑

の成果を取りまとめると，以下のとおりである。
70

1) シールドトンネルにおいて，最大級シナリオ地震動は

60

継手40m
継手60m
継手80m
継手100m

鉄 筋 ひ ず み (% )

50
40
30
20
10

極めて大きい地盤ひずみを発生させるとともに，軸方
向圧縮力により一部セグメントのコンクリート終局ひ

破断ひずみ

ずみを超過する結果となった。その対策として，変位

許容ひずみ

吸収機構による圧縮ひずみを低減する，損傷制御型鋼
製セグメントを開発した。

0
0
500

図 16

500
1000

1000
1500

1500
2000
2000
2500
トンネル横断位置（ｍ）

30002500

3000
3500

2)大断面で剛性が相対的に高い大和川線の開削トンネル

構造継手間隔と鉄筋ひずみの感度分析結果

では，最大級シナリオ地震動で高い軸方向引張力が発
生する。そのため，構造継手配置の最適化を検討した。
その結果，軸方向鉄筋を照査し，構造継手間隔は 60m
を標準とした。さらに，各構造継手の発生せん断力を
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満足するスリップバーの構造を検討した。
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傷制御型鋼製セグメントの設置状況

Seismic design of the tunnel in Hanshin Expressway

Yamatogawa route considering

the largest scenario seismic motion due to Uemachi fault
Yoshihiko TAKADA1
1

Hanshin Expressway Company Limited, Engineering Promotion Office, Engineering Department

Abstract
Hanshin expressway Yamatogawa route which is a part of the Osaka urban loop route is under
construction in Southern Osaka. This route is 9.7km and about 70% of the route consists of shield tunnel
and cut-and-cover tunnel. The road tunnel are design by the largest scenario earthquake motion that is
caused by the Uemachi fault crossing the Yamatogawa route in addition to Level 1 and Level 2
earthquake ground motions. This paper reports outline of Seismic design of the tunnel in Hanshin
Expressway Yamatogawa route.
Key words: Hanshin expressway Yamatogawa route, largest scenario seismic motion, Uemachi fault, shield tunnel,
cut-and-cover tunnel
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上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

上町断層を横切るシールドトンネルにおける対策事例

1

向井 寛行
1

工学博士

コンクリートコーリング(株) 顧問、元京阪電鉄

概

要

大阪市中心部中之島の東側においては、上町断層が南北に分布している。京阪中之島線のなにわ橋駅から天満橋
駅間においては，鉄道のシールドトンネル部をこの上町断層が横断している。京阪中之島線の設計にあたって，こ
の横断する上町断層に伴う地盤変位が発生した場合のシールドトンネルに生じる影響を検討するとともに，地震時
の影響を軽減するための可能な対策を施した。シールドトンネルへの影響検討においては，上町断層に伴う地盤変
位を約 4m と想定し，トンネルへの影響を照査した。その結果，当該区間のシールドトンネルを RC セグメントと
した場合は耐力が不足するが，DC セグメントとした場合はトンネルの崩壊を防止できることが分かり，当該区間
に DC セグメントを採用し施工に反映した。
キーワード：シールドトンネル，断層変位，鉄道，耐震性

はじめに

1.

ンネルに対する断層変位対策について紹介する。
京阪中之島線は，京阪本線の天満橋駅から分岐し，大阪

2. 検討概要

市中心部の中之島を東西に横切る延長約 2.9ｋｍの全線地
下式の路線であり平成 20 年 10 月に開業した（図－1）
。京
阪中之島線の施工にあたっては，駅部は開削工法，駅間部

2.1

断層変位の推定

はシールド工法で施工を行った。中之島における土層の特

検討に際して，解析条件として設定する上町断層の断層

徴として，西側の中之島駅からなにわ橋駅間は水平で連続

変位を推定する必要があったが，上町断層が通る部分につ

性を持った地層が続いているが，東側のなにわ橋駅から天

いては当初地層の連続性が確認できていなかったため，土

満橋駅間においては，南北方向に上町断層が分布している

質調査を実施してその推定を行った。土質調査においては

（図－2）
。本事例では，この断層中を通過するシールドト

3 カ所で 100ｍ～300ｍのオールコアボーリングを実施

京阪中之島線

，
上町断層帯

図 1 京阪中之島線と上町断層位置図
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梁、周辺地盤をバネ要素とする弾性床上の梁モデルとした
上で、想定する断層変位を強制変位として地盤ばねを介し
てシールドに作用させる応答変位法にて行った。シールド
トンネルの等価曲げ剛性については、鉄道構造物等設計標
準

2）より、地盤ばねについては共同溝設計基準 3）を参考

に算出した。
（図－4）
シールドトンネル周辺の土層構成は、西側は沖積粘性土
が主体で、東側にかけては洪積層中を通過する。その上で、
地盤ばねのトンネル軸方向に対する設定は、耐震設計上の
基盤面の考え方とし、沖積粘土中の西側を表層部、洪積層
中の東側を基盤面内としてモデル化した。

(下盤側)
地盤バネ

シールド

断層変状領域

(上盤側)

Ц

変位曲線

δ

図 2 中之島線線路概要図

変位（作用荷重）

するとともに，Ｓ波反射法弾性波探査を実施してシールド

x

f (x)

P=kHδ

掘進部分の深さまでの連続的な地盤性状の把握を行った。
3 カ所の大深度の地盤調査により Ma7 層および Ma6 層の基
底震度を確認した上で，その上下変位量がそれぞれの海成
粘土層が堆積した以降に生じたものとして，年平均上下変
位量を算出した。さらに，杉山ほかの見解

１）

図 4 解析モデル図（弾性床上の梁）

より上町断

層の最新活動時期を約 9000 年前と仮定して，将来の活動
2.3

時の変位量を算出した結果，上町断層を横切るシール部の

検討ケース

当該区間のセグメントの仕様は,土被りが浅い区間やシ

水平距離約 600ｍ区間において，約 4ｍの変位が生じると

ールドの併設による影響を受けない区間についてはＲＣ

推定された（図－3）
。

平板形セグメントとし、ＲＣ平板形セグメントで応力的に
もたない区間についてはダクタイル（ＤＣ）セグメントと

1.2

していた。これを踏まえた上で，断層変位による影響の検

D:No.2
1.0
4.0

C:No.7

討ケースとしては，セグメントの仕様としては，当区間の

B:KN-1

3.0

正規化地層変位

断層変位 ｍ

セグメントが『RC セグメントと DC セグメントから構成さ

0.8

れる場合』，『DC セグメントのみで構成される場合』の２

0.6

ケースで設定した。また最大断層変位の設定としては，2.1

2.0
0.4

で推定された断層変位４ｍが生じた場合と，試算として断
Ma6
smoothed

層変位１ｍが生じた場合の２ケースを設定した。

0.2
1.0
A:KN-3
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0
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距離（ｍ）

400

距

500
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3. 解析結果

800

離（ｍ）

図 3 想定する縦断方向の断層変位

3.1

照査結果

検検討の結果，セグメント仕様が RC セグメント＋DC
2.2

セグメントの組み合わせとした場合は，最大断層変位が１

解析モデル

上町断層帯付近のなにわ橋駅から天満橋駅間の鉄道構

ｍとした時でも RC セグメントの箇所で耐力不足となった

造物は，外径 6.8ｍのシールドトンネルで，西側のなにわ

（図－5）
。しかし，シールド区間を全て DC セグメントと

橋駅付近で土被り約 25ｍ，東側の天満橋駅付近で土被り

した場合は，４ｍの断層変位に対しても終局耐力以内とな

約 5ｍである。
影響検討は、シールドトンネルを等価曲げ剛性を有する

り，断層によるトンネルの崩壊を防止できる結果となった
（図－6）
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となり，この範囲で軌道改修を行うことで，1m の断層変
位であれば鉄道としての機能を確保できることが分かっ
た（図－8）

図 7 断層変に1m の場合の軌道線形

図 5 RC セグメント＋DC セグメントとした場合

余裕しろの確保

図 6 全区間 DC セグメントとした場合

3.2

図 8 断層変位対応シールド断面

耐震性能の確保に向けての対策

シールド区間をすべて DC セグメントとした場合におい
ては，シールドトンネルの耐力の照査に加えて，断層変位
後のシールドトンネルの使用可能性の検討として，断層変

表1 検討結果

位後の縦断変位が軌道線形におよぼす影響の確認を行っ
た。本トンネル区間では，縦断線形の最急勾配を 40‰と
しており，これ以上の勾配の増加は認められない。これに
対して，断層変位 1m の場合の最大縦断勾配は 150m の範
囲で 40.7‰，断層変位 4m の場合の最大縦断勾配は 44‰で
あり，両ケースともに，断層変位後そのままの状態では，
鉄道としての機能は確保できていない結果となった
（図－7）
。一方，DC セグメントとすることによって，セ
グメントの桁高を薄くすることが可能となり，標準
6200mm の内空を 6300mm と 100mm 拡大することが可能

5- 3

あることを確認した。

4.

おわりに

上町断層の活動による変位を推定し，上町断層を横切る
中之島線シールドトンネルが受ける影響を検討した。検討

参 考 文 献

の結果，当該区間のシールドセグメントを DC セグメント
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上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

活断層変位に対する高架橋検討

竹村恵二 1, 2
1

京都大学名誉教授

2

（財）地域地盤環境研究所・特別顧問

概

要

活断層に沿うまたは横切る高架橋などの土木構造物に関して，これまで活断層上の高架橋で断層変位や断
層モデルについて地球科学（活断層の視点）から考えてきた事例のうち，正断層タイプの別府の朝見川断
層・堀田断層の事例を紹介する。特に，構造設計に重要な 1 回変位量や断層帯の形状の課題について考察
する。また，近畿地方に特徴的な逆断層タイプや横ずれ断層タイプについても，特徴や課題について言及
する。
キーワード：活断層，断層タイプ，正断層，高架橋，朝見川断層・堀田断層（別府）

はじめに

1.

2. 地球科学的観点から得られる必要情報（変位に
関する数値情報）

私たちにとって地震とは，震源域での揺らす原因としての
地震および地表が揺れることを対象とする地震がある。地

今回は，揺れることでなく，ずれることを対象に考えてみ

震被害は地下での現象が地表にどのように伝播し，地表で

る。高架橋などの土木構造物を作る場合は，具体的な数値

の現象となって襲いかかるかにかかっている。誘因と自然

情報に基づいた構造設計が要求される。その際に，一般的

素因・社会素因の関係である。

に地球科学者が対象にする数十 km におよぶ活断層全体像

このように地下での地震発生に関する地球科学的関心

や活断層の変位速度および１回変位量の平均的描像のみ

とともに，人間社会にとっては，「揺れる」という現象に

でなく，地表変位の幅（断層変位の平均的な変位量をどの

よって，財産や生命に影響を受けることに大きな関心があ

範囲・位置で受けるか）や変位の幅の中でどのような変位

る

１）

分布をとるかといった情報が重要となる。

。

地表では，内陸地震の場合（震源域が主に日本列島陸域

平均的な描像に関して，国土地理院の都市圏活断層図や

にあり，地震発生層が浅い場合）はまた，生活空間である

地震調査研究推進本部による各断層帯の長期評価などに

地表付近領域が「ずれる（変位と変形）」ことも大きな地

分布や断層タイプ，平均変位量や１回変位量などの情報は

震被害要因として挙げられる。大きなマグニチュードの場

有用であり，1 回変位量の可能性の算定には重要となる。

合の地震断層およびそれより小さな規模の揺れによる地

ただ，一般的な活断層調査で得られ，平均的な描像とした

表変形や変位などである。したがって，地表構造物にとっ

公表されている報告や論文では，実際の対象地での構造設

ては「揺れることとずれる（変位と変形）こと」の両方に

計を考慮するためには情報が不足しており，さらに詳細情

対応が重要になることが理解される。

報が必要となる。また，断層帯の中での，地表変位の幅や

今回対象とする高架橋は線的な構造物であり，構造物と

変位分布に関しての予測は設計に関して重要であり，実際

しての基本概念は「揺れても壊れない，落ちない」「ずれ

の現地での変位・変形情報の想定を残されている断層地形

ても壊れない，落ちない」ことであり，このことについて，

や断層タイプ・地殻構造・地質などから想定することが必

地震断層に対する既存技術の適用性に基づいて, 「吸収す

要となる。また，変形帯のなかでの変位集中と均等分布な

る」, 「追従する」および「避ける」の 3 つの基本姿勢を

どの変位分布の可能性と構造設計との関連も注意点とし

提示されている

2）

て挙げられる。

。

講演では，これまで活断層上の高架橋で断層変位や断層

3. 正断層をまたぐ高架橋建設の例（堀田断層，朝
見川断層：別府）

モデルについて地球科学（活断層の視点）から考えてきた
事例のうち，正断層タイプの別府の事例を主として紹介す
る。また，逆断層タイプや横ずれ断層タイプについても言
及する。

ここでは，大分県別府市南方に分布する朝見川断層，堀田
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断層の例を挙げる。この二つの断層は，別府―万年山断層

豊本線が通過しており，県・JR 等との協議を実施しつつ

帯の大分平野―由布院断層帯東部を構成する断層である

進められた。

３）

。2005 年の長期評価公表後，この断層帯に関しては，

4. 逆断層・横ずれ断層の場合の課題

文部科学省研究開発局・国立大学法人京都大学大学院理学
研究科により，重点的な調査観測が実施され

４）

，多くの

成果が挙げられたが，2017 年 12 月の地震調査研究推進本
部の中央構造線断層帯の評価改訂

5）

逆断層は，上町断層帯や生駒断層帯など，近畿地方ではよ

により，
「別府―万年

く知られる断層タイプである。これらの逆断層の場合は，

山断層帯」の断層帯名は削除され，今回対象とした「大分

当該地域地質が第四紀層などの地層群である場合，地表で

平野―由布院断層帯東部」は中央構造線断層帯の第１０区

の変形が撓曲や幅の広い変形帯になることがわかってお

間の西部とされている。ただし，個別の朝見川断層，堀田

り

断層の断層名や正断層の断層タイプに関しての変更はな

また，逆断層での変位においては，断層変位が生じる地表

8），9）

，その幅や変位分布形態への注意が要求される。

い。この朝見川断層，堀田断層を横切る高架橋が 2 地点で

部（地表地震断層の場所）において，逆断層センスでない，

計画された時点の例を紹介する。

正断層センスの地すべり的な変位が生じる可能性も指摘

・富士見通鳥居線高架橋：

される。

富士見通鳥居線は，国道 10 号を起点に県道別府庄内線

中央構造線や有馬・高槻構造線断層帯などは，横ずれ断

に沿った海岸から内陸にはいるルートで都市計画決定さ

層として知られている。横ずれ断層の場合，震源断層の角

れている。
延長 1.3ｋｍ，
幅員 25m の都市計画道路である。

度は高角であることが知られており，地表地震断層は直線

このルートには，堀田断層と朝見川断層を横切る橋梁が想

的な形状を持つと考えられている。しかし，地表付近での

定されることが課題となった。そのため，設計に用いる断

詳細形状は，断層帯に沿って，プルアパート的な形状や横

層変位量等の断層特性を想定し，路線の重要度や復旧性を

ずれ運動に伴う複雑な形状が認められる。現実の対象地区

考慮した断層変位に対する耐震設計の基本方針の決定は

での変位予測可能性に関しての詳細な検討が要求される。

重要であった。そのための断層変位条件の設定にあたり，
活動 1 回当たりの鉛直方向断層変位量の想定のために，断

5. 終わりに

層活動による総変位量（または平均変位速度）と活動間隔
の２つのパラメーターの情報を収集・整理した。そのため
の重要な同時間面対比基準として，鬼界―アカホヤ火山灰
（K-Ah 火山灰：7,300 年まえに鬼界カルデラから噴出

6）

高架橋等の土木構造物建設の実際の流れとして，対象地点

）

は必ずしも地球科学的（活断層や地盤等）安全性に配慮し

の断層両側で確認されたことが重要であった。その結果，

て決定されているものではない。社会的・経済的・地域の

本地点付近では K-Ah 火山灰の相対落差は 19m であり，

実情（都市計画や防災対応を含む）等の条件によって，最

7300 年間に約 20m の総変位量として計算し，2.7m/千年の

初に方向性や場所が決定され，予算化されていることが多

平均的な変位速度を確認することができた。また，この断

い。したがって，活断層に関しての安全性の観点からの議

層帯は従来から活動間隔が議論されており，それらの検討

論が最初にあるわけではないことに注意が必要である。提

結果から，活動間隔を 1000 年程度と想定した。その結果，

案または対象の場所が構造物建設の目的に沿ってみたと

1 回あたりの鉛直変位量は 2.7m と計算されたが，総変位

きに，安全性＜特に断層変位について＞を考慮すれば別の

量等の精度を考慮して，1 回当たりの変位量を３ｍで計算

ルートや場所の可能性が指摘できることもあるが，その点

することでその後の設計等が進められた 7）。その後は，断

が考慮されることは少ないようにみうけられる。したがっ

層傾斜角の考察も加えて，断層変位に対する設計の基本方

て，検討委員会等では，場所がすでに決定され，変更が不

針等が設定された。

能な場合においての，その地点におけるできうる限りの地

・別府狭間線（浜脇バイパス）高架橋：

球科学的・工学的安全性を考慮して，経済性も考慮しての

その後計画された別府狭間線（浜脇バイパス）高架橋も

構造物設計が要請されることが基本的であることを最初

朝見川断層を横切る高架橋の事業が構造物として提案が

に確認することが非常に重要である。また，断層ずれの変

された。この検討内容も，富士見通鳥居線高架橋と同様に

位の量的・場所的不確実性を考慮すれば，安全性の観点か

進められた。

らの「壊れない・壊さない」の原則を重視しながら，逆に
大きな活断層を横切るような高架橋の場合は，壊れること

ただ，この場合は，断層変位の場所の特定が困難な面が
あり，変位量の推定のみでなく，変位の場所の推定も重要

も前提としながら，より公共的に必要な復旧の効率性や利

な課題であり，橋脚の位置設定のためにも，このための調

便性等も考慮にいれた設計思想も重要になるかもしれな

査が実施された。1 回変位の量については，富士見通鳥居

い。今後の活断層変位と高架橋等の土木構造物の計画にあ

線のように，等時間面の変位基準層の設定が困難であった

たっては，現在の日本列島の都市圏のインフラなどの大型

が，周辺の国・自治体・研究機関の調査結果や年代測定結

構造物の修復や再建造などの際に，周辺の人口密集と生活

果等が想定された。この事業の場合は，断層沿いに JR 日

様式などが大きな制約になることを前提としておくこと
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は大事な観点かもしれない。
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耐震型ダクタイル鉄管による水道管路の断層対策
－北米での断層対策管路の設計事例－

小田圭太 1，金子正吾 1，岸正蔵 1
1

クボタ 鉄管研究部

概

要

地震時の地表地震断層によって，導送水管のような重要な幹線管路が被害を受けると，長期にわたる断
水につながる恐れがある。本論文では，耐震型ダクタイル鉄管（鎖構造管路）を用いた断層対策管路の設
計手法について述べ，本設計手法を用いた米国での断層・地滑り対策の実例を示す。まず，断層対策管路
設計に使用する管路挙動解析の妥当性を検証するために，実管を用いた断層模擬実験を行い，実験と管路
挙動解析の結果がよく一致することを確認した。管路挙動解析により，①鎖構造管路は 1.6m 程度の断層変
位に対しては特殊な対策は不要，②1.6m 以上の断層変位に対しては継ぎ輪・長尺継ぎ輪が有効という知見
を得て，耐震型ダクタイル鉄管による断層対策管路の設計手法を確立した。最後に，本手法を用いた，米
国での断層対策管路，地滑り対策管路の設計例を報告する。
キーワード：耐震型ダクタイル鉄管，管路挙動解析，断層対策管路，サンフェルナンド断層

1.

はじめに

2. 耐震型ダクタイル鉄管の挙動

日本の陸域には 2000 を超える活断層が存在すると推定

図 1 に耐震型ダクタイル鉄管の一例として，ＧＸ形ダ

されており，導送水管のような重要管路の一部が活断層を

クタイル鉄管の伸縮挙動を示す。表 1 に GX 形ダクタイル

横断する場合がある。

鉄管の継手性能を示す。GX 形ダクタイル鉄管の継手は管

近年では，2016 年 4 月 14 日・16 日に発生した熊本地震

長の±1%の伸縮性能を有しており，限界まで伸び出して

(Mj7.3)で約 2.0m 1)，東北地方太平洋沖地震の 1 か月後 2011

も挿し口突部とロックリングが引っ掛かることで，継手が

年 4 月 11 日に発生した福島県浜通り地震(Mj7.0)で約

抜け出すことなく，地盤変状に追従できる。

2)

1.8m の断層による地盤変位が観測されている。

受口

耐震型ダクタイル鉄管の継手は自由に伸縮・屈曲し，一

（接合時）

定量伸び出すと抜け出さない構造であり，地震時の大きい

ゴム輪

地盤変位を吸収することができる。これまでの 40 年間，
耐震型ダクタイル鉄管は 1995 年兵庫県南部地震，2011 年

ロックリング

挿し口突部

（縮み時）

東北地方太平洋沖地震など多くの大地震を経験してきた
が，被害は報告されていない。

管長の１%
（伸び時）

本研究では，実管を用いた断層模擬実験を行い，断層変
位を受けた耐震型ダクタイル鉄管の挙動を確認した。本実

管長の１%

験をモデル化して管路挙動解析を行い，解析結果と実験結

図 1 耐震型ダクタイル鉄管の挙動

果を比較することで，解析手法の妥当性を確認した。本解
析手法を用いて大口径管路挙動解析を行い，1.6m 程度の

表 1 GX 形ダクタイル鉄管の性能

断層変位に対しては，耐震型ダクタイル鉄管を使用してい
れば断層対策は不要であり，それ以上の断層変位に対して

項目

は，継ぎ輪や長尺継ぎ輪を用いた配管が有効であることを

継手伸縮量

確認した。最後に本手法により設計した米国の断層対策管
路および地滑り対策管路の実例を示す。
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性能
管長の±1％

離脱防止性能

3ＤkN（Ｄ：呼び径[mm]）

最大屈曲角度

8°

3. 実管を用いた断層模擬実験

図 2 に地滑りのような地盤変状に対する耐震型ダクタ
イル鉄管の挙動の概要を示す。一つの継手の伸縮量が限界

断層変位を受けた耐震型ダクタイル鉄管の挙動を確認

に達しても，隣の継手が伸び出すことで大きな地盤変位を

するために，土砂箱を用いた断層模擬実験を行った。

吸収する。あたかも鎖のように挙動することから，鎖構造
管路とも呼ばれる。
これまでの 40 年間，耐震型ダクタイル鉄管は 1995 年阪

3.1

実験方法

図 3 に実験方法，表 2 に実験条件を示す。長さ 9.5m，

神大震災，2011 年東日本大震災，2016 年熊本地震など，
多くの大地震を経験してきたが被害は報告されていない。

幅 3.2m，高さ 2.3m の 2 分割の土砂箱の中に，
呼び径 200 Ｇ
Ｘ形ダクタイル管路を土被り 0.8m で埋設し，片側の土砂
箱をアクチュエータを用いて 1.2m 水平方向に移動させ，

平常時（地震前）

管路挙動を計測した。
図 4 に実験前後の実験装置を示す。
中立状態

継手は伸縮が可能な中立状態

表 2 実験条件
項目

大きな地盤の動きがある場合
最大まで伸び出した状態

ロック
（これ以上は抜け出さない）

②となりの管を引張る ③となりの継手
が伸び出す

①最大まで伸び出してロック

図 2 地盤変状を受けた耐震型ダクタイル鉄管の挙動

【実験前】

条件

継手形式

ＧＸ形

呼び径

200mm

継手数

4個

管長

3m

地盤の種類

砂質地盤

地盤のN値

15

土被り

0.8m

断層変位量

1.2m

断層交差角

50°

【実験前】
長さ 9.5m

幅
3.2m
高さ
2.3m

アクチュエータにより水平移動

【実験後】

【実験後】

図 3 実験方法

図 4 実験装置
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実験結果

3.2

以上の結果から，耐震型ダクタイル鉄管が鎖構造管路挙

図 5 に実験後の管路の状態を示す。管路は地盤変位に

動により断層変位を吸収できることが判った。

よく追従し，管体に変形は見られなかった。
1) 継手伸縮量

管路挙動解析

3.3

図 8 に解析モデルの概要を示す。管をはり，継手特性，

図 6 に継手伸縮量と断層変位量の関係を示す。断層近

3)

傍に位置する継手 A，A’が限界まで伸び出した後，隣の

地盤特性をばねとするばねモデルとした

継手 B，B’が伸び出した。断層近傍の継手が限界まで伸

に継手ばね，地盤ばね特性を示す。継手ばね特性は基礎実

び出しても，継手の離脱防止機構により隣の管が引っ張ら

験の結果に基づいた非線形ばねを設定した。

。図 9，図 10

れ，隣の継手が伸び出して地盤変位を吸収した。
2) 継手屈曲角度

解析結果と実験結果の比較

3.4

図 7 に継手屈曲角度と断層変位量の関係を示す。断層

図 11 に解析結果と実験結果の比較を示す。継手屈曲角

近傍に位置する継手 A，A’が 6°程度屈曲した後に，継

度は解析結果と実験結果でよく一致しており，管路挙動解

手 B，B’が屈曲し，管軸直角方向の地盤変位を吸収した。

析手法の妥当性を確認できた。

3) 管路挙動
管路は地盤変位によく追従し，管体に変形は見られなか

管（はりまたはシェル）

継手ばね

った。断層近傍の継手が限界まで伸縮・屈曲しても，隣の
継手が次々に伸縮・屈曲し，管路全体で地盤変位を吸収す

地盤ばね

る鎖構造管路挙動が確認された。

継手屈曲角

2.45×10 (kN/m) Krb
0.050(m) θa

1.96×105(kN/m)

1

1.04×10 (kN-m/deg)
5.3 (deg)

図 9 継手ばね（呼び径200GX 形）

30
20

k2

継手B
継手A
継手A'
継手B'

10
0

300
600
900
断層変位量（mm）

軸直角方向摩擦力

40

軸方向摩擦力

継手伸縮量（mm）

Ks

軸直角方向ばね

4.79×10-1 (kN-m/deg) Ks

5

Kb
δa

50

0

回転ばね

9.80×100 (kN/m) Kra

Ka

継手変位δ’

θa

軸方向ばね

図 5 実験後の管路の状態

Krb

Kra

δa

せん断荷重

Kb

Ka

継手変位δ

曲げモーメント

軸力

図 8 解析モデルの概要

k1
δ1

相対変位

1200

軸方向ばね

図 6 継手伸縮量

kt2
kt1
δt1

相対変位

軸直角方向ばね

K1

1.45×103(kN/m) Kt1

4.57×103(kN/m)

K2
δa

1.45×101(kN/m) Kt2
0.002(m) δt1

9.10×101(kN/m)
0.002(m)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

移動側

継手B
継手A
継手A'
継手B'

固定側

0

継手屈曲角度（°）

継手屈曲角度（°）

図 10 地盤ばね

300
600
900
断層変位量（mm）

1200

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-10

実験結果
解析結果

-5

0

5

図 11 解析結果と実験結果の比較

図 7 継手屈曲角度
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10

Kb

Ka

継手変位δ

継手屈曲角

Krb

Kra

継手変位δ’

δa

管の断層変位に対する性能を確認した。また，断層変位に

せん断荷重

大口径管路の管路挙動解析を行い，耐震型ダクタイル鉄

曲げモーメント

軸力

4. 大口径管路の管路挙動解析

Ks

θa

対して，有効な配管設計について検証した。
軸方向ばね

4.1

検討条件

図 12 に解析条件を示す。対象管路は呼び径 1500 US 形

回転ばね

軸直角方向ばね

Ka

9.20×103 (kN/m) Kra

1.66×102 (kN-m/deg) Ks

Kb
δa

1.98×106 (kN/m) Krb
0.0475(m) θa

4.28×102 (kN-m/deg)
3.2 (deg)

2.00×106(kN/m)

図 13 継手ばね（呼び径1500 US 形）

ダクタイル鉄管の直線状管路とし，管路の全長は管路の両
端が断層変位の影響を受けない十分な長さである 200m と
で配管されるが，今回は圧縮量と伸び量が同じになるよう
（伸縮量：管長の±0.5%）モデル化した。

軸直角方向摩擦力

軸方向摩擦力

した。通常，US 形継手は圧縮状態（伸縮量：管長の+1%）

k2

管路は特に断層対策を施していない直管管路（以下，断
k1
δ1

層対策無し）とした。断層は水平方向変位 1.7m，鉛直方
向変位 3m，交差角度 60°の逆断層とし，管路の中央部
に継手ばね，図 14 に地盤ばねを示す。
4.2

kt1
δt1

相対変位

軸方向ばね

に交差するように設定した。表 3 に解析条件一覧，図 13

kt2

相対変位

軸直角方向ばね

K1

3.66×104(kN/m) Kt1

5.26×104(kN/m)

K2
δa

3.66×101(kN/m) Kt2
0.0005(m) δt1

2.63×102(kN/m)
0.0005(m)

図 14 地盤ばね

評価基準

表 4 に評価基準を示す。管路の安全性は軸力，継手屈
解析結果（断層対策無し）

曲角度，管体応力で評価した。軸力は 3ＤkN (Ｄ：呼び径

4.3

mm)である 4,500kN，継手屈曲角度は 4.0°，応力はダクタ

表 5 に解析結果を示す。特に断層対策を施していない
直管管路であっても，1.8m の断層変位に追随できたるこ

イル鋳鉄の耐力 270Pa を評価基準とした。

とが判った。一方で，3.4m の断層変位を受けた場合，軸
（1.7m）
呼び径1500 UＳ形
直管（管長4m）

力，継手屈曲角度が継手の許容値を超過した。図 15 に継

断層変位量
3.4m

手伸縮量の解析結果を示す。140m の範囲で継手が完全に
圧縮されており，広い範囲で管路が地盤から摩擦力を受け

（3.0m）

たために高い軸力が生じたものと考えられる。
固定側

60°

移動側

断層

表 5 解析結果（断層対策無し）

管路長：200m

図 12 解析条件（断層対策無し）

表 3 解析条件

条件
US形
1500mm
4m
200m
±47.5mm
逆断層
3.4m
60°

軸力

継手屈曲角度

応力

(m)

(kN)

(deg)

(MPa)

1.8

4314

3.7

49

3.4

9460

4.6

111

許容値

4500

4.0

270

0
継手伸縮量（mm）

項目
継手形式
呼び径
管長
管路長
継手伸縮量
断層の種類
断層変位量
断層交差角
地盤反力係数

断層変位量

33,827kN/m3

-100
継手が圧縮された範囲：140m

-200
-300
-100 -80 -60 -40 -20

表 4 評価基準

0

20 40 60 80 100

継手の位置（m）
評価項目
軸力

評価基準
3DkN （D:呼び径[mm]）

継手屈曲角度

継手の限界屈曲角度

管体発生応力

ダクタイル鋳鉄の耐力 270MPa

呼び径1500US形の例

図 15 継手伸縮量（断層変位量3.4m）

4500kN
4.0°
270M Pa
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長尺継ぎ輪による断層対策

4.4

軸力を低減して，より大きい地盤変位に追従するために

長尺継ぎ輪

は，狭い範囲で断層変位を吸収させる必要がある。そこで，
図 16 に示すように，直管継手の 10 倍の伸縮性能を有する
軸力 (kN)

長尺継ぎ輪を管路に配置することで，管軸方向の変位を大
きく吸収させる。
長尺継ぎ輪

直管継手
（伸縮・屈曲）

-4360kN
4360ｋＮ

3ＤkN（Ｄ：呼び径）
3DkN
断層対策管路
断層対策無し

-9460kN
9460ｋＮ

断層変位
管軸方向変位を大きく吸収

継手の位置(m)

図 19 軸力の比較（断層変位量3.4m）

図 16 長尺継ぎ輪を使用した断層対策

5. 断層対策管路の設計手法

4.5 解析結果（断層対策管路）
図 17に示すように，長尺継ぎ輪を36m間隔で配置し，
管路挙動解析を行った。解析条件は表 3と同じとした。

図 20 に断層対策管路の設計フローを示す。まず，断層

表 6に解析結果を示す。すべての項目において許容値を

対策無しで管路挙動解析を行い，継手屈曲角度・管体発生

満足した。

応力・軸力を評価する。これまでの研究結果から

図 18に継手伸縮量を示す。長尺継ぎ輪が大きく縮んで

3),4)

，断

層変位が 1.6m 程度であれば，断層対策無しで断層変位に

地盤変位を吸収し，継手が完全に圧縮される範囲が72mま

追従できることが判っている。

で小さくなった。これにより，地盤から受ける摩擦力が低

継手屈曲角度・管体発生応力が評価基準を満足しない場

減され，軸力が許容値以下まで低減された（図 19）
。

合は，通常の耐震継手の 2 倍屈曲可能な継ぎ輪を用いた配
管で再計算する。軸力が評価基準を満足しない場合は通常

（1.7m）
呼び径1500 UＳ形
直管（管長4m）

の耐震継手の約 10 倍の伸縮性能を有する長尺継ぎ輪を用

断層変位量
3.4m

いた配管で再計算する。継ぎ輪・長尺継ぎ輪の間隔（スパ
ン）は管路挙動解析の繰り返し計算によって決定する。最

（3.0m）

長尺継ぎ輪

後に，地震時に地表断層が出現すると想定される範囲を基
固定側

60°

に，管路に断層対策を施す範囲を決定する。

移動側

断層

長尺継ぎ輪のスパン：36m

断層対策無しで解析

管路長：200m

継手屈曲角度の確認

図 17 解析条件（断層対策管路）

OK
応力の確認

表 6 解析結果（断層対策管路）
断層変位量

軸力

継手屈曲角度

応力

(m)

(kN)

(deg)

(MPa)

3.4

4360

3.8

85

許容値

4500

4.0

270

NG

OK

0

NG

OK
軸力の確認

長尺継ぎ輪を用いた配管
（スパンの決定）
再確認
(軸力)

NG

継ぎ輪を用いた配管
（スパン、管長の決定）
NG

NG

OK

再確認
(継手屈曲角度)
(応力)、(軸力)
OK

断層対策範囲の決定

継手伸縮量(mm)

終了

-100

72m

図 20 断層対策管路の設計フロー

継手が圧縮された範囲：140m

-200

長尺継ぎ輪

断層対策管路
大変位対応システム
直管管路
断層対策無し

6. 断層対策管路の設計事例

-300
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
継手の位置 (m)

断層対策管路の設計フローによる管路設計の一例とし
て，米国カリフォルニア州サンフェルナンド断層を横断す

図 18 継手伸縮量の比較（断層変位量3.4m）

る呼び径 1350 送水管について報告する。
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プロジェクト概要

6.1

解析結果[断層対策管路]

6.4

図 21 に管路と断層の位置関係を示す。地点 A~O の複

図 23 に示すように，長尺継ぎ輪のスパンを 42m とした

数の箇所で，3.2km にわたり断層と管路布設予定箇所が交

管路で再確認を行った。図 24 に断層対策の有無による軸

差している。今回は想定断層変位量が最大（3.0m）の地点

力の比較，表 8 に解析結果を示す。
「断層対策管路」は断
層変位量 3.0m を受けた後も，軸力が 3ＤkN を超過しなか

J の設計例を報告する。

った。すべての項目で評価目標を満足したため，長尺継ぎ
輪のスパンは 42m に決定した。

解析条件

6.2

図 22 に地点 J の解析条件を示す。断層は変位量 3.0m，
断層対策範囲の決定（長尺継ぎ輪の数量決定）

断層交差角度 は 64°の左横ずれ断層である。まず，断層

6.5

対策無しの管路（呼び径 1350Ｓ形ダクタイル鉄管の定尺

地点 J での断層想定範囲（地表断層が出現すると考えら
れる範囲）は 50m であった。そこで，図 25 に示すように，

6m 管）で管路挙動解析を行った。

断層想定範囲のどこに断層が生じても，長尺継ぎ輪で挟む
ことができるよう，42m スパンで 3 本の長尺継ぎ輪を配置

解析結果 [断層対策無し]

6.3

することとした。

表 7 に解析結果を示す。断層変位量が 1.8m を超えると
軸力が 3DkN を超過したため，設計フローにしたがって，
通常の耐震管の 10 倍の伸び量を有する長尺継ぎ輪を配置
し，再確認を行った。

（1.32m）
断層変位量
呼び径1350Ｓ形
直管（管長6m） 長尺継ぎ輪 3.0m

固定側

断層

（2.70m）

移動側

64°

長尺継ぎ輪のスパン：42m
管路長：200m

地点J

図 23 解析条件（断層対策管路）

断層

10,000

送水管布設予定箇所
（呼び径1350Ｓ形）

軸力（kN）

図 21 サンフェルナンド断層と管路の位置関係
（1.32m）
断層変位量
3.0m

呼び径1350Ｓ形
直管（管長6m）

断層対策管路
断層対策無し

8,000
6,000
4050kN
3ＤkN

4,000
2,000

（2.70m）

0
固定側

断層

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
断層からの距離（m）

移動側

64°

管路長：200m

図 22 解析条件（地点 J，断層対策無し）

図 24 軸力の比較

表 7 解析結果（断層対策無し）

表 8 解析結果（断層対策管路）

断層変位量

軸力

継手屈曲角度

応力

許容できる

断層変位量

軸力

継手屈曲角度

応力

許容できる

(m)

(kN)

(deg)

(MPa)

断層変位

(m)

(kN)

(deg)

(MPa)

断層変位

3.0

6875

3.7

275

1.8m（軸力）

3.0

3397

5.1

210

≧3.0m

許容値

4050
(3ＤkN)

6.0

270

-

4050
許容値
6.0
270
(3ＤkN)
※軸力・継手屈曲角度・応力がすべて許容値を満足する断層変位量
括弧内はその断層変位で許容値を超過した項目

断層想定範囲内であれば、断層の出現
位置によらず断層変位を吸収できる
長尺継ぎ輪

直管

断層想定範囲を
長尺継ぎ輪で挟むように配管

断層想定範囲：50m

スパン：42m

スパン：42m

図25 断層対策範囲の決定
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図 25 断層対策範囲の決定
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7. 地滑り対策管路の設計事例

7.3

施工状況

図 29 に管路布設施工状況を示す。2017 年 5 月に配管施
断層対策管路の設計フローに基づいた，地滑り対策管路

工を完了した。

設計の一例として，カリフォルニア州サンノゼ市の呼び径
1500，1650，1800 S 形ダクタイル鉄管の 3 条配管について
報告する。
7.1

プロジェクト概要

図 26 に管路と地滑り想定箇所の位置関係を示す。ペニ
テンシア（Penitencia）浄水場へ繋がる導送水管路のうち，
地滑り想定箇所近傍の 260m の範囲を地滑り対策管路とし

図 29 管路布設施工状況

た。

8. まとめ

今回対象とした地点では，1983 年に地滑りに伴う漏水
事故が発生している。今後，50 年間で 2.87m の地盤変位

本研究では，断層模擬実験を行い，断層横断部の耐震型

（地震による変位：2.35m，クリープ変位：0.52m）が想定

ダクタイル鉄管の挙動を確認するとともに，管路挙動解析

されている。

の妥当性を確認した。また，大口径管路の管路挙動解析を
行い，耐震型ダクタイル鉄管および大変位対応システムの
Penitencia浄水場

断層変位に対する有効性の検証，および管路設計手法の考
察を行った。その結果，以下のような知見が得られた。
1) 断層模擬実験により，耐震型ダクタイル鉄管は鎖構造

地滑りの方向

管路の挙動を示し，断層変位に無理なく追従することを
確認した。
2) 断層模擬実験をモデル化して管路挙動解析を行った結
地滑り想定箇所

果，解析結果と実験結果はおおむね一致しており，解析
手法の妥当性が確認できた。

地滑り対策管路

3) 呼び径 1500 ＵＳ形ダクタイル管路は 1.8ｍの断層変位

図 26 管路と地滑り想定箇所の位置関係

に継手の伸縮・屈曲で追従でき，断層変位後の管路は弾
性範囲内であった。

7.2

配管設計

4) 1.8m を超える断層変位に対しては，通常の直管継手の

図 27 に配管設計の概略を示す。本件は，断層対策管路

10 倍の伸縮量を有する長尺継ぎ輪を配置することによ

の設計フローに基づいて，米国 Carollo Engineers 社により

って，管路の管軸方向変位を局所的に大きく吸収し，3m

設計された。2.87m の地盤変位に追従するために，通常の

を超える断層変位に弾性範囲内で追従可能であった。

耐震継手の 2 倍の屈曲性能を有する継ぎ輪を使用した配

5)断層対策管路の設計フローを示した。また，本設計フロ

管とした。同社が設計に使用した継手ばねは，実管を用い

ーを用いた米国での断層対策管路・地滑り対策管路の設

た実験結果から決定された（図 28）
。

計事例を示した。

260m
30m
直管

9m
直管

30m

（管長5m） （管長3m）

乙切管 継ぎ輪（計10本）
3m

今回設計したサンフェルナンド断層を横断する管路は，
18m
直管

（管長3m）

現在，配管施工が進められており，2020 年 6 月までに完

直管

（管長5m）

了予定である。本設計手法による管路の断層対策が水道管
路の強靭化の一助となれば幸いである。

一次/二次地滑り

一次地滑り

二次地滑り

図 27 配管設計の概略（呼び径1500の例）

1)

2)
3)

4)
図 28 継手ばね決定のための実験状況
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Pipeline design of a fault crossing section with earthquake resistant ductile iron pipe

Keita ODA1，Shogo KANEKO1，Shozo KISHI1
1

Kubota Corporation, Ductile Iron Pipe R & D Dept.

Abstract
There are approximately 2,000 fault lines in Japan. In recent years, surface fault displacement exceeding 2 m has been reported.
However, pipeline design methods of fault crossing sections have not been established. Accordingly, we conducted fault rupture
testing by using earthquake resistant ductile iron pipe (ERDIP) and simulation analysis of pipeline behavior. We found that ERDIP is
capable of absorbing fault displacement with flexible joint performance, exhibiting desirable extension, contraction and deflection.
We also confirmed that the analysis method was valid by comparing the theoretical and experimental data. Using this analysis
method we performed simulation of large pipeline behavior and verified the effectiveness of pipeline design using a long collar with
a large extension for protection against larger fault displacements. In addition, we established a novel pipeline design method that
allows for the random appearance of a fault. Finally, we report on design examples of fault countermeasure pipeline and landslide
countermeasure pipeline in the US.
Key words: Earthquake resistant ductile iron pipe, FEM analysis, Pipeline crossing a fault, San Fernando fault
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ボーリングデータベースから見た断層変位特性の推定

岩崎 好規
一財) 地域地盤環境研究所

概

要

上町断層による地震災害の予想は，神戸地震(1995/1/17 M=7.1)以来，23 年後大阪北部地震(2018/6/18
M=6.1)が発生し，都市直下型地震に対する関心は増大してきている。
被害予測の多くは，活断層による地震動による被害予測が主であるが，震源断層近傍においては，断層
変位による地盤変位が発生する。上町断層は，基盤岩の上に厚い堆積層があるために，断層の同定が容易
でない。
ここでは，ボーリングデータから示される断層情報を議論する。約 12-13 万年前に堆積したと考えられ
る海成粘土層 Ma12 の変位状況を追うことで，多くの断層変位の情報が推定され特にライフライン系の構
造物に対する地震変位対応を考える上での基本的情報をもたらしてくれる。
Ma12 層の堆積状況ですべての断層性情が把握できるわけではないが，大阪を直下型地震の被災から，守
るために，”予想外”でしたということのないように，できるだけ尽くしたい。
キーワード：上町断層，断層変位，ボーリング情報

1.

はじめに

なこのような事例は，平面図に断層線や断層角度が記載
されていて，その位置情報が知られるが，異なった国家
機関が同じ目的で異なった結果を示しているというの

まず，図１および図２に産総研および国土地理院によ
る活断層図を示した。現在公開されている情報の代表的

は日本だけではないか？

図１産総研による大阪域活断層図

図 2 国土地理院による活断層図
国土地理院は，表層に現れる断層地形の特徴から推定し
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ているのに対して，地質調査所の断層図は，地下構造の

鉄道が難波駅の延伸工事によって，上町断層の位置が

調査結果も考察して示しているため地質調査所の断層

台地の崖ではなく，崖より約 700m 西よりであることが

図の方がやや，詳細に示されている。

地下地質およびボーリングによる地質学的検討から明
らかにされた。

しかしながら，これらには，共通の理解に至っていな
い。これは，断層の議論が，地形学というやや文学めい
た手法に頼っているからである。

2.2

新編大阪地盤図

1980 年代に，新編大阪地盤図(土質工学会関西支部・

2. 地質ボーリング情報等による断層解明

関西地質業会)が出版された際に，ボーリング柱状図を
並べてその連続性が検討された。

2.1

大阪市大の竹中準之介や藤田和夫が，NE-SW 方向の

近鉄難波延伸工事

断層の存在を示唆していたのである。このころの断層構
従来上町断層は，上町台地の西縁の崖地形が，断層を

造の判定例を図 3 に示すが，ボーリング柱状図の不連続

示すものとして広くしられていたが，1960 年代に近畿日

する位置は断層構造であると想定された（新大阪地盤の

本

図版中⑧断面）。このような柱状図の不連続情報によっ
て NE-SW 方向の地質構造線が示された(図 5 の点線)。

図 3 近鉄難波延伸によって判明した上町断層の位置

図 4 ボーリングの不連続想定から
推定された想定断層位置

図 5 淀川並走断層(藤田和夫(198))
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1995 年神戸地震のあとを受けて，大阪市からの断層調

図６に示されているように，上町断層に並行する測線に

査を任された際に，実施した活断層調査では，上町断層

よって把握された断層構造は，断層を境として，北が沈

に平行する測線で実施したが，このような地質学の知見

降し，南側が隆起する逆断層構造であることが分かる。

を確かめようと，したものが，大阪測線-2 であり，図６

基盤は，沈降側の北部で GL-1400-1500m，隆起側の南側

に測線（赤色）および反射断面を示した。

で GL-1,000-1,100m で累計断層変位は，約 400m に達し
ている。

同時に，大阪層群海成粘土層 Ma12 の上面標高分布を
示し，さらに，図の下端位置に反射断面および柱状図を

反射断面図の直上に測線に沿った付近のボーリング柱

並べて示した。

状図を示してある。沖積完新統の Ma13 層の下には，更
新統の Ma12, Ma11, Ma10 の海成粘土層が見られる。

反射断面でも明確であるが，桜川撓曲と名付けられた
断層は，当初想定されていた不連続構造ではなく，連続
していることが分かる。

神戸地震後の大阪市内弾性波探査
測線

Ma10 300ky
Ma3

85ky

Ma-1 120ky

図 6 大阪市反射探査測線

Fukuda Tephra 1600ky

Osaka-2

Rock
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この沖積層直下の Ma12 層の上面標高の分布図が図６の
れている桜川撓曲や住之江撓曲は，反射探査およびボー

上部に示してあるが，弾性波探査測線上でみると，図面
北方では OP-30m の深度であったものが，次第に浅くな

リングによる同一地層の変形から求められたものであ

り，反射探査で撓曲線と認められる付近で認められなく

る。

なってくる。図 1 に示されている産総研の上町断層の西

４.稠密ボーリングによる断層構造の検討

に示さ

図 7 ボーリング地点図

図8
北緯 34.67-34.68
東西断面における
Ma12 粘土層
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4.1 断層の撓曲構造

図 7 に大阪市域におけるボーリング地点を示した。
北緯 34.67 から 34.68 度の南北幅約 1km 間で，東経
135.45 から 135.55 度にある 1km x 9km の間のボーリン

断層の上に厚い堆隻層が被覆していると，断層周辺の地

グデータを南北に３つに分けて，平面位置，ボーリング

盤表面は，連続的に変形し，図 9 に示したように，撓曲

位置の地表面標高位置，Ma12 層の上面および下面位置

構造となる。地表面に水平に設置してある構造物は，地

標高を図 8 に示した。

盤の撓曲変形とともに，強制変位が発生する。1 回の地

南北に３つのバンドに分割したが，最北部のバンドで

震による断層変位量が判明すると，撓曲幅と断層変位量

みると，層厚 10m 程度で，水平に堆積していた層が，

から構造物の断層変位に対する耐震性の検討が可能と

東経 135.49 から 135.50 度付近から地表面に向けて上昇

なる。
断層の撓曲構造を規定するものは，断層変位量と撓曲

し，東経約 0.01 度(=900m)でさらに水平層となって東進

幅である。

している。
他のバンドでは，Ma12 層の上昇のあとの水平層が確
認できていない。

図9
厚い堆積層下の
断層と撓曲構造

図 10
断層変位と断層撓曲幅

図 11 Ma12 粘土層の堆積年代
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海成粘土層は，大阪湾の海水面変動に伴う，海水面上
昇時に堆積したものであり，第四紀の数十万年前の大阪

図 12 に内閣府による上町断層の変位予想図を示した。

湾の海水面変動は，図⒒に示した世界の海水準変動に連
この推定によれば，撓曲幅は，6km と予測されており，

動していると考えられている。
海成粘土層 Ma12 の堆積年代は，約 12-13 万年と考え

実態とは，随分かけ離れている。

てよい。
上町断層系の活動周期は，ほぼ，1 万年と考えられる

図 13, 14, 15 に大阪の他地域について示したが，撓曲

から，図 8 の北部のあたりの上下変位量は，表１に示し

幅は一定ではなく，400m 程度と短い場合もみられる。

たように，4m となる。

図 13 には，南北断面の例も示したが，撓曲が 1 回では

撓曲幅が，約 900m なので，当該断層上の建物の傾斜

なく，複数発生する場合もみられている。

は，0.5 % 程度と見込まれる。

5.
表 1 図 8 北部域の断層変位特性

おわりに

本報告では，上町断層系のうち，桜川撓曲や，住之江
撓曲などのように，変形を与えた Ma12 海成粘土層の形

位置
断 層 変

北緯 34.677-34.688

状を詳細に検討することでこれらの活断層の変形特性

東経 135.505 付近

が把握できることを明らかにしたが，上町台地を中心と

50m

した地域には，Ma12 層の堆積物がなく，さらに深い地

位
撓曲幅
堆 積 年

層などの検討が必要となってくるものと思われる。

900m

まず，今後，数年を掛けて，Ma12 の海成粘土層を含

120000 年

むボーリング情報を収集し，伏在活断層を擁する大阪地

代
発 生 周

域の防災対策の基本的データの提供を行っていきたい。

10000 年

皆様方の支援，協力をお願いしたい。

期
予 想 変

4m/1 回

位

図 12 内閣府地震中央防災会議
http://www.bousai.go.jp/jishin/chubu_kinki/pdf/1_face.pdf

8- 6

上町断層 変位被災を考えるシンポジウム

図 13 北緯

34.68 – 34.69 における Ma12 層

図 14 北緯

34.60 – 34.61 における Ma12 層
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図 15 東経

135.49 – 135.50 における Ma12 層
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