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  日本の原子力発電所は，“発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針”に基づき耐震設

計がなされているが，2006 年９月の本指針の改訂を機に国から事業者は，既設プラントの耐震バ

ックチェックの要請を受けた．原子力発電所の重要な設備については，これまで様々な耐震試験

により裕度が確認されているが，配管とサポートが同時に弾塑性挙動を示すような耐震裕度試験

は少ない．このため，当社は（電力会社からの委託で）巨大地震を想定した耐震試験を世界最大

の震動台（（独）防災科学技術研究所Ｅ-ディフェンス）を用いて実施し，配管－サポート系全体の

耐震安全性を確認したので，これを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

原子力施設における配管及び配管サポートは，設計降伏点に基づき耐震設計が行われてい

るため，支持機能の限界には比較的大きな裕度があると考えられており，既往研究においても非

常に高いものであることが確認されている．但し，既往研究の多くは，配管あるいは配管サポート

の単体試験に基づくものであり，サポートと一体となった配管－サポート系全体の振動特性に関

する実証は十分になされていない． 

本研究は，耐震バックチェックの一環として，実物大の配管及び配管サポートを用いた加振試

験を実施することで，巨大地震時の弾塑性特性を含めた配管-サポート系全体の振動特性の把

握と耐震裕度を確認したものである．なお，試験対象とした配管及び配管サポートは，原子力発

電所の中に多く存在する口径４インチ及び口径２インチの配管を対象とした． 

本報告ではＥ-ディフェンスによる口径４インチの配管を対象とした加振試験結果を記載する

が，口径２インチの配管を対象とした加振試験は，当社高砂研究所の振動台で実施しており（１），

設計レベルの地震に対して高い耐震裕度を有することが確認できている． 

|2. 試験 

本研究では，実機の配管サポートの弾塑性特性を調べるための要素試験と，既設プラントの配

管本体，サポート，定着部を全て含んだ実規模試験体による配管－サポート系の加振試験を実

施した． 

2.1 サポート要素試験 

サポート要素試験では，一般的に適用されるサポート型式として，片持ち型，及び門型形状の

サポートを試験体とし，繰返し荷重を与えることで，Ｕボルト，架構部材，ベースプレート，アンカボ

ルト，及びコンクリート定着部から構成される配管支持構造物の終局状態に至るまでの荷重－変
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位曲線を取得した． 

要素試験体の代表例として，片持ち型サポートの概略を図１に，またシミュレーション解析モデ

ルを図２に示す． 

試験結果とシミュレーション解析結果の比較を図３に示すが，初期剛性，第二剛性は良好に対

応している．なお，シミュレーション解析では，配管サポートアンカの抜け出し等の挙動は検討対

象外とした． 

 
 

図１ サポート要素試験（片持ち型）  図２ シミュレーション解析モデル（片持ち型） 

 
 

図３ サポート要素試験の荷

重-変位曲線と解析の

比較 

  
2.2 配管-サポート系の加振試験 

(1) 試験体 

試験体は，エルボ，ティ分岐部等を含む配管構成要素として３次元的な広がりを有する口径

４インチの実物大の配管系を模擬した． 

試験体の構成要素及び概略を表１，図４に示す． 

       

 表１ 試験体の構成要素  

 要 素 個 数 材 質 注 記  

 

配 管 １セット 4B 炭素鋼 

全長 約 24m 

エルボ ９個 

ティ １個 

ノズル ３箇所 

 

 内部流体 － 水 内圧：1.4MPa  

 
サポート １６個 

片持ち型 

(Ｕボルト固定) 

後打ちアンカ 

(埋込タイプ含む) 

 

 

総重量 約 80t － 
試験体寸法 

(10.4 m×6.4 m) 

 

      図４ 試験体の概略 
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(2) 入力地震波 

入力地震波は，配管サポートが損傷した場合でも，配管系の主要モードがスペクトルのピー

クにくるようにワイドバンドの目標スペクトルを設定した．ワイドバンドの目標スペクトルにフィッテ

ィングする模擬地震波は，地震波として適切とは言いがたいため，ワイドバンドの目標スペクト

ルを３分割して模擬地震波を作成し，加速度レベルは，実プラントの配管サポートの設計用地

震波と等価なレベルに調整したものを振動台への入力地震波とした．なお，入力地震波は，試

験ケースに合わせて加速度レベルを調整した． 

基本となる入力地震波及び応答スペクトルを図５，図６に示す． 

 

 

図５ 入力地震波形   図６ 応答スペクトル（水平方向） 

 

(3) 試験ケース 

試験は，配管-サポート系全体の設計レベルから終局状態に至るまでの振動特性の把握と

耐震裕度の確認を目的に４種類の試験を実施した．一部の試験ケースにおいては，振動台の

加振能力以上の地震力を模擬的に与えるため，配管への錘の付与及び部分的なサポートの

撤去などの措置を施した． 

試験ケースを表２に示す． 

 
 表２ 加振試験ケース 

 試験ケース 入力レベル 試験体 注 記 

 ケース １ Ｓ２ 試験体Ａ 設計用地震力 

 ケース ２ ９×Ｓ２ 試験体Ａ 設計時の９倍の地震力 

 ケース ３ α×Ｓ２ 試験体Ｂ 配管に錘を付加したα倍のＳ２ 加振 

 ケース ４ β×Ｓ２ 試験体Ｃ 上記に加えサポート No.４,５,７,８,９を撤去したβ倍のＳ２ 加振 

    *Ｓ２ ：試験体の設計用地震動 

     

|3. 配管-サポート系の加振試験結果 

(1) 試験結果の概要 

試験体の固有振動数及び振動モードを表３，図７に示す． 

         

 表３ 配管系の固有振動数  

  固有振動数(Hz)  

  １次 ２次 ３次 ４次 
注 記 

 

 試験体Ａ 13.7 16.6 25.8 28.1 基本モデル  

 試験体Ｂ 6.3 10.9 15.6 18.2 配管に付加マス設置  

 試験体Ｃ 3.5 9.6 13.5 15.2 ５箇所のサポートを撤去  

        図７ 配管系の振動モード (試験体 A) 
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試験体の１次振動モードでは，配管のティ分岐部が水平方向に大きく振動するモードであ

り，２次振動モードはサポート No.15 の近傍の配管が上下方向に振動するモードであった． 

試験結果のうち，試験ケース１は，設計レベル（目標 1.47ｍ/ｓ２）に調整した地震波で加振し

たケース，試験ケース２は，新潟県中越沖地震で観測された東京電力柏崎刈羽原子力発電所

の基礎上端の応答加速度（最大 6.8ｍ/ｓ２）を大きく上回る，設計レベルの約９倍相当（目標

13.8ｍ/ｓ２）の地震波で加振したケース，試験ケース３は，試験体に錘を付加し，配管変位が更

に大きくなるように設定したケースである．試験ケース４は，錘の追加に加え，一部サポートを撤

去し，試験ケース３以上の配管変位が生じるよう設定したケースである． 

いずれの試験も内部流体の漏えいはなく，４インチの配管―サポート系は，設計レベルの地

震波に対して９倍以上の耐震裕度を有することを確認した． 

(2) 分析・評価 

設計レベル以上の入力地震波に対し，試験体の健全性が保たれた要因の一つとして，設計

条件以上の高い減衰効果が発生していたことが挙げられる．減衰効果は，配管系の振動レベ

ルが大きくなるとＵボルトと配管の摩擦，あるいは配管，支持部材，Ｕボルト等の局所的な塑性

変形によって大きくなることが確認されている． 

今回の加振試験において，減衰の大きさは，配管やサポートの終局レベルを想定するため

の重要な要素であるため，試験結果に基づき配管応答変位と減衰の関係を分析した． 

また，最大応答変位が計測された試験ケース４については，シミュレーション解析により配管

エルボ部の弾塑性挙動を評価した． 

(a) 配管応答変位と減衰 

試験ケースごとに最大応答変位を整理した結果を表４に示す．また，図８に最大変位と減

衰の関係を示すが，減衰比は振動レベルの増加とともに上昇し，試験体 A では，最大約９％

の減衰比が確認された． 

なお，減衰比は，配管最大応答箇所の加速度と，加振装置床水平加速度の伝達特性か

ら，ハーフパワー法にて推定した． 

         

 表４ 配管系の最大応答変位（ティー部、エルボ A は、図９と対応する） 

 サポート変位 (塑性率) 

 
試験ケース 

地震波の 

最大加速度 

配管の最大変位

(ティ部) サポート No.７ サポート No.８ サポート No.９

エルボＡの 

ひずみ範囲 
注 記 

 
１ 1.46 m/s2 1.7 mm 

1.6 mm 

(0.12) 

1.3 mm 

(0.1) 

1.6 mm 

(0.12) 
0.01％ 弾性範囲

 
２ 15.3 m/s2 16.2 mm 

15.9 mm 

(1.2) 

9.1 mm 

(0.68) 

15.4 mm 

(1.16) 
0.04％  

 
３ 7.96 m/s2 51.7 mm 

50.3 mm 

(3.78) 

31.8 mm 

(2.39) 

46.6 mm 

(3.5) 
0.17％  

 
４ 13.6 m/s2 239.8 mm － － － 1.37％  

         

 

 

 

図８ 最大変位と減衰比   
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(b) 配管エルボ部の弾塑性挙動 

ティ分岐部で約 240mm の変位が認められた試験ケース４の状況に基づき，図９の通り配

管エルボ部のひずみとティ分岐部の変位に着目したシミュレーション解析を実施した．試験

結果を図１０に示すがエルボ A 部の周方向ひずみは最大 1.3％であった．また，解析結果を

図１１に示すが，ティ分岐部が 240mm 変位したときのエルボ部の周方向ひずみは試験結果

の 1.3％と一致しており，配管エルボ部の疲労状況を精度良く求めることができた． 

  

 

  

 

 図１０ エルボ A の局部ひずみ波形 (試験ケース 4) 

 

 
 

 
  

 

図９ 配管エルボ部のシミュレー

ション解析モデル 

 図１１ エルボ A のひずみと範囲とティ部の変位の関係 

|4. まとめ 

本研究による結果を以下にまとめる． 

(1) サポート要素試験により，支持機能喪失までの挙動及び実耐力を確認することができた． 

(2) 巨大地震を想定した加振試験により，配管サポートを含めた小口径配管系の耐震安全性を

確認することができた． 

(3) 試験後のシミュレーション解析では，試験結果との比較により弾塑性挙動と良好に対応する

結果が得られた．この結果により，弾塑性挙動に対する解析手法の妥当性を示すことができ

た． 
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