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札幌市内液状化被害
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2018年9月6日03時07分に北海道胆振東部地震（マグ
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ニチュード6.7）が発生し、震央から約50km離れた札
幌市でも北区、東区、豊平区、清田区において多くの
戸建て住宅に傾斜や沈下、その周辺道路では陥没や亀

㇏ᖹ༊ ᭶ᐮᮾ
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裂等の被害があった。図－1は札幌市内の液状化によ
る主な被災箇所を示す。
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１．里塚地区
筆者らは地震が発生した当日の午前、および翌日の
午前に清田区里塚地区の現地調査を行い、公園や道路
の陥没、マンホール周辺の路面沈下、傾斜した家屋の
変状状況などを把握するとともに、流出した土砂が堆
積した範囲やそれに伴う被害状況を明らかにした。ま

༊ す┠⥺
㸦ᆅୗ㕲ୖࡢ㐨㊰㸧

た、国土地理院地図（電子国土web）の里塚地区にお
ける1965年と2008年の航空写真を比較して、宅地造成

Ύ⏣༊ ⨾ࡋࡀୣ
㸦ఫᏯᆅ㸧

前後の地形や土地利用、排水経路について整理すると
ともに、宅地造成に使用された盛土材料の室内試験結
果や既往の液状化に伴う盛土の流動化被災事例を踏ま

図－1

えて、造成盛土の崩壊メカニズムについて考察した。

札幌市内の液状化被害箇所

ICの北西に位置し、一般国道36号と北野里塚旧道線
１．１

に挟まれた地域である。

被害の概要

液状化被害が生じた里塚地区は道央自動車道北広島
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札幌市清田区里塚地区被災平面図
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札幌市清田区里塚地区被災状況（その１）
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札幌市清田区里塚地区被災状況（その２）
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図－2は筆者らが9月6日と7日に現地踏査を行い、被

砕石が見え，写真右下には管路が確認できる。一方、

災した家屋、大きな沈下や多数の亀裂が生じた道路や

写真中央をみると、写真右側の2軒の住宅前に土砂が

公園、土砂が流出した範囲などの被災状況を、当該箇

厚く堆積している。この土砂が堆積している位置が、

所の国土地理院（電子国土web）のデータ上に反映し

図－2上のピンクの範囲とブルーの範囲が交わる地点

たものである。なお、各被災箇所の状況は図－2 a）

に相当する。

～l）の12箇所において、地震発生から8時間～24時間
以内に撮影されたものである。

次に被災箇所の東側の状況を説明する（写真－2
g）～l））。写真－2 g）、h）は大量に流出した土砂

被災の範囲は一般国道36号と北野里塚旧道線に挟ま

が北野里塚旧道線や運送会社の駐車場に堆積した状況

れた清田区里塚1条1丁目から1条2丁目の南北約50～

である。これらの写真は地震の8時間後であるが、写

100m、東西約400mに渡っており、被災箇所の西側

真－2 h）の堆積した土砂の地表面に光沢が見えると

（図－2上のピンクの範囲）では、主に道路の陥没や家

おり、比較的含水比が高い状態にあったと思われる。

屋の変状が発生した範囲、同じく東側（図－2上のブ

流出した土砂は北野里塚旧道線上を南徳州会病院方向

ルーの範囲）は相当に水を含んだ大量の土砂（火山灰

で最も標高が低いと想定される（図－2 l）、写真－2

土）が堆積した範囲である。被災箇所の標高は、現地

l））位置まで広く堆積しており、その厚さは25cmか

踏査の印象では図－2 a）の箇所が最も高く、図－2

ら場所によって50cmを超える箇所が確認された（写

l）の箇所が最も低い位置であると思われる。

真－2 i）、k））。

被災箇所の詳細は状況写真で説明する。まず、被災

写真－2 j）は三里川へと続く開水路であるが、水

箇所の西側であるが、写真－1 a）～c）をみると、道

路内には土砂が存在しないが水路頂部に土砂が堆積し

路および公園内に顕著な地盤陥没や大きな亀裂が見ら

ていた。現地踏査では、北野里塚旧道線から水路方向

れ、住宅や住宅の外構は傾斜していた。ところが、道

へ土砂が流れ出た痕跡が無いため、土砂は上流側（図

路面への噴砂は確認されなかった。

－2上のピンクの範囲）から水路内を通ってきた可能

写真－1 d）、e）では、写真左側に写っている建築

性が考えられる。

物と道路と平行して大きな開口亀裂が生じており、道
路中央部に位置するマンホール周辺が大きく陥没して
車庫が大きく傾斜していた。ところが、建築物には傾

１．２

考察（被災メカニズム）

写真－3は被災箇所における1965年頃と2008年に航
空写真で撮影されたものである。1965年頃に撮影され

斜等は確認されず健全な状態にあった。
写真－1 f）をみると、舗装面が現状をとどめない

た写真は白黒のために土地の用途が判別しにくい部分

程に著しく変状し、破損した舗装の下には路盤らしき

があるが、被災箇所は森林と森林の間の谷部で水田と
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札幌市清田区里塚地区の土地利用状況の比較
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して利用されていたと考えられ、森林と水田の間や水

出した要因として、この地点は水田とした利用されて

田と水田の間は河道や旧水路であった可能性がある。

いた丘陵地内の狭い谷底部を周辺丘陵地から切土した

一方、2008年撮影の航空写真をみると、1965年頃に存

火山灰質土（屈斜路軽石流堆積物）を盛土したが、火

在した旧水路は住宅地となっており、これらの痕跡を

山灰質土は間隙比が大きいために高含水比状態でか

見ることはできない。札幌市から提供して頂いた当時

つ、細粒分がFc＝30％と高く砂質土より透水性が低い

の開発行為の許可申請図書より、現在設置されている

ため、間隙水圧の消散が遅く液状化状態の持続時間が

三里川ボックスや暗渠管を重ねてみると、旧水路上に

長く続いたことにより、緩傾斜であっても液状化した

暗渠管や三里川ボックスが埋設されている。今回、道

盛土（火山灰質土）が端部から大量に流出したと結論

路の陥没や宅地が発生した範囲は、谷地形内の旧水路

付けている1）。

上に盛土された箇所が概ね一致している。

図－4は図－2のA-A’側線に沿った盛土の変形メカ

図－3は寒地地盤チームが写真－3 f）の里塚中央ぽ

ニズムを模式的に示したものである。変状範囲は谷部

ぷら公園内で採取した盛土の粒度分布と、2003年9月

を火山灰質土で造成した盛土で、物理特性は堀ら2）の

26日に発生した十勝沖地震の際、北海道端野町協和地

調査箇所と類似している。沈下が著しい範囲は旧水路

区において液状化した箇所で採取した盛土の粒度分布

を有する谷部を埋めた箇所（盛土高：約10m）のた

1）

（盛土A～C、流出土） を比較したものである。

め、地震前から地下水位が高い状態であったことが想

里塚中央ぽぷら公園内で採取した盛土は平均粒径
D50＝0.145mm、均等係数Uc＝23.1の礫混じり火山灰質



砂で細粒分含有率Fc＝34.5％の非塑性（NP）であり、
土粒子密度ρ s＝2.31g/cm であった。一方、北海道端
野町協和地区で採取した盛土は平均粒径D 50 ＝0.20
mm、均等係数Uc＝28、細粒分含有率Fc＝30.3％の非
塑性（NP）、土粒子密度ρs＝2.49g/cm3の非常に液状
化しやすい材料2）であり、里塚中央ぽぷら公園内の盛
土の粒度特性と類似していることがわかる。また、当
該箇所の畑地は液状化で長さ約190m、幅35～62mに
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わたり傾斜角3°に相当する最大3.4m陥没したと報告
している1）。
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想定される変形メカニズム3）
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定される。このような飽和した盛土（埋土）上に不飽

きく波打ち、舗装面に多くの亀裂が生じた。車歩道境

和状態の盛土（埋土）がある状態で、これらに地震動

界の縁石が大きく波打っていることが分かる。当該箇

が作用したことで地下水位以下の飽和した盛土が液状

所の地下鉄建設時における地中連続壁位置は、両側歩

化し、標高の低くかつ、土かぶり厚の薄い箇所（図－

道の外縁と想定され、地中連続壁外側の家屋に大きな

2上のピンクとブルーが交差する範囲）から液状化し

変状は見受けられない。

た土砂が噴出したと考えられる。
噴出した土砂により標高の低い範囲に土砂が堆積す
る一方で、標高の高い範囲では液状化した土砂の流出
により、沈下・陥没が発生したと想定される。土砂の
噴出の様相やそれに伴う地盤変状の規模は、前頁で述
べた端野町の事例と類似しているが、市街地での事例
としては極めて珍しいと思われる。
２．その他の地区
２．１

東区東15丁目・屯田通、北区西4丁目線

D

両地区は、札幌市営地下鉄東豊線ならびに南北線上
に整備された幹線道路・生活道路であり、東区東15丁
目・屯田通では延長約4.3km、北区西4丁目線では延
長約0.3kmに亘って、地盤の液状化に伴うと思われる
沈下・変状、舗装の亀裂・陥没等が生じた。
両地区とも原地盤は粘性土主体であり地下水位が高
いことから、地下鉄建設当時の施工方法として、地下
鉄躯体幅を包括する地中連続壁で遮水後、開削により
躯体が施工され、その後の埋め戻し材として砂質土が
用いられているとのことである。札幌市による被災後
の調査によると、両地区の地下鉄躯体上の埋め戻し土
の液状化抵抗率FLは相対的に小さく、液状化指数PL

E

は明確に大きな値を示し、液状化の発生の可能性が極
め高い状態にあったとのことである。また、被災前日
までの台風の影響により地下水位が高かったことも想
定され、液状化の発生を助長したことも考えられる。

写真－4

札幌市東区東15丁目・屯田通の被災状況
（2018年9月8日撮影）

写真－4に、東区東15丁目・屯田通の被災状況を示
す。写真－4 a）より、4車線幅の中央位置で沈下が生
じており、片側2車線のほぼ中央に縦断方向の亀裂が
確認される。縦断方向の亀裂の直下が地中連続壁位置
と想定され、地中連続壁外側の路面や建物に大きな変
状が生じていないことが分かる。また、中央分離帯の
右側には液状化が生じたことを裏付ける噴砂痕が確認
される。写真－4 b）より、路面が大きく波打ち、沈
下・陥没が生じ、また、大型の標識柱が大きく傾いて
いることが確認され、著しく地盤ならびに路盤の強度
が損なわれたことが想定される。
写真－5に、北区西4丁目線の被災状況を示す。当該
箇所は被災延長が短いものの、車道ならびに歩道が大
58

写真－5

札幌市北区西4丁目線の被災状況
（2018年9月7日撮影）
寒地土木研究所月報
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２．２

豊平区月寒東

当該地区は、火山灰台地が開析され形成された低地
部（旧河川部）を、火山灰台地の切土で階段状に徐々
に旧低地部へすりつけるように埋め立てた造成地であ
り、切土部と盛土部で構成されている。札幌市による
被災後の調査によると、当該地区における被災範囲は
切土部と盛土部の境界上にあたる幅約10m、延長約300
mにおいて宅地の沈下や傾斜、擁壁の変状が生じてお
り、マンホールの浮上や火山灰質土の噴砂等、液状化
の発生を示す痕跡も確認されている。
写真－6 a）は、切盛境上に位置する家屋である
が、右側の盛土部上の道路が沈下し、家屋、また、外

D

周のブロック積み擁壁が引き込まれるように傾いてい
る。写真－6 b）は、最も低地部に位置する家屋であ
るが、写真右側に傾いており、傾いた側の建物基礎周
辺に大量の噴砂が確認される（写真－6 b）白枠内）。
階段状の盛土は、それぞれ低地部側にブロック積み
擁壁を設置し施工されている。擁壁には多数の水抜き
孔が設けられているが、常時より限定された孔からの
み排水が確認されており、常に水はけの悪い状況であ
ったことを住民から聞くことが出来た。被災前日まで
の台風の影響もあり地下水位が高かったことも要因の
一つと考えられる。

E
２．３

清田区美しが丘

当該箇所は、札幌市からの提供資料によれば昭和40
年頃から平成3年頃迄に複数回に亘り沢地形の谷部や
旧河道を火山灰質土で埋め立て造成された宅地であ

写真－6

り、地盤沈下や噴砂、道路や家屋の沈下・傾斜が生じ

札幌市豊平区月寒東の被災状況
（2018年10月5日撮影）

た。
2003年十勝沖地震においても同様の被害が生じてお
り、旧地形（1965年）との比較が行われている4）。図
－5に、文献4）における2003年十勝沖地震時の被災箇
所と旧地形を比較した図に、今回の地震において沈
下・傾斜した家屋、また、噴砂が確認された箇所を併
せて示した。ここでは割愛したが、被災した家屋周辺

b)

の道路にも沢筋に沿った沈下や亀裂が生じていた。図

a)

－5より、2003年十勝沖地震と同様の沢筋に沿った箇
所での被災が確認されるが、今回の地震では家屋の被

c)

災や噴砂が確認された範囲が拡大していることが分か
る。これは、2003年十勝沖地震（マグニチュード8.0、

ᖺ᭶᪥ㄪᰝ
ᐙᒇࡢỿୗ࣭ഴᩳࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ⠊ᅖ
ᄇ◁ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ⟠ᡤ

震央距離約255km）に比べてマグニチュードは小さい
ものの、震央距離が近いことから作用した加速度や地
震動特性が異なることに起因するものと思われる。

寒地土木研究所月報
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図－5

札幌市清田区美しが丘の被災箇所（2018年9月9日
調査）と旧地形（1965年）
（文献4）の図－4.3.2に加筆）
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D
写真－8

写真－7 a）における2003年十勝沖地震の噴砂状況
（文献4）の写真－4.2.5）
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写真－7 a）、b）と写真－8の噴砂の粒径加積曲線

れる。写真－7 b）では、照明灯の基礎部分から噴砂
が発生したものと思われ、噴出した火山灰質土が広範
囲に拡がっていることが分かる。写真－7 c）では、
インターロッキングブロックの隙間から広範囲に亘り
噴砂が生じていた。

F

図－6に、写真－7 a）、b）の噴砂と2003年当時に
採取した写真－8の噴砂の粒径加積曲線を示す。図－6
より、2018年の噴砂a）、b）は似通った粒度分布を示
写真－7

札幌市清田区美しが丘で確認された噴砂状況
（2018年9月9日撮影）

しており、2003年の噴砂a）に比べて均等係数が小さ
く粗粒分が多い様に見受けられる。噴砂が液状化した
土層の性状を全て表すとは言えないが、写真－7
a）、b）の箇所では同様の造成年代における火山灰質

写真－7に、図－5 a）～c）で確認された噴砂の状

土層が液状化したものと思われ、2003年十勝沖地震で

況を示す。写真－7 a）の箇所では2003年十勝沖地震

液状化した火山灰質土層とは造成年代が異なることが

時にも噴砂が確認されており、2003年当時の状況（写

窺われる。

真－8）と比べて、噴出量がごく少ない印象も受けら
60

寒地土木研究所月報

特集号

今回の地震における主な液状化被害状況から、火山

３．おわりに

灰質土による谷埋め盛土箇所に被害が集中しており、
2018年9月6日03時07分に発生した北海道胆振東部地

被災の程度は旧地形や地質・地下水位が大きく影響し

震による札幌市内の主な液状化被災箇所のうち、住宅

ていることが窺われた。また、地下鉄上の埋戻し砂の

地（豊平区月寒東、清田区里塚、清田区美しが丘）の

液状化被害も勘案すると、人為的な盛土・埋め立て箇

被災箇所を、国土地理院で作成されている札幌市清田

所で地下水位が高い・上昇しやすい条件下では、地震

5）

区の地形復元図（地形分類図） に重ねて図－7に示

時の液状化に対して極めて脆弱であることが改めて示

す。いずれの箇所も、沢地形の谷部や旧河道を埋め立

唆された。

てて造成された宅地であることが分かる。

㇏ᖹ༊ ᭶ᐮᮾ
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図－7

札幌市清田区の地形復元図（地形分類図）5）と住宅地（豊平区月寒東、清田区里塚、清田区美しが丘）の被災箇所
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