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１．はじめに
2018年9月6日午前3時7分に北海道胆振地方中東部地

㟈ኸ

方の深さ37kmでマグニチュード6.7の地震が発生し、
厚真町で震度7、安平町及びむかわ町で震度6強、札幌
市東区、千歳市、日高町及び平取町で震度6弱の揺れ
を観測した1）。地震そのものの詳細については、「１
地震概要」を御覧になっていただきたいが、この地
震により、北海道内の国管理河川（国土交通省北海道
開発局の直轄管理区間）では、地震発生後の緊急点検
により3水系6河川で33箇所の被災が確認された。内訳
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は、鵡川で25箇所、沙流川で4箇所、石狩川の支川で4
箇所（茨戸川、石狩放水路、豊平川、嶮淵川）である
1）

。これらの被害の多くは堤防天端付近の縦断亀裂で

図－1

鵡川・沙流川（直轄管理区間）の堤防被災箇所
（北海道開発局提供 一部加筆）

あり、その他には、堤防天端の横断亀裂、護岸の沈下
及び堤防の沈下等である。なお、北海道管理河川（北
海道庁の管理区間）でも、厚真川水系日高幌内川での
大規模な河道閉塞を含めて、6水系7河川で38箇所の被
災が確認されているが1）、厚真川の河道閉塞や斜面災
害の詳細については、「２

斜面災害」を御覧になっ

ていただきたい。
震源に近いむかわ町内の河川管理施設の被災状況を
整理すると、鵡川の本川で25箇所、鵡川の右支川のキ
ナウス川（北海道庁管理）で3箇所の合計28箇所の被
災が確認されており、その全てが堤防の被災であっ
た。ここでは、むかわ町の中でも堤防の被害が最も著
しく、また集中した鵡川の最下流部（図－1、図－2）

䐡ộぢୖὶ

を、北海道開発局が開催した「堤防被災箇所工法検討
会」の一環で、国土技術政策総合研究所、つくば中央

䐠ộぢୗὶ

研究所、寒地土木研究所及び室蘭工業大学が9月26日
に現地調査を行ったので、その調査結果を報告する。

䐟Ἑཱྀᕥᓊ

２．現地調査の概要
調査区間は鵡川の河口から鵡川大橋（図－2）まで

図－2 鵡川最下流部の現地調査区間
（北海道開発局の管内図に加筆）

の左岸堤防及びその近傍であり、以降、調査区間を便
宜上、下流から、「河口左岸」、「汐見下流」、「汐見
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写真－1

河口左岸地区の被災状況（中段は堤防沈下量等の図 一番上の空撮写真は9月7日撮影（シート張やブロック張の途
上） その他の写真は9月6日撮影 いずれも北海道開発局提供）

上流」の3つの地区に分けた上で（図－2）調査概要を

の変化を直接目視できる状況にはなかったが、可能な

記載する。なお、調査実施日までには、これらの3地

範囲で適宜シートをめくるなどして亀裂の状況等を確

区では既に緊急復旧（土砂充填、補足盛土、ブロック

認した。また、以降の掲載写真で撮影年月日の記載が

張、シート張）が完了していたために、堤防の法尻付

無いものは、この調査の際に著者らが撮影したもので

近にあった噴砂箇所を除いては、地震による堤防周辺

ある。
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図－3

河口左岸地区の堤防天端標高の変化
（北海道開発局提供）
写真－3

堤内地での噴砂（撮影場所は写真－1中の図参照）
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図－4
写真－2

２．１

川表法面に敷設されたブロックの不陸状況
（撮影場所は写真－1の空撮写真中の①）

河口左岸地区

河口左岸地区は、鵡川の被災箇所の中でも最も被害
の大きかったところである。特に河口左岸樋門の下流

汐見上流地区及び汐見下流地区の堤防天端標高の
変化（北海道開発局提供）

濫平野）との明確な関係は認められなかった。なお、
噴砂箇所と地形区分との明確な関係は、後述する汐見
下流地区及び上流地区でも認められなかった。

側では、連続的に概ね20cm以上の沈下量が確認され
ており（図－3）、全般的に縦断亀裂の規模や沈下の

２．２

汐見下流地区

程度が大きかった。中でも堤外取付道路の堤防天端へ

汐見下流地区では、堤防の沈下量は河口左岸よりは

の取付箇所周辺の変状が最も大きく（写真－1②）、

小さく、数cm程度のところが多かったが、局所的に

この部分での堤防の沈下量がこの地区最大の65cmで

20cm程度の沈下も発生した（図－4）。また、川裏法

あった（図－3）。上述のように現地調査時までには、

面の中段には、深さ135cmの縦断亀裂も部分的に発生

被災箇所は既にシートやブロックで覆われており、写

しており（写真－4①）、その箇所では沈下量を計測

真－1のような状況を直接目視することはできなかっ

する前に緊急復旧が実施されたために、正確な沈下量

たが、敷設されたブロックの不陸から、かろうじて堤

は不明ではあるものの、目視で30～50cmの沈下が発

防の沈下やはらみ出しの痕跡が確認された（写真－

生していたとのことである。したがって、この深い縦

2）。なお、北海道開発局の職員の方によると、亀裂が

断亀裂の部分がこの地区最大の沈下量を記録したこと

HWL以深まで達しており、かつ沈下が確認された部

になる。また、この亀裂はHWL以深まで達してお

分に限って、川表側にブロック張を行っているとのこ

り、沈下も確認されていることから、当該箇所では河

とであった。また、堤防の法尻付近で噴砂が確認され

口左岸地区と同様にブロック張が実施されていた（写

たが（写真－3）、噴砂箇所と地形区分（旧河道、氾

真－4の空撮写真）。さらに、天端の横断亀裂が狭い
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写真－4

汐見下流地区の被災状況（上段は堤防沈下量等の図（北海道開発局提供） 中段左の空撮写真は9月14日撮影（北海
道大学 今日出人特任教授提供） ①及び③はそれぞれ9月7日、9月6日撮影（北海道開発局提供））

範囲で、概ね一定間隔で集中的に発生している箇所が

い）。また、高水敷の5箇所で噴砂が確認された（写

あった（写真－4上段の拡大図及び②、③）。その発

真－4中の図）。

生原因は不明であるが、一般的に舗装が低温ひび割れ
により損傷する場合には、横断方向にほぼ一定間隔で

２．３

汐見上流地区

クラックが発生するため、低温ひび割れの発生により

汐見上流地区では、ほぼ全区間にわたって堤防天端

舗装の弱部になっていた箇所が、地震によって損傷し

付近に縦断亀裂が発生していたことが特徴的である

た可能性が考えられる。ちょうど写真－4③では、亀

（写真－5）。亀裂の深さは最大で100cm程度であっ

裂から雑草が生えている部分も見られるため、横断亀

たが、亀裂の発生箇所が天端付近であったことから亀

裂の少なくとも一部は地震前に生じていたことがわか

裂がHWL以深まで達していなかったために、ブロッ

る（ただし、地震前に生じていた横断亀裂は、その時

ク張はこの地区では実施されていない。なお、縦断亀

点では天端舗装の機能を損なうほどのものではな

裂の中には、舗装の打継目の部分が大きく開いた箇所
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写真－5

汐見上流地区の被災状況（上段は堤防沈下量等の図（北海道開発局提供） 中段左の空撮写真は9月14日撮影（北海
道大学 今日出人特任教授提供）、②は9月6日撮影（北海道開発局提供））

もあり（写真－5①）、当該箇所を地震発生の約2ヶ月

っていた箇所が、地震によって損傷した可能性が考え

前の2018年7月に撮影されたグーグルのストリート・

られる。また、堤防天端の沈下量は、樋門箇所（杭基

ビューで確認したところ、打継目の部分には既に若干

礎）を除き、全体的に20cm程度であり、局所的には

のクラックが生じているようであった。したがって、

最大で35cm程度の沈下も発生していた（図－4）。な

ここでも汐見下流地区と同様に、天端舗装の機能を損

お、当該樋門箇所では抜け上がり（空洞）の有無を確

なうほどのものではないが、地震前に舗装の弱部にな

認するように指導を行い、北海道開発局が調査を行っ
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た結果、空洞は発生しておらず、樋門箇所の安全が確
認されている。さらに、この地区でも高水敷の5箇所
で噴砂が確認された（写真－5中の図）。この内、汐
見樋門の上流側（KP2.5）と下流側（KP2.3）の噴砂
箇所で噴砂したと思われる砂質土を現地調査の際に採
取し、港湾部門で用いられている手法2）を用いて、粒
度分布により地盤の液状化の可能性を判定した。その
結果は図－5に示すように、いずれの試料も「特に液
状化の可能性あり」の粒度分布を示した。したがっ
て、今回の地震では基盤の液状化が発生した可能性が

図－5

噴砂した土砂による液状化の判定2）

写真－6

汐見地区堤防天端の亀裂及び沈下3）

高い。なお、試験は噴砂箇所の砂質土を採取して行っ
ているため、必ずしも液状化した材料と同じであると
は限らないことに留意する必要がある。
３．堤防の被災要因
鵡川の最下流部の堤防は1968年の十勝沖地震でも被
災しており、北海道開発局土木試験所（現：寒地土木
研究所）が地震発生後に現地調査を実施している。調
査報告3）によると、特に被害の著しかったのは、豊城
地区、宮戸地区及び汐見地区（図－2）であり、中で
も豊城地区の堤防が最も大きな被害を受けたと記録さ
れている。なお、この当時、JR橋よりも下流の河口左
岸地区（図－2）の堤防はまだ築造されていない。主
な被災形態は堤体の沈下と亀裂で、堤体の沈下は豊城
地区で約20～30cm、汐見地区で25～80cmであり、亀
裂は主に堤防の天端及び法肩付近の縦断亀裂であった
と記録されている。また、豊城地区及び汐見地区の堤
内外の地表面各所に顕著な噴砂の跡が認められたと報
告されている。参考までに、我々が今回調査した汐見
築堤における1968年の十勝沖地震での被災写真を写真
－6、7に示す。今回の現地調査は上記の汐見地区と河
口左岸地区に限られたが、今回の地震における堤防の
被災は豊城地区や宮戸地区でも確認されているため、
特に鵡川最下流部の堤防は地震で被災しやすい傾向が
あると思われる。

写真－7

汐見地区堤防法尻付近地盤表面の噴砂3）

北海道開発局土木試験所では、1968年の十勝沖地震
の際には、最も大きな被害を受けた豊城地区におい

粒度分布については、被害を受けなかった箇所が液状

て、被災箇所と被災しなかった箇所の両方の代表的な

化しやすい粒度範囲にあるのに対して、被害を受けた

1地点で堤体及び基盤の詳細な土質試験も行ってい

箇所では液状化しやすい粒度の範囲から外れていた。

る。試験結果によると、被害を受けた箇所の基盤で

この試験結果及び堤内外の地表で見られた噴砂現象か

は、試料を採取したほとんど深さにおいて粒度分布が

ら、基盤の液状化が堤防被災の大きな要因の一つと推

液状化しやすい範囲にあるのに対して、被害を受けな

定されている。基盤の液状化は２．３でも述べたよう

かった箇所では、ほとんどの深さにおいて液状化しや

に、今回の地震でも堤防被災の要因の一つと考えられ

すい粒度の範囲から外れていた。一方で、堤体材料の

ることから、堤防直下の基盤が液状化しやすい土質材
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料で構成されていることが、鵡川最下流部の堤防が地

た箇所が地震によって損傷した可能性が考えられ

震で被災しやすい要因の一つと考えられる。北海道開

る。

発局でも我々の現地調査後に液状化の判定を行い、基

⑤噴砂した砂質土が「特に液状化の可能性あり」の粒

盤が砂質土等から構成されており、液状化しやすい土

度分布を示したことから、今回の地震では基盤の液

質であることを確認している。

状化が発生した可能性が高い。その後の北海道開発

なお、1968年の十勝沖地震以外にも、多くの堤防が
被災した戦後の主な地震（新潟地震、日本海中部地震、

局の調査検討でも基盤の液状化を裏付ける結果が得
られている。

兵庫県南部地震）では、堤防の主要被災原因が基礎地

⑥鵡川の最下流部の堤防は、1968年の十勝沖地震でも

盤の液状化であったことから、基礎地盤の液状化対策

大きな被害を受けており、特に地震で被災しやすい

に関する技術開発等が進められてきたが、1993年の釧

地区であると思われ、その要因の一つとして基盤が

路沖地震では泥炭地盤上に築造された堤体自体が液状

液状化しやすい土質材料で構成されていることが考

化によって大きく被災し、2003年の十勝沖地震でも堤

えられる。

体の液状化による被災が発生した。その後、2011年の
東北地方太平洋沖地震でも、関東地方及び東北地方に

⑦今回の地震では堤体の液状化による堤防の被災は確
認されなかった。

4）

おいて堤体の液状化による被災が多数発生した 。こ
のため、国土交通省では東北地方太平洋沖地震後に河

謝辞：北海道開発局の職員の方には、現地調査の案内

川堤防の耐震点検の方法を見直し、堤体の液状化につ

及び写真や各種資料等の提供に御協力をいただいた。

いても耐震点検の対象に加えるとともに、対策が必要

ここに記して感謝の意を表する。

な箇所については、堤体内の水位を下げるなどの対策
を実施することとしている5）、6）。このような近年の動
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②堤防の著しい変状や深い縦断亀裂の発生した箇所で
は堤体の沈下量も大きい傾向であった。

2012.
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h23/

③噴砂箇所と、治水地形分類図の地形区分（旧河道、

hakusho/h24/index.html（2018年12月27日確認）

氾濫平野）との間に明確な関係は認められなかっ

6） 国土交通省水管理・国土保全局治水課：河川堤防

た。

の耐震点検マニュアル、2016.

④天端に発生した亀裂の中には、地震発生前から亀裂

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/

が生じていたところもあり、天端舗装の機能を損な

bousai/wf_environment/structure/pdf/ref06-

うほどのものではないものの舗装の弱部になってい

20160331.pdf（2018年12月27日確認）
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