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　地震時には、農業用管水路の閉端部や曲管部、Ｔ字管部、片落管部で動水圧が発生する。この動水
圧は、管内を伝播して管内の水圧を変動させる。しかし、実際の管水路での水圧変動を定量的に把握
するためには、観測機器を設置して地震発生を待ち続ける必要があり、既往の報告事例はほとんどな
い。水利基盤チームでは、十勝地域の畑地灌漑用管水路において、2013年から地震時の水圧変動の観
測を継続している。2017年までに記録された震度3と震度4の地震動に対する水圧上昇の最大値は、そ
れぞれ0.04MPaと0.15MPaであった。このように、震度の高まりに伴って水圧上昇が著しくなった。
また、別々に伝播していた動水圧が重複したものと考えられる水圧上昇も生じていた。
《キーワード：地震時動水圧；農業用管水路；北海道》

　During an earthquake, hydrodynamic pressure is generated in pipelines at dead-ends, bends, tees, 
and reducers. This pressure propagates in the pipeline and caused the pressure in the pipeline to 
change. To quantitatively understand the changes in pressure in the pipeline, it is necessary to 
install observation equipment and wait for earthquakes to occur. Therefore, few such observations 
have been reported. Since 2013, the Irrigation and Drainage Facilities Research Team has been 
continuously observing the changes in hydraulic pressure during earthquakes at an agricultural 
pipeline for upland field irrigation in the Tokachi Area. The maximum increases in the hydraulic 
pressure were recorded until 2017 at earthquakes with seismic intensities of 3 and 4 were 0.04MPa 
and 0.15MPa, respectively. The hydraulic pressure increase during an earthquake was found to be 
markedly greater for earthquakes of greater intensity. Hydrodynamic pressure increases that were 
thought to be the result of multiple overlapping pressure waves propagating separately were also 
observed.
《Keywords：Hydrodynamic Pressure During Earthquakes；Irrigation Pipeline；Hokkaido》
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１．はじめに

　地盤に埋設された管水路が地震によって変位を生じ
るとき、管水路の閉端部（行き止まり）のほか、曲管
部、T字管部、片落管部では管内の水も強制的に変位
させられる。このとき管内の水圧が上昇または下降す
る1）。この水圧の変化が地震時動水圧であり、圧力の
変化は管水路内を伝播する。図－1に直管部と閉端部に
おける地震時の水圧変化のイメージを示す。木下ら2）

は、1974年伊豆半島沖地震で地下埋設管に亀裂が生じ
たことの原因のひとつが、この動水圧であった可能性
があるとしている。
　実際の管水路で地震時動水圧による水圧変化を捉え
た事例としては植屋ら3）がある。この事例では、2003
年に発生したマグニチュード8.0の十勝沖地震によって、
北海道十勝地域の畑地灌漑用管水路の水圧が0.33MPa
上昇した。この地震では、水圧測定地点近傍の地震観
測点で震度が5弱、最大加速度が2.5m/s2（水平成分合
成）であった。この水圧データは、通水試験期間中に
地震が発生して偶然得られたものであり、データの取
得間隔が1分間であったため、詳細な水圧波形は得られ
なかった。なお、0.33MPaの水圧上昇は、測定地点に
おける管水路の設計水圧の範囲内であった3）。
　著者らは、地震時動水圧の実態把握を目的として、
供用中の管水路で2013年から調査を継続している。本
報文では、これまでに得られた地震時動水圧データを
用いて、地震時動水圧の周期や継続時間等の特徴と地
震動の速度と水圧変化の関係を報告する。
　なお、本報文の一部は、大久保ら4）や大久保ら5）で
発表した。

２．観測方法

２．１　調査対象施設と観測地点

　調査対象は、北海道河西郡芽室町（図－2）にある
畑地灌漑用の管水路である。この管水路は、農業用ダ
ムを水源とし、13箇所のファームポンドを有する。そ
の用水路延長は249km、受益面積は12,140ha、最大取
水量は3.89m3/sである。送水路の口径はφ1,800mm～
φ1,000mmであり、配水路の口径はφ1,200mm～φ150
mmである。
　観測地点として必要な条件は、地震時動水圧が発生
しやすい閉端部や曲管部の近くで、なおかつ管内の水
圧を測定できる弁室等が存在することである。このよ
うな条件を満たす観測地点として、図－3に示す2地点
を選定した。これらの2地点は、異なるファームポン
ドを水源とする相互に独立した管網配管の配水路にあ
る。
　両観測地点の詳細を図－4に示す。両地点ともに管
径φ300mmのダクタイル鋳鉄管（DCIP）である。静
水圧は観測地点1において約0.9MPa、観測地点2にお
いて約0.7MPaである。
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図－2　調査地域

図－1　直管部と閉端部（管の行き止まり部）での地震時の水圧変化のイメージ

（右下図で発生しているのが動水圧）
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２．２　観測システム

　観測システムの設置状況を図－5に示す。管内水圧
は、空気弁に付属している分岐管の先端に圧力変換器
（株式会社共和電業製、PGM-D）を取り付けて観測
している。また、地震動の加速度は、空気弁室のコン
クリート基礎部に加速度計を取り付けて、鉛直方向、
南北水平方向、東西水平方向の3成分を観測している
（上下方向と水平方向（南北）は加速度変換器AS1-
GB、水平方向（東西）はサーボ型加速度計ASQ-D、

いずれも株式会社共和電業製）。管内水圧と加速度
は、空気弁室の外部に設置したデータレコーダ（株式
会社共和電業製、EDX-200A）で常時記録している。
圧力波形および地震波形の極大値を捉えられるよう
に、データのサンプリング周波数は100Hzとした。

２．３　観測期間および地震の発生数

　当該管水路では非灌漑期に落水しないので、通年で
観測できる。観測地点1では2013年1月から、観測地点
2では2014年10月から観測を開始し、現在（2018年3
月）も観測を継続している。現在までにデータが得ら
れた震度2以上の地震は、震度2が15回、震度3の地震
が2回、震度４が1回である。震度４の地震は2016年1月
14日に発生したので、以下では「1.14地震」と記す。
なお、これらの震度は観測地点から3.5km離れた震度
観測点（芽室町東2条）における値である。1.14地震
のマグニチュードは6.7であり、水平成分を合成した
加速度の最大値は0.78m/s2であった。

３．結果と考察

３．１　地震時動水圧の特徴

　地震時動水圧の観測事例として、観測地点1における
1.14地震時の地震動の加速度と管水路内の水圧変化を
図－6に、その主要な変動部分を図－7に示す。これら
の図で、横軸の時間は地震動の到着時（上下方向の地
震動の開始）を0sとした。また、水圧変化は0sでの水
圧との差とした。
　図－6に示されるように、上下方向の地震動発生の
11.5s後に水平方向の加速度の絶対値が大きくなり、0.2
m/s2を超えるようになった。上下方向の地震動だけで
生じる動水圧は小さく、水平方向の地震動の加速度増
大に伴い明瞭な動水圧が生じた。
　動水圧に起因する管水路中の水圧変化は、地震動が
収束した後も継続した。例えば、図－6で30s以降は、
地震動の加速度の振幅が約0.1m/s2以下に減少するの
に対して、水圧はその後も約0.05MPaの振幅を維持
し、数分間程度でほぼ収束した。また、図－7に示す
ように、圧力波形の周期は1～2sであった。

３．２　水撃圧との違い

　地震時動水圧と水撃圧は特徴が異なる。水撃圧と
は、農家の水利用に伴うバルブの開閉等に起因して発
生する水圧の変化である。図－8は、観測地点2におい
て灌漑期に日常的に生じている水圧の変化である。こ

図－3　観測対象施設

図－4　観測地点1および観測地点2の詳細

図－5　観測システムの設置状況
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図－9　給水栓操作によって発生する水撃圧の事例（図－8の9:00～12:00を拡大）

図－8　給水栓操作によって発生する水撃圧の事例

（観測地点2の2016年7月21日3:00～21:00の結果。取水のない時間帯の水圧を基準にした水圧変化である。）

図－6　地震動の加速度と水圧の事例4）

（1.14地震の観測地点1）

図－7　地震動の加速度と水圧の事例4）

（図－6の10～20sを拡大）

の水圧変化は、夜間にはほとんど生じていないことか
ら、農家の水利用に起因する水撃圧であると考えられ
る。また、図－8における9:00～12:00の時間帯を拡大
したものを図－9に示す。この圧力変化の周期は約70s
である。水撃圧の場合は1回の給水栓操作で1回の圧力

変化が生じ、それが管水路内を伝播する。そのため
に、管水路のある地点で観測される水圧変化の周期
は、圧力変化の伝播速度と管水路の長さで決まる。一
方、地震時動水圧は、管水路に多数存在する動水圧発
生地点において、地震動にともなって多数回発生する
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図－10　水平速度の最大値と水圧変化の最大値の関係

動水圧が管路内を伝播するものであるから、周期は主
として地震動の周期特性や管水路の敷設形状で決まる
と考えられる。そのため、図－7のように、水撃圧に
比べて周期が短い水圧変化が生じる。

３．３　伝播する動水圧の重複

　1.14地震時において観測地点で生じた水圧変化の最
大値は0.15MPaであり、16.33s時点で生じた。図－7で
みると、この前後の数秒間の中で、0.15MPaの水圧変
化は著しく大きいものの、16.33sの直前に顕著に大き
な地震動の加速度は生じていない。それゆえ、この水
圧変化の最大値は、観測地点直近の曲管部で生じた動
水圧に、他の曲管部等で生じて伝播してきた動水圧が
重なって生じた可能性がある。

３．４　地震動の速度と水圧変化の関係

　観測開始後2015年1月から2018年1月までに、調査地
点近傍の震度観測地点（芽室町東2条）において、震
度2以上を観測した18回の地震を対象に、地震動の速
度と水圧変化の関係を確認した。各地震における観測
地点1および観測地点2の東西方向と南北方向の加速度
データをそれぞれ数値積分することによって速度を算
出した。その求めた東西方向と南北方向の速度を合成
した速度の絶対値の最大値（以下、「水平速度の最大
値」）と水圧変化の絶対値の最大値（以下、「水圧変
化の最大値」）の関係を図－10に示す。各地震動の水
平速度の最大値と水圧変化の最大値の間には相関関係
がみられた。その切片を0とした回帰式の相関係数は、
調査地点1のデータでは0.97、調査地点2のデータでは
0.96であった。しかし、データを詳細に検討すると、
ほぼ同じ水平速度の最大値であっても、それに対応す
る水圧変化の最大値の最高値はその最低値の2倍以上
となっている場合があり、その値の差は小さくない。
それゆえ、水平速度の最大値以外にも水圧変化の最大
値を決定づける要因があるものと考えられる。水圧変
化の最大値には、地震動の継続時間や近傍の動水圧発
生地点との距離が関係していることも考えられる。こ
の点に関しては、今後、水圧伝播のシミュレーション
により検討したい。

４．おわりに

　この報文では、北海道内の畑地灌漑用管水路で観測
している地震時動水圧について述べた。簡単にまとめ
ると、次のとおりである。

　地震時動水圧は、水平方向の地震動の増大に伴い発
生した。その動水圧発生に伴う管水路中の水圧変化
は、地震動が収束した後も継続した。地震時動水圧の
発生と伝播による管水路内の水圧変化は、給水栓操作
に起因する水撃圧よりもはるかに周期が短いものであ
った。これは両者における周期の決定因子が異なるた
めであると考えられた。また、地震動の水平速度の最
大値と水圧変化の最大値の間には、明瞭な相関関係が
認められた。
　今後はさらに観測を継続すると共に、シミュレーシ
ョンによる考察を行う予定である。
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