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I 緒言

2011 ir"-3月 11円 14W¥' 46分ごろ. 三:.I;fitlrから茨城県

itlrにかけての太平洋沿岸でマグニチュード 9.0(M，，=9.0) 

の引|二'ih-に大 きな地震が発生した。3月 11FI. 気 象けは

この地震を「エド成 23:qo (2011 :q:.)東北地)j太エl'洋itlr:l血

震J(以下，今回の地震 と|呼称) と命名した。Mw=9.0規

模の地震はわがI:rqのIUi!iJ!IJIと上最大で、あり， 12J城県梨hiCill

で震度 7 岩手県から千葉県までの広い範1111で震度 6rm 
以J:の強い折れが?eli!!リされた。今回の地震による死者と

行方不明者は。 2011年 11)J14 UJJI泊二ITi9千人を}巴え，

77J-1千人以上.の住民が未だ不 |主|山な避難生前を余儀な

くされている (東 H本大震災復興対策本部. 2011)。今

岡の地震 による民地・農業用施設の被害総数は 2011iF 

I1月7日現在二 39，322筒所。被告総徽は 8，302億 円に達

し 農地の損壊が 17，456箇所.4，012億 ITJ.ダム。ため池守

ノマイプラインー水路などのj長旅m施設等の損j史が 21，457

箇所。 3‘658億 ITJ. 農村生活関:iili施設の損壊が 409iiffiPJi. 

633 12~ II.Jと発表 されている (農林水産省 2011a)o 是地

の被害としては守 津波による流大ベコ冠水等の被害が大き

く。被告推定而稲は太平 洋沿岸の 6県で約 2Ti 4千 ha

と限告されている (農林水産省.2011b)。 このように今

凶の地震による良一地-農業m施設の被害は極めて甚大で

あった。地震同であるわが国で、は. 今後もレベル 2クラ

布施設工年研究領域施設機能担当

平成 23of 12月 14日受flH

キーワード 平J戊23年 (2011年 ) 東北地7J太平ì，'仁川 i 地 }j!~ 地

震による鼠lM 液状化川排水路現地問査
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スの地震発と1:.が想定される 。 )~~幻二百i く防災機能の前Jい

農業・農村を復興するためには. 今回の地震による農地-

j民業JlJ施設の被答の把握と分析を行い。その知見を減災

対策に生かすことが必要である 。本朝i告では.利根川下一

流沿岸域で、発~I: したJlJ~JI 水路等の液状化被告制査をr.tJ心

に地震によって発生する!日m水hlu当の損傷形態と耐震対

策の考え7]'について述べる。

なお.m地捌査および、明j也1i)[修会で、は 茨城県jiZ林水

産i¥l¥守千葉県農林水産;';'1¥.稲敷市民政itl¥ 干ii'rYJxTli土地改

良所‘ iWi利恨-1-.1也改良区，手Ij恨川水系土地改良m!iJ:1i'iiHI!

事務所の関係各位より資本|提供および:Jj'U血状況の説明を

!!弘りました。 さらに‘茨城児ーより余ijlt谷地区における 7{1

キiiJ符および陶製H奇渠に関する デー タを提供して1fIきまし

た。 ここに記 して感謝を表 します。 また，本文の地 I~I情

報の作成には国土交通省国土地理院の電子国:1.'.Webシ

ステム技術情報およびゴ 地条件同を使nJさせてWIきまし

た。地震波形については気象Jrと (独)防災科学技術的|

究所のデータを使)11させて]買きました。液状化地|込の航

空写真 については Googlecarthのデータを使用させてm
きました。微地7形|伝予および、1液i夜主状化)履霞歴J地也j点点点f台主1，、のデ一夕につい

ては関東学院大学若松教授がイr作ノ午ド日)成反されたデ一夕およびび、そ
のt拍[t前ihl沼面聞lに(刻独01防坊災1半科~I学

ドステ一シヨンをf使史切jハ|日Jさせて]頂F頁Iiききました。 さらに 0 刑罰

地域のボーリングデータについては国土交通省が:ìlli'f~'す

る国土地除情報検索サイトよりデータを入手 させてmき

ました。ここに記 して感謝を表 します。
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E 地震動

1 地震動と被害の特徴

今回の地震は.東北地方太平洋N'を震淑とし. 日本列

島が乗る北米プレートとその下に沈み込む太平洋プレー

トの境界で先生したプレート境界地震である。 この地i裂

の特徴は，震度 6羽以上の強い折れが岩手県ーから干葉県

までのI.!.;$.t!.[四で観測され.地震!B1Jの継続U';j・聞が過去の地

震にij!えべ長いことにある。関東以南の地域でも 3分以上

の長い揺れが観測された。地震後の地殻変動も大きく

宮城県の制脱半島を rl'心に東北地方沿岸域が震央に!向

かつて東に移動した。回二1:.交通省国土地主I!I涜 (2011)で

は GPS連続観測点のデータ解析か白石巻市牡li¥i観測

点で、束尚東方向へ7J(平約 5.3m. 鉛直約I.2m(比下)の

地盤変動があったと発表 している。この地総変動により

東北地方の太平洋治昨ーでは 20~ 80cm O)J也傑沈下ーが起

き 農地等の浸水被告ーが拡大 した。特に平好奇1¥の多い宮

城県ではiiiji~ ~: から約 4km の純 l註|まで浸水した。 ;，I':ìl;主被

告:は歴史的にみても大#t紋で、あり.被尚 1m以J.の;;Iti及

が北海道から東北.関東.関西.九州地方に主る太平洋

側一帯で制;]!IJされた。日手県および古城県では 10mを

越える浸水市.遡上高が観測され 本震位置から/iJliれた

茨城，千業県においても 5m以上の遡上院Jが観測された。

;il):波により流LUや冠水等の被告を受けたl!t:l世の推定前i積

は約 2.3，/j haにj主する(J.尖林水!主 2011b)。余震、市iJijJ

も市発で、あり，気象庁 (201Ia) の発表によれば，地震

後約 4ヶ月間にマグニチュード 5以上の余震が 517問先

生している。 これは 平成 6年 (1994:W)北海道東方

沖地震 (Mj=8.2)の約 4.2併であり.今回の地震の余震

i1i霊ijJ7'JQlliめてir53E:で、あることカfわかる。

2 震源および地震動の特徴

今|百!の地震およびその後に発生したマグニチュード 7

以上の余震の震源分布を Fig.1に示す (気象庁 2011a)。

20Qkm 
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気象庁気象研究所 (2011)によれば，本震の震源位置は

牡鹿半島の東南東約 130km付近の深さ約 24km 破壊し

た主断層の長さはがj450km， 111mは約 150kmと指 定 され

ており，最大すべり 量は約 30mに達する。強震計記録

などから推定される断層破壊過殺は 最初の大きな断層

破壊が古城県ili'で発生し その数 1--秒後に 2IfIl自の断層

破壊が起 き守それから間もなく 3IIiI日の破壊が茨城県北

部の|能地に近い沖合で生じたとされている(京大地震研

究所， 2011)。 このような 3つの大 きな断層破壊が連続

して複雑なかたちで発生 した地震は秘めて稀であり，地

域によ って大きく異なる地震波形が観測された。東京大

学地震研究所がれ二成した地震加速度波形の分布を Fig.2

に示す (京大地震研究所， 20 11) 0 Fig.2から)吉;城県以北

では地震動の振111日のピークが 2つあるのに対し福島県

から茨城県にかけてはピークが lつであることが分か

る。['SII-[Iの①~①は3つの断層破壊に対応する波71;の開

始点を結んだ線であり， 3つの断層破壊過程が地震動に

大きな j起草.~:i を 与 えたことがわかる 。 今 IITI の地震の現在ま

で、の最大余震 (川=7.7) は本震からが]30分後に茨城県

沖の深さ 43kmで発と|した。茨城県稲敷'fh役所の震度は

本震で長l主6弱， 余震で震度 5~rtlであった。 後ほど述べ

る利収川下流沿岸域の液状化被告:地域で、は， 本震 も含め

30分のIlijに 2liIlの強い地震動を受けたことになる。

防災科学技術研究所. 気象庁.鉄道総合技術研究所な

どにより 記録された強震波形から守 今i日|の地震の地震動

の性質がIYJらかにされつつある。筑波大学の境(2011)は，

防災科学技術li)f究mの K-NETおよび KiK-netの強震j皮
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Fig. 3 ~Di震計の1JII速度波形記録 K-NET 佑原 (CHB004)

Obscrvcd accclcrations at K-NET SAWARA Station (CHB004) 

形の分析を行い. 今|日|の地震で、は震度 6;!日以!の招れが

広範凶に観測されたが，地震波の加速度j志1-:~ス ペクトル

は l秒以|二の短周期jが卓越しており.木造住宅や中低層

の建築物の大被こ古にがi び、つく 1~2 秒の長周期]の応答が

さほとε大 きくない地震動で、あったことを報告ーしている。

利根川沿岸下流の K-NET佑原rmiJ!iJ点 (CHB004)におけ

る本震の地震波形を Fig.3に， 1.[-'央大学:の|主I:'J.ら (2011) 

によって計算された佐JJ;li¥JiiJ!Jj点および江戸川Ir計調iWJ点の加

速度および速度応答スペクトルを Fig.4に示す。阿制iHlJ

k-net佐原 (CHB004) k-net佐原(CHB004)

' 
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Accclcration rcsponsc spcじtrllil1and vclocity rcsponsc speClrllil1 al K・NETSAWARA，EDOSAKI 

(Iil1proving data of thc rcport by Gcotcchnical Enginccring司 Latヲoratory‘ ChuoUnivcrsity) 
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点のl芯符スペクトルの分布傾向は良く似ており .J之、答)JII

速度は周期 0.1~ 0.3秒のi創立j罰則に。速度応答は周期

1 ~ 10秒にピークが有在する。Fig.4からは利根川沿岸ー

下流で‘は 0.1~ 0.3秒の極短周期の加速度応答が卓越し

ていたことがわかる。地震動の周波数特tl;および継続時

間と地撚の液状化の関係は卜分解IiJ:Jされておらず守液状

化が発生した場合の地般の非線形化の問題とともに今後

検討すが必要な諜題である。

国調査概要

液状化による農業水利施設の被答M仁川を的認するた

め 2011 年 4~6 月に利根川下流沿岸地域の被害調査

を笑施した。調査方法は. 主と して目視により.地盤変

;1)(. 1噴砂，施設のit卜¥苛き上がり i 破損状況を維認し

た。なお.7](I=[1の液状化の被災の桂皮については主lijf

機椛作物研究所の近藤 (2011)が蛇ポした{刊すけの観点

から分類した液状化区分に基づき Fig.5に示す 3段I:j!fに

分けて午IJ7とを行った。

W 利根川下流沿岸域の農業水利施設の被害

1 調査地点

制査地点を Fig.6に/'Fす。荻城県IIy'手市から利根川に

沿って千葉県芥11¥1.'rIJまでの U地点を制査した。大規桜

な液状化 (10ha以上)が発生した地|メを赤丸(・)• rl-' 

l ノH克模(小) 2 中Hi.1英(中)

小規模な液状化の発生地区を賞丸 ( ). m排水|まなど

点施設の調査地点を青丸 (・)で表す。液状化発生地IZー

では.地|ヌのほほ中央に丸をプロットするように努めた。

2 調査地域の地震動

今回の地震に対する剖査地域の地表最大速度 (Peak

Grolll1d Ve10city : PGV) 分布を Fig.7に示す。PGVの

コンター図は産業技術i色合研究所地震動マ ップ即時推

定システムを利用して作成した (泣す;技や~(f ff~色合研究所

2011 )。調交地点および K-NET江戸崎佐原観i!!lJ/l.の{立

置を図''1''に示した。Fig.7から./.j:(震では，調査地域に

は液状化が発生する目安となる PGVが 15~ 20cm/sを

越える地震動が入力しており制査地j或の液状化の可能

'1つが高し、ことがjっかる。

3 液状化被害とその特徴

茨城県では 225haのノ'J<I土iが液状化した。特にー稲敷市

間代 (にししろ).香11¥1.1b石*14(こくのう ) 稲敷i'JJ結佐

六yfJ(けっさろっかく) 1也区では大1~ï模な液状化が発生

し，約 180haの水間がイ乍付け不能とな った。また.m排

水断。パイプライン，暗渠排水にも大きな被誌のf発生し

川水不jEなどにより稲敷市全体で 540haの水|士|が作付け

不能となった。千葉県では 740haの水田が液状化したが。

そのうち約 9制はj良家および関係者の努力で田植えまで

に復11'1.仮m:luした。 しかし. fllllIJMIIIT1河野 (むかいの).

呑取ib石納地区では大規模な液状化が発生し 20haの

3大燥機(大)

7)( 111へのi噴砂の出現は
限定的 l白砂15Z約5cm以
卜 2011イ1'.の水稲の何十j
け可能

水間の凹凸は30cl11ff，¥度噴
砂厚5-10cl11が*1主iの2'i;.ljfy.
度プラウ，レベラによる均平
化.)j在JI巴によるムラの将1成な

どにより20111，1ーの*稲の11"付
けnf能

Jilil場の凹凸の差が60C!T1以|二.1If:.i
1沙が問]Jj，)の lik大 5'，~'1限度を緩い，
J票いところで、40cI11を越える.2011 
{I工の作付けは|羽i1fLiW卜|には」木
工事が必~:.

Fig.5 水仔lの液状化の被寄1'1¥)支12:分

Indicalor of thc dcgrcc of liquctilclion damagcs of paddy 
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Fig.6 澗1ti~地点

Locations of sllrvcycd sites 

Fig. 7 調査地域の地表披大速度 (PGV)分布

Distriblltion ofthc pcak grollI1d vclocities (PGV) in survcycd arca 

i'j(旧が液状化による事接被害のため 329haの水山がm
水路封一の農業施設の被手7のため作付け不能となった。利

根川下流沿岸域における液状化の特徴は以 1"の通りであ

る。

(“1 ) 午利lリl恨川i沿合いの11旧|仁口]i河可道j地色ザ

により人コ工::F的l内甘に造!成戎された水日1に大規模な}液1夜主状化が発E生t ミ

した。

(2)大規模な液状化が発生した地点は 1987年の千葉県

米ブh'l '地震 (~=6.7) ~q;の過去の地震によって液状化発

生が記録されている液状化隠服地点と一致する場合が多

く これらの地域ではi*J液状化が発弘ーしたと推定される。

4 個別地区の被害状況

a 西代・石納・結佐六角地区および西代第2機場

(調査番号 1， 3) 

稲敷iñr国代， j1Ji イ'tr 六戸J:ll!!I~:.香 ll~市石納地区は利根川

左岸に[立i宣する水|王I:lt!!.怜である。了調刷査は 2011i]年二4-6

月にかけて行つた。F日ig.8に間査i箇2自if所好 国土交i通盈4竺省f守iのi地也

質ボ一リンク萌--t地也J点f主〔およびび、各地区の;液夜:羽状v伏よ化J推住定範|凶剖を示

す。なお i液夜M状、化f抗推i佐L定範四は;主i仁Lに水日

を示し その範閉は巴貯断jtIうヂ1仁およぴび、 Go∞oglcca引rt仙hの却航立空:写与写:i真主
からt推i住「定した。F日ig.9に二1'.地条例図を示す。土地条イ4ニ|支|

から 品川五 プミ戸jおよび
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Fig.8 i1j，\J :ili"地点 と液状化発~UH，定範囲

SlIrvcycd sitcs and cstim日tcd日rcasof liqllcfaction 

Fig.9 土地条科医|

Land condition map 

た区域と 11二|河道の分可liがほぼ一致することがわかる。昭

和 30年前後に， この 11:1河道地帯は，利根川の波訪日i:J;で、

埋め立てが行われ.その後に水|刊が造成された。また，

この j也 I~ は 1987 ij三の千葉県東方沖地震の|療にも 111~t砂等

が多数発生 し激しい液状化が硲認された地区でもある

(ï~司会田若松. 1988)。匡|土交通省 (2011)が公表する 11豆|

土地盤情限検索サイト jのボーリングデータによれば句

Fig.8に示す液状化が発生した地点 (貰丸)の地質構造

は 1m程度の氷旧表止の下に深さ 8mH'j主までは N1r~1 

1 t!J!J支の極めて緩い{沙居が句 8m~j、深が N1W 10以上の砂

!習が分布している (Fig.l0)。ーブJ守 I山代地区とよく似

た地質構造の呑llY布佐原円 (利根川をはさんでi!...ti代地|更

の対j単に位置する)では ボーリングによる地層付liiliに

基づき液状化発~I の検討 が行われ。地表から 10m 紅度

まで分布する N 値 1~8 の砂層の印刷犬化評価li指標 PL 他

は 27と‘ ii&しい液状イヒの可能性があることが報科iされ

ている(LiAI. 2011)。 このことから. T}~ イ'tlil!. 区におい

ても.深度約 8mまでに分布する砂、シルト 屈において

O 。OB . '-JEふ 10
0.3m 

2 -12 

4 -14 

砂
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Fig. 10 ii9代地 I~ の地質構造

Gcological colllmn at Nishisiro are日

iJii.状化が発~I三 した可能性が高いと:tfU)!i]で、きる 。 以下.こ

の地区で発生 した特徴的な被害について報告する。
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Fig.11 商代地区の液状化水El1(地点祢号 2)

Liquefied paddy in Nishisiro (No.2) 

Fig.12 石納地区の液状化水111 (地点番号7)

Liqucficd paddy in Kokuno (No.7) 

Fig.13 右納地区の'1"央排水路(地点否:号 6)

Main drainagc canal in Kokuno (No.6) 

1) 水田の液状化被害

四代地 1:2の水|干[の液状化の状況を Fig.llに示す。

Fig.8の経線で1111んだ、液状化推定領域の"1:1では，利根川

に隣掠する南側の7J(IJIで、液状化被告が大きかった。水田

の液状化の程度は中~大であった。液状化推定領域の北

側で、は水旧のiil;::1犬イヒの程度ーは小さかった。lf主:lk1ヒの%l伎

が小さい水 IJI の ~W[)で1対日のfノ1:1寸けが行われたが守液状

Fig.14 右納拘l水機場 (地点番号5)

Drainagc pumping statioI1 in Kokuno (No.5) 

Fig.15 試t!ii状況(地点番号 4)

Tesl trench (No.4) 

イヒの程度が大きかったf.Y;iiJ!iJの水1:1:1ではイノl'付け不能であっ

た。国代および石納地区の水稲作付け不能而積は 8311a

に達した。作付けができなかったのは，水IIIの不陸など

液状化の直接被告'に力LIえて，用水供給の起点で、ある凶代

第 2機場 (地点番号 15) が被災し用水供給が途絶し

たことも!京区lのひとつであった。:1ヒi!!lJの水凹では近傍の

排水路から小型ポンフ。でフ1(111への給水が行われ稲の作付

けが行われたが守捌 7J(1的のJJJ;分I農)主が高いため， 一部7](

1+1 で邸告による稲の生育不良が~t じた。

石納地区の水田の液状化の状況を Fig.12に示す。石

納地|支の中央には排水路が縦断しており (Fig.13)。こ

のj)1水路の両側の水間が特に激しく液状化した。*日:1の

液状化程度は I:þ~大であった。地区内の石納排水機場Ji'iJ

辺でも液状化が発生 したが.排水機場のポンプ設備は

逆転可能な状態であった (Fig.14)。石納排水機j劾の近

傍の*旺iでは11'i'，:渠管の試掘が行われた。試掘の状況を

Fig.15に示す。掘削|折田から。深さ 30~ 40cl11の砂混

じりの*旧作土の下に11音緑色の砂層が分布することがわ

かる。このようにこの地区では水l干「ドに飽和した1沙層が

広く 存在する。一方.:{-i五IIH也区の仁1"でも Fig.8に「液状
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化?1l~ J と 示 した利根川沿いの区域では，液状化被害はほ

とんと守発生しなかった。この区域では， Fig.13に示 した

tJI水路をf寵ヒげし 排水路からTfJj'Jcを硲f呆し，稲作がjffi

常通り 行われた。

結佐大角地区の水旧液状化の状況を Fig.16に示す。

水田の液状化の程度は西代， :r石7納'結{ゼ佐'ti左L六角の 3地区ド

でで、最プ大《でで、あり' ほほ全域の水旧が激しく液状化した。こ

のため‘地1:8:企域で水田の作付けができず.作イ寸け不能

T在i積は 75haに達した。

Fig.16 結佐六六j地区の液状化水EI:I(地点番号 9)

LiqllC日cdpaddy in KcssaRokal叩 (No，9)

Fig.17 噴砂により出没した州水路 (地点番号 14)

Drainagcs sllricd by liqllcficd sands (No， 14) 

Fig.18 掛水路の蛇行 (J也}~:r、~~号 8)

Mcandcring of drainagc (No，8) 

2) 排水路の被害

地区内の矧水路では1I1，t砂が羽|水路に侵入し1#1水路

が砂で、埋没する被害が多くみられた。1噴砂で:Utli支した

排水路では通7JCItJTTliiを確保できず通水障害が発生 した

(Fig.17)。排水路は鉄筋コンクリート杭柵工による土留

護岸(相1ft渠)が多く守水路!氏に床板が無い構造のため，

排水路の)まから I噴砂が水路内に侵入し排水路が砂で

坦1まったと推測される。5月の調査時点では，排水路の

砂は重機によって排水路の外に排山されており， t#1水路

は通水可能な状態まで応急復旧されていた。平成 161f二

(2004年)新潟県中越地震では，]ま板を有するフルーム

あるいは L型水路などで¥液状化により底板の破壊や

躯休の傾きが発生 し通水機能の回復が遅れた (浅野ら

2006)。柵渠構造は。|噴砂が水路の!まから侵入し易い反

面， {沙の掛wも容易な構造と 王与えられ，被災後の;;1¥材の

TIj:利n:Jおよび、応急復11:1のための施工住|を高めることによ

か液状化の可能性が高い排水路 I~ 間の水路形式として

今後の改良が期待される。

地区内では;:I;:;lkに激しく i夜状化した領j或がli立められ

た。干ii-状の領域では|噴砂守沈下 段差などの地盤変状の

程度が他の地点に較べ大きかった。;;iや1:1(の領域をm水聞

が通過する地点、で、は排水路に大きな変状(沈下， I手_r句

if!lJ l!:~の倒れ込み，段差) が見 られた。 このようにt)1 水路

Fig.19 j.JI水路の浮上 傾き(地点番号 10)

Upliftcd or inc1incd drainagc (No， 1 0) 

Fig.20 jJI水路のftI!き (地点需号 12)

Inc1incd drainagcs (No， 12) 
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Fig.21 ボックスカルパートに発生した段差 (地点番号 11)

A rclativc gap bclwccn thc box clIlvcrt and grollnd (No. 1 1) 

Fig.22 本体とウイング楼令官[5での引張破壊(地点呑号 11)

Tcnsilc faiIlIre of thc joint bctwccn thc tnain clIlvcrt and thc wing wall 

(No.ll) 

Fig.23 出(-~第 2 機坊の紋有状況 (J1血点番号 1 5 )

Datnagcs ofthc sccond drainagc J1l1tnping station in Nishishiro (NO. 1 5) 

の1(;[1おーの 1~I:J立と地盤の変)1予の大きさの t:日には日Wfll 的な|刻

係が見られた。 1-j納地 I~ で、の排水路の *il i!i二j;l(iJc を Fig. 18

に示す。t-JI水路の梢造は相1I渠である。被災|実問は 10m

f!iリ立ーで、あった。市i!i仏六角地区では約 100mの|えIfl]でり|水

路(相1I1~) が 1m 以」河」ー した ( Fig.19 )o 手上により扮i

7)<.lt告白 1\1オは t~t1~j したものの 5 月の調1f時点では Fig.19

に示すように排水協|人lの砂は排{I¥され 水ltfiの通水機能

は応急的に的:似されていた。 1:lil:"I"-交通省利線機j坊のiJq

!日1)に沿って北から1"{ojに流れる排水路 (柿1I渠)では.約

300mの区間で柵渠杭の傾きやコンクリート板の倒れ込

みが発生した (Fig.20)。 この 12:問では排水路沿いの迫

も大きく上下にうねっていた。この被災区間についても

相1I渠部材の損傷は大きいものの. ;tJ，¥J1I'1I守点では排水路内

に侵入した噴砂はf11出され 水路のiili水機能はJ，t;急的に

目前保されていた。

3) ボックスカルパートの被害

ボックスカルパートや橋など杭による支持が行われて

いる施設では‘杭により施設の沈下がtf[1fli!Jされたため施

設と周辺地検との間で段lJ::がそlじた。i令官r.プミタjのボック

スカルハートに発公ーした段訟を Fig.21に示す。 ボ yク

Fig.24 陶製HE渠管の不l涯と継手での損傷

Uncvenncss and dal1lagcs ofjoints of lInglazcd drain pipcs 

スカルパートと周辺地総との境界で最大 20~ 30cmの

段差が発生した (Fig.22)。 また，ボックスカルパート

のウイン グ部が周辺地撤と共にit下したため，カルノfー

ト本体とウイングの抜合 ;'1: r) が引 ~j~破壊した (Fig.23) 。

杭支持の施設では白胞設と j也!I生との境界青1\に変 JI:~が集 1 .1 .1

し境界古1\に破壊が~I:. じやすいと考えられる 。 -7;. カ
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ルパート本体には不同沈下等は発生していないことから

カルパート本体の構造的な損傷は小さいと推測される。

段差の発生により最も懸念されるリスクは. 111などの通

行の障害や段差に衝突するなとごの事t&:の発生で、ある。段

差の発止が予測される施設では地震発生後の早期の通行

規制などの安全対策と土嚢やアスフアルトを!lJいた応急

復旧方法について今後検討が必要である。また.ウイン

グ部についても縁切りを行 うなと'i!剃犬化による段差の発

生がカルパート本休に影響を及ぼさないような構造の検

討が必要と考える。

4) 用排水機場の被害

rLti代第 2機場の被災状況を Fig.23に示すo 機場およ

びその刷辺に液状化が発生したため，ポン プj坊主主家の傾

き，水路への IJØt砂の侵入。鋼告の支J~( からの抜け H'，し

樋門とポンプ場主~家および機場と ~r~:路の接令部などにひ

び剖れなどの被害が発生 した。構造や質量が5Liなる行/l;ili

物では，地震による応符が;iEーなるため，その桜合音1;に損

傷が集1:1"する傾向がある。P1i代第 2機#JjはjJ!j代の水|干|地

IS へ用水を供給していたが.機場主~家の傾斜，配偶ーなど

のii}tJ(;l.民家の下にパイプラインが配管されており 2次

被告の恐れがあることなどからポンプの逆転はできない

状態にある。現在，四代第 2機場の仁流に新たに新四代

掛;;]<:ti:¥¥'N.bと幹iijjリ11;;]<:MI'fを建設仁1"であか平成 24:q'.1支か

らはこれらの施設により同代地l交の水111に給水を開始す

る予定である。

5) 陶製暗渠管の被害

府Jil~川下流 i(}J半域の水FFIでは.排水のため 111而から

0.6 ~ 0.8m深に陶製附渠管が設iiIiされている。今回の地

震により H白張管も液状化による大きな被告を受けた。11;'，:

渠管の状態を確認するために. ~:~{イよ六角地区およびïJ!j代

地区では試flmおよび包の不|注をiJ!1J1主するためのH音渠管の

縦断iHlJi査が笑施された。試tlFllの結果. 11音渠管には最大

1 Ocm f1Uìの不陸および管の損傷が発~I していることが

f可iftされた (Fig.24)。また. ß~渠管内への I1少の流入な

ととも観祭された (Fig.2S)。地株の変形により 11自渠告に

は不際および、逆勾配が発土1:.しており 液状化水田ではH音

渠管の排水機能が大111il¥~こ低' ご していると枕測された。茨

Fig.25 1情;辰也ーへの11ft砂の流入

In日owof Iiqllcficd sands inlo an lInglazcd drain pipc 

Fig.26 ボーリングデータ地点

Localion ofthc points ofthc boring slIrvcy 

l 液状化中 2液状化大 3液状化無
。
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城県では.液状化水|士|のH青渠についてはすべて新設する

方針で復11二|に取り組んでいる(茨城県. 2011)。

6) 地質構造と液状化の程度の関係

|主|ゴニ交通省 (2011)が公表する 「回土地盤情報検索サ

イト」のボーリングデータをmいて 地質構造と液状化

の発会.について剖べた。枚討対象のボー リングデータ地

点 と液状化推定範[)JJ (赤線) を Fig.26に示す。 ボー リ

ング 1- 3 (純悶 1)とボー リング 4- 7 (範聞 2)につ

いて +Ý~討を行った。 料i牙L を Fig.27 - 28に示す。これら

の結果から.表層から 4- 8m程度ま で N値が 1- 2の

地層が存在する地点では液状化が発生しており 特に

8m %'.J主まで N{rt(I-2の緩い屈が存有ーする地点での液

状化の程度が大きかった。すなわち 商代地区の液状化

においては.地表付近に N{n'i.I-2の緩い砂lgがY=H'rし

その緩いiJ少j召のJJHーさがプにきい地点ほど波;1犬化の発生の可

能伯及び、その程度が大 きい傾向があると推測される。

b 神崎町向野 (調査番号 2)

1'1[1111奇IIrrri刊号は利恨)I[毛i;~~:~:に位直する水 III:l也';;;ーである 。

4液状化中 5液状化無

O 

2 

4

6

 

(E)
制限…

8 

10 

12 

14 

201111'5 JlI と|、 16日に石川査を実!i色した。Fig.29に所l

査箇所および、液状化推定純凶を示す。Fig.30に土地条例ー

図を示す。Fig.30から向野地区では液状化発生地点、は旧

河道地帯に集rl・1したことがわかる。 また， この地区は

i泊代 ・石納・ 結佐六)IJ地区と同様に 1987年のニ[葉県束

力 i'~'地震の|僚に激しい液状化が確認された地点で、もある

(i+j n'，名目1.諾松.1988)。岡野地区の土質構成と 液状化

抵抗ネ F，.他の深度分布を Fig.31に示す (山!日，2011)。

Fig.31から， この地区で、じはti深3栄引ヒり!度支 lロ2m税)度支まで、i液1夜k羽状t化J紙i江u打抗j九L 

ヰ芥F下t円凡.イ{i(な17カがうデ， 1 ιω以]，、下の{砂沙J層回司句 シル 卜居カがfマ平存干毛有在I仁:し 3訓非|ド.子，常j

化の司可e能能.[出1一が7高おい地盤てで、あることがわかる。U以、下， この

地区で発生 した特徴的な被害について組告する。

1 ) 水田の被害

Fig.29に示した液状化推定範|社|の大部分は水田であ

り そのiffiflliはおよそ 20haである。|向野地区の水EEIの

液状化の状況(地点需号 1)を Fig.32に示す。この地|互

のi']<.IIIの液:1;1、化の特徴は!水|干|が全面的に液状化し !噴

砂査が組めて多いことである 。 5 月 ! 日 の問査lI~j: .I.~i、では.

6液状化大 7液状化無

o 0 o 0 O 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

o 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

N値 N値 N値 N値

Fig.28 N iftlとi夜:Ij、化の|羽係 (範囲 2)

Rclationship bct¥¥'ccn N.valuc and liqucfaction in Arca 2 

Fig.29 f，1IJ千子地点と i(~:1犬化発I.ljfí 定範凶

Survcycd sitcs and cstil11日tcdarcas of liquct:lction 

Fig.30 こ|地条件I'RI

Land condition l11ap 
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Fig.31 干'1IJb~r川|古l野の i地質構造と FL {，白 (IIIIJI.201 1 ) 

Gcological collll11n and FL Valuc al Kono (Yamada， 2011) 

Fig.32 ::;乙規模に液状化した*111 (地点存ぢ 1) 

Largc liqllcfaclion 01" paddics (No.l) 

水川に ;:\ ~:;IRに発Eしした I'!~砂がその後の風雨でjJl;lix し 水

III全体が砂漠の線な状態を呈していた。Fig.33に水|卦の

111''(砂状況を示す。11良砂の上には政化木ゃWi二1:'.:J:lUが観察さ

れた (Fig.33)0 1:主化木は肯い樹木の化石であり 11-1利

根川により逆搬さ れた深度 10m松度の砂崩に羽!もれて

いたと推定される。 このような砂以外の地総材料が地表

TfiiにJ1i1t，'1，'，したことは 地盤のかなり i~~fil\で、液状化が発止ー

した可fì~ '1生とÌí~tkイヒによる地指定材料のH良出が4亙めて強い

ものであったことを示唆する。

水 11:1の幹線11音渠(ヒューム 管)の被災状況を調査す

るために試制が行われた。試抑の状況(地点番号 4)を

Fig.34に示す。水111の下の土は粘土 まじりの砂質土であ

り イノf土と下層二l'のIS:!)1jがつきに くい地問であった。

2) 排水路の被害

|古J!J.f(-地区では.液状化tfr定範1[[1の:1ヒイ[[IJにj沿ってiJ可から

東に排水路が{'I'びている。111水路の構造は+mt渠および

Fig.33 地表に噴出 した木化石lおよ び.粘土塊(地点番号 1)

Fossil wood and 11I1l1p ofclay on lhc surfacc Oflhc liqllcficd sands (No.l) 

Fig.34 試掘の状oc(地点番号 4)

Tcst trcnch (No.4) 

Fig.35 噴砂で、t.ill没した水路 o也点番号 2)

Drainagcs suried by liqllc自cdsands (No.2) 

土7Jく路 (農村公|霊!の 1:1:1)である。 この排水路では 地

燃の液状化により約 1kmにわたり.噴砂の侵入，相IIt渠

の傾きなどが発生 した。5)1 1日の問査時点では一部 12:

附が噴砂により埋没しており通水不能な状態であった

(Fig.35)。その後， 6 n 15 1:1の問責'IIW一点では. I~\t砂は7](

路内から排除されており 7J(路i恥j:;jはftJ[いているものの，

通水機能は回復していた (Fig.36)。他の地点(i也点番号 3)
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Fig.36 紛砂後の水路の状況(丸山点若干 0'2) 

Drainages afier discharg巴ofthc sands (No.2) 

Fig.37 排水路の倒れ込み (地1.I.i:番号 3)

Inclination of drainagcs (No.3) 

でもtJI'7J<:Rおの倒れ込みが発生していたが， I沙の初 I:Uによ

り通水機能は|凶復していた (Fig.37)。

3) その他の施設の被害

農村公園では，公闘のトイレ建家 (地点番号 5) と

その周辺地撚との聞に最大 40cI11 税反の段差が~Iニ じた

(Fig.38)。主主家はmo水路iWJがやや大 きく沈下する不IIIJ沈

下が土1:.じていた。 また，この5ill家から 10111ほど離れた

排水路にかかる僑では mと周辺地盤のlIijにトイレ建家

と同様な段差と損傷が発生していた (Fig.39)。これらは，

結佐六角地区で発生したボックスカルパートの段差 と問

じく杭支持された施設の沈下が抑制されたために発封e し

たと tfí~ìJ!1jされる 。 ただしこの建家ではボックスカルパー

トでは見られなかった不同沈下が~Iê じており 液:1犬化が

発生する地区では.直接基{控などの杭形式を含めた施設

の沈|ご対策の検討が必要と考える。

C 取手市大留，手Ij根市布川，栄町北(調査番号4，

5，6) 

小貝川と利根川合流地点l、付近の 3地区の被災状j兄を間

査した。部Jjfj'(ま 2011if二4月 24EIに行った。常磐線がノl、

只川を波る小貝川鉄橋を起点、に，小只川と利根川の合流

点、を経1'1]し。ポ1]1長川沿jぷの栄111]北まで淵査 した。制託

Fig.38 トイレ建家に発~Iー した段差 (J也点喬号 5)

A relativc gap bctwccn thc pllblic lavatory and grollnd (No.5) 

Fig.39 橋の端部に発生した段示 (地点番号 6)

A rclativc gap bctwccn thc bridgc and grollnd (No.6) 

地域の微地)I~ と過去の液状化履H11地点を Fig.40 に示す。

図1:1:1の il923.9.1Jと表示 された青いプレスマークは|拘

束大震災の|際に液状化履服地点である(若松， 2却01日1)μ 。
また 有微投j地血7形|杉三の分1布1)についてはJ池也設震.ハザ一ドステ一シヨ

ンカか、ら kn川1

{術|ト向I'jl研り冴「究所， 2011) 0 Fig.40からll¥(手市大切 (間行番号会 3)

は後背混地に，利根川 ;;{JJ 川(剖査番-~~' 4) および印Ifm郡

栄111]北(調査番号 5)は自然堤防に区分された微地形に

属することがわかる。

1) 取手市大留(調査番号 4)

大留(おおどめ)地区は小貝川の右j華に位 iê~する 。 小

貝川の堤防沿いの水凹および宅地約 2haが液状化の殺は?

を受けた。Fig.41に液状化発生推定区域を示す。Fig.42

にゴ地条作|図を示す。液状化の領域は， 才一地条件分類か

らは.氾Ü~r~平野， I~I?:長堤防に属する 。 |手|土交通省の問土

地盤情報検索より入手 した液状化発生地点、近傍のボー

リンク''1t:1犬図からは守地表而から 1~ 4， 5111 に N 値 2~

3のシルト )IT!， 4.5 ~ 6.5111 に N イi~( 5を越えるシルト居

8111より深くなると N他 lのシルト質粘土が有三在する。

また，同ボーリングデータから地|二7J<:iiLは 7月の観iJ!iJ1fr[

で地表前|から 0.5111と4血めてi支い。このl也|べでは 内|刻
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Fig.40 調査地域のi放地形と調査地点

Rclationship oflocalions ofsllrvcycd sitcs and ll1icrotopography 

Fig. 41 iI~状化発少傾tix

Estimated area 01" liqllc t~lction 

Fig.42 土地条例 1;;11

Land condition l11ap 

Fig. 43 ìÎ~状化した水IE/

Liqllc日cdpaddics 

ら (2011)の現地調査が行われており 採取された噴砂

の絃肢は均等係数がノトさく. r特に液:1)(化の可能性があ

り (液状化判定 A)Jと判定されている。 また.小貝川

の弁liギーに位 iiiiする 11ごli可道地ff/では液状化の程度が小さい

ことが報告されている。

地区内では‘水FFIの1I1¥t砂と電柱の傾き (Fig.43) 道

路の亀裂・陥没 (Fig.44). tJI水路への砂の侵入および

排水路の汗J二 (Fig.4S ) 守おl 水路1WJ監の 1~;IJ れ込み パ イ

プラ インの損傷などの被災が比られた。調査時点でパイ

プラ インについてはjJ立と背を別いたI.t、急復旧が進めら

れていた。 また. 1[11J挫の倒れ込みが発生した排水路で

は.木製のt;JJ梁を設i註した1;仁、急復旧が;止められていた

(Fig.46)。

2) 利根町布川1(調査番号 5)

オi}11 (ふかわ)地|ぎは利根}IIの在)$に{立i!5:する水111地

;:I);である。被災発当地点を Fig.47に示す。ご卜一地条件|玄|
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Fig.44 道路の陥没

Cavc-in on thc road 

Fig.45 釧水路の浮よ

Uplift of drainagcs 

Fig.46 木製切梁による如水路の応急復旧状況

Rcstoration of damagcd drainagcs with wood巴nslIpport strllts 

を Fig.48に示す。木地|メーでは. 利根}IIのJJII;)jが 460111に

わたり沈下し。堤イヰに亀裂句はらみだしなどが発止 した。

川去の法IITiに発生 した亀裂を Fig.49に示す。危裂から

は堤体材料と忠われる iI少が観祭された (Fig.50)o }II ~z 

の河川敷には多くのl卯l少がjr許認されたが 川裂の水山地

;!日ーにはIII，tii少はほとんど観察されなかった。このことから.

排水路が位i記する川去の水l干|では団代地|ヌーなどのように

大規模な液状化は発生 していないと抗?とされる。

川裂のJJf-:I;)j 11; Fi.に沿ってコンクリート 矢板誰jギj:1[:水路

が設けられていた。j}l'水路では.堤防法尻古11のはらみだ

Fig.47 調査地点

SlIrvcycd sitcs 

Fig.48 土地条刊|支l

Land condition m日p

Fig.49 jノ:[ltJn:l;[i百のf色裂 (J1140

Cracks on thc slopc of thc bank (on thc sidc of thc Jandward) 

しによる慌HJを受け 矢板の倒i'L込みなとの損傷が発止

した (Fig.5 I) 。 矢板 ;;lll~~ の損傷は 矢板本イ本. 笠:コン

クリートの 1111 げ破J:jÞ~などが制学長された 。 Fig.52 に 1111 げ破
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Fig.50 亀裂から観察された堤イ木材料 (J11裏)

Cracks with a step and bunlくl1latcrials(on thc side ofth巴landward)

茨城県利根町布川

Fig.51 コンクリート矢板)，¥;1排水路の倒れ込み (JIIJ，iO
JncJination ofconcrctc pilc drainagcs (on thc sidc ofthc Jandward) 

Fig.52 笠コンクリートの損傷

Cracks of thc concrctc cap 

j哀が発~I ーした笠コンクリートを示す。 堤防から矢板型水

路に土上I~が作m し水路壁が水路内側に変形したが‘柵渠

の杭により水路が回定支持され， Fig.52に示すように杭

の部分で笠 コンクリートが山げ破壊に至ったと推測され

るo 笠 コンクリートが設置された矢板ii;JJ水路では，質量

が大きな天荒iiの笠 コンクリートに慣性力が集Itlし， 矢板

の倒れjるみによる被告が発生 し易くなると 考 えられる。

二五圃孟f予三開園圃圃圃園田空

目誌と立平一 . 
ー単.主主三?セ~~叱思 1"・・・U '桂三一三と三主主主ニ三三一ι!Llia
~~ I圃・・・・・・・・・・・・・・・・与ぺれ〆 ¥γ，‘

- 冷ミ冷込丸丸町一ふ;
圃凪弘、1ず 守、 【-fzy ，hd・-

Fig.53 捌査地点と液状化発生J的目¥D:I!fl
Sllrveycd sites and estil1latcd areas of liqllcfaじtlon

Fig.54 土地条例 区|

Land condition l1lap 

このような損傷形態は平成 16年 (2004{I:.)新潟県 rl'l越

地震の|際にも観祭された(浅肝ら， 2006)。 なお，この

地区では，羽|水路内への1I11t1i少の侵入などは発生 しなかっ

たため， 矢板の損傷が発生しでも排水路の通水機能に低

Fは見 られなかった。

3) 印洛郡栄町北(調査番号 6)

栄 1111 北地 1/ は利根川の ~:iri'・に位置する水山 宅地地

借である。被災発土地点、を Fig.53に示す。土地条刊|安|

を Fig.54に示す。液状化は Fig.53に示す領域 Aおよび

Bで発生 した。地区内には，11:liiiJ]草地;市である四ツ谷地

区があるが f，J[J攻Aと重なる 一部 区域で液状化の発生

がはられたものの 液状イヒの H~度は小さかった。 領域 A

では水間への111:¥砂が認められたが.その程度は小さく守

水仕上道路などの不|役 亀裂もほとんど観祭されず守農

業水利施設の;負傷 も比られなかった。 また句電柱の傾き

も見 られなかった。i夜:11¥化の程J支が小さいことから.調

査11寺戸、ではレーキで|羽田を均し.代かきの準備が進めら

れていた (Fig.55)。一方，領域 Bでl之 帯状に地直lの

f色裂句 l噴砂が発生 しており. *111.道路などの陥没号電

柱の{li'[き. tJI水路への噴砂の侵入などの被告ーが観察さ
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Fig.55 液状化水111と代かきの状況 (地，占番号 1) 

Vicw of a soil pllddling of a liqllC日cdpaddy (No.l) 

Fig.56 領域 B でづt~I ;. した'fU:材、のI1Pl砂 (地点番号 2 )

Strip zoncs ol"JiqllCficd sand (Arca B) (No.2) 

Fig.57 水旧に発生した相状の1I賞砂 (地点喬号 2)

Strip zoncs 01' liqllC日cdsand on a paddy (No.2) 

れた。Fig.56に上空からみた亀裂および1噴砂の;Iki}cをポ

す。 この地域の液状化の判徴としては，地表Tuiに大きな

亀裂が発生し その亀裂に沿って IIJ~tii少が発~I: しその領

域に地盤の変形も集lいすることにあった (Fig.57)。激

しく j夜状化を起こした怖，:;1火の符[J或を道路 水路などが1質

附する地点、では 水路や道路に段差の発~I ーによる損似が

見られた。 また 排水路の一部は1I1~li少で'J1Ui;.tしたが. flJfJ 

ヂ刊l守点では砂の郊1+'，を終え.応急復旧がなされていた

Fig.58 侵入した:1砂を掛けlすることでj之、急復旧した初水路

(地点番号 3)

Restoration of drainagc with dischargc of thc sands (No.3) 
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Fig.59 ，iW:rtd区iFYj'とiIi;lk化trijEij'!ii.1剃

Sllrvcyed sitcs and cStil1lHlcd Hrcas 01' liqllcfaction 

(Fig.58)。
d 香取市大島(調査番号7)

大島地IRは横利根川の右岸にイ立i註する水111.宅地地帯

である。20I I 11'-5 )~ I 1:1に制査を行った。液状化の発

生範幽. 被災関11'地点および千葉県東方沖地震における

液状化履厭地点を Fig.59に示す。土地条件図を Fig.60

に示す。 Fig.59 と Fig.60 から液状化発生推定範|持|と I~I 然

堤防の分布がほぼ一致することがわかる。また 地区内

に液状化版Jlf地点がjifu;i~、で、 きることから守今回の液状化

が阿波状化であったこともわかる。大島地区では 道路

陥没.電柱の傾きなどが制策されたが被災の範|蛙|は|決定

的であった。水旧の液状イヒの，WJ支は小さかった。液;Ikイヒ

した;Jc凹の様子 を Fig.61に示す。 この水FHではl噴砂の

発と1:が古11分的であったため ロータリーお|彩、により 111Tm

を均マ|正化 し 代かきの準備が行われていた。地j或内では
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Fig.60 土地条件図

Land condilion日lap

Fig.6“液I夜託矧;1)状j犬=化したy水k旺旧1(οJ地山也.'乃!

Li叫gllC白cdpaddy (No.l) 

Fig.62 掘り出された相111液のコンクリート板 {地点若干守2)

Excavalcd concrctc platcs llscd in concrcle pilc canal (No.2) 

排水路(有IIJ渠)の倒れ込み守水路内への噴砂の侵入も発

生 したが 被災が発主|二したのは地域のごく一部であった

(Fig.62)。地区内では m水不足からtJl水路から給水を

行 っている水|干|が散凡された (Fig.63)0 iMJ京小学校横

では1[11I¥50cI11程度の亀裂の発止および校庭での激しい1II'l

Fig.63 排水路から水汀lへの給水 (地点番号3)

Watcr sllpply 10 paddy ti'0111 drainagc (No.3) 

Fig.64 校庭に発生した亀裂と!1ft砂 (地点喬号 4)

Cracks and ligllCficd sands on thc Schoolyard (No.4) 

Fig.6臼5 道E路告のW陥陥i'!{没支筒所 (:l地也也.'点l

Cavc-in on t出h巴loa以吋lC吋d(No.5) 

砂が認められた。 この地点は地|文内で、は地盤の変状が大

きな地点であった (Fig.64)。千葉県束力 沖地震で液状

化が発生した地点近傍では道路が約 100111にわたり陥没

していた (Fig.6S)。 この道路陥没地点周辺の氷旧は作

付け可能であるが。地区内ではi良も江主状化の私')立が大 き

かった。
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Fig.66 調査箇所と液状化推定範閤

SUl'vcycd sitcs and a cstimated a1'ca of liquclaction 

Fig.67 .u血条件関

Land condition Illap 

Fig.68液状化した水旺1(Jil!.'主寄号 J)

Liqucficd paddy (No.l) 

e 香取市一之分目新田および北割機場(調査番号

8，9) 

一之分 1=1 (いちのわけめ)新 IIi:l也 I ~: は利恨川左1$ と外

浪逆imに挟まれた水111. 宅地j也知である。20II i1'-5月

18日に調査を行った。液状化推定純阻1. 調資地点およ

び液状化履暦地点を Fig.66に示す。 また.土地条約一図

を Fig.67示す。Fig.67から液状化が発生した純|剖がほぼ

旧河道J出荷と一致することがわかる。この地域での水m
の液状化の程度は小さかったが. Fig.66に示す地点零-5

1 ~3 の地点、など部分的に道断陥没.電柱の傾 き 堤防

の沈下などが制祭された。市tiJ夜地Al、lにおける水l士|の彼

状化の状況を Fig.68に示す。水 1+1の液状化の程度は 1'1_[

Fig.69 道路陥没の状況 (地点番号 2)

Cuvc-in on th巴load(No.2) 

「一明照明
lJlIQ 

車 岨

Fig.70 北芸Iml水機付近の堤防の沈下 {地点番号 3)

Scttlc111cnt ofbanlく山 oundthc Kitaw山 ipU111ping sta!ion (No.3) 

Fig.71 柵渠の沈下・傾き (;1ヒ制羽1'*機付近) (地点場号 3)

Scttlc111cnts and inclination of thc conc1'ctc pilc canals (a1'ound thc 

Kit日wa1'ipU111ping station) (No.3) 

であった。また 制査地点 2における道路陥没および電

柱のfff(きを Fig.69に示す。百lI，j査番号 3の北荊m水械で

は外浪逆irliの堤防の沈下. j ~ l '水路 (相Il}渠 ) の傾きなどが

観察さ れた (Fig.70. Fig7t)。

f 神栖市賀(調査番号 10)

賀 (が)地|ズは外i良j羊iillに前iする水 1:1:1地，ii;:である。

20 II千1'-5月 18日に削査を行った。液状化指定範刷 捌

査地点を Fig.72に示す。Fig.72に示 した純附|村には液状
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Fig.72 訓読箇fiJrと液状化推定範閥

SlIrvcycd sitcs and a csti1l1atcd arca of liqllcfaction 

Fig.73 土地条件凶

Land conclition 1l1ap 

化履歴地点は存在しない。Fig.73に土地条件@を示す。

土地条件関には Fig.72の液状化推定範|註lを刻、放でw:ね

て示す。水間が液状化した領域は株高 1- 2mの後背IJ11

地 (背色)に分子;j~i さ れる 。 後背沼地の|佐官!IJ には標高 5m

~~j~度の砂川十It低台地が広がる 。 Google earthの航空写'立

からは この砂川、問:台地ー伯;て、液状化の発生が何li認され

た。-7J. Fig.73に示 した外j良逆浦に沿った干拓地.液

;1 :1'1ヒ発~I:.地j戎以外の後背湿地で、は大;lJLW~ な液状化はH(li認

できなカ、った。

液状化した水 間 (Fig.72の制査喬号 1) では 長さ

150m. 1¥1日カヲ設ブミ30cm程度のF色裂. 亀裂に沿って1I!，n沙お

よび、|噴砂nが'li;:状に分布していた (Fig.74)。 また.7fi十;1:1，

に分布する l践砂桁と1Ir:~llIlが交差する地点では.約 20cm

の段差が観察された。l噴砂1-¥の1:1"には直径 5111を越える

大規模なものも 存冶二 した (Fig.7S)。水111の多くでは約

Fig.74 結状の亀裂 -噴砂の発生状況(地点番号 1) 

Vicw ofstrip zonc ofcracks and liquc日cdsands (No.l) 

Fig.75 大規模な IIßt(ij; ~l (地点呑号 1)

A largc holc of sand boils (No.l) 

Fig.76 フルーム排水路の傾きと水路l人lへの砂の佼人(地点番号 2)

Inclination 01' filll11C ca川 15and infiow of liqllcficd Sand5 (No.2) 

20 ~ 30cmの不|注が発生しており。 IJlf({jのほとんどが砂

で夜われた水旧 も見られた。このような水!日での液状化

の{!Y肢は大とifT.定された。水路の被毛?としては フルー

ム型!排水路の傾きと水路内へのH抑少の侵入が観察された

(Fig，76)。液状化水EI.Iの傍らには 21mの温室が設問され

ていたが. ~.悲;n礎産の不|付同T吋リ出i沈尤下 なとどεに より JιjI;

が児られた。i波{夜主矧j状犬化y水'J(く|汗問干刊lてで、は. 今年度の稲の作付けは見

送 られた。 その)瓜凶は，水日 l の復 1 [1 に土木=[ ~J'iが必要で

あることに加えて白 ノfイプラインが破損 したため.m水
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の供給ができなかったことに よる。

g 河内町余津谷(調査番号 11)

余岸谷(ょっゃ)地|メーは商代・石納 -結佐六角地区か

ら西に 5kl111~i!離れた利恨川左 itp: に位置する水旧地作:で、

ある。この地区では，液状化により石綿管に大きな被告

が発止した。 ここでは • ~:i綿唱の被筈状況について報告

する。

1) 液状化地区における石綿管の被害

余津谷j也区では11:li可i草地帯に大規模な水田液状化が発

~L: した ( Fig.77 ) o 夜状化により石綿f言主任にもプにきな被

;与が発生 した。地区では}:Ij水確保のために応急復IEにじ奇i

がR施された。使用されていた石綿管の信任は 100-

400111111. 1;I;17J<.];:は最大 0.2MPa程度である。石綿笛は11日

午1140年代に施コーされており供)fj年数は約 40{r:である。

1~ILI コ :~i の|際にli'úi認された石~:lH ~~ì: の漏7](i'i1i J9Iを Fig.78

に示すoFig.78には石非111fiぎの配水区域を背線で 液状化

が激しかった液状化水旧|ヌ一城 (111 iflI "e;j低差 :t5cI11以上)

を桃色総で? 土地条件閃からtff定した液状化推定範囲を

約五jj!で記入した。 全長 5.7km の石品m~n 路では 82 箇所の

漏水i-:6iIYI'が発見された。ikJi7]( iiJ所は Fig.78に示すよう

に液状イヒ水 FFI 区M~に集 1:1" した。 i夜状化水 |土l 区 域では地主主

変 :Ik も大きく，行中liif斤にづt~l ::.する京 ) 1'; . J.t、力も他の地点

Lこ ;1皮べl';~大することからイーl 創il結:の損傷と漏水が集 1 -1" した

と指定される。 右主:g i~r Ik ll1 当 たりの 1~:の被告・件数を被

存率と H干ぶ。余i11土谷地Izs全体の被害ネが 14糾/kl11であ

るのに対し 液状化水田区域の被告・ギは 52n. /kmと地

13:全体の被害卒の約 3.7怖とな った。このように 液状

化が発生したJ也慌では石判官:の被告弓が主'.増した。ーブi

平成 71f (1995千[:) 兵庫県南部地震における水道m~イ

判官の被害率は 2.6何 /kl11と報告されている (厚生労働

省。 2007)。液状化水IJIの石市ii符の被告.率は兵庫県阿部

地震の被答不の約 201作と極めて大きし、。兵庫県賄{1:[)地

Fig，77 水1:1:1の液状化

LiqllC日cdpaddy OCCllrrcncc of walcr Icakagc 

震の不l 前ii管の被害率は良好なj也株での被害件数を含むイi~1

であるが.余i~土谷J也 IRの液状化水 III における被害卒は液

:Ik化が発生 した地盤における被害葺‘である 。 fJ"i~主主主J也 |互

における被害率が非'iHに大きな他になったのは，液状化

が発生した余w谷j也l支の地推変位・変形が兵庫児科Hfli地

震のそれにi絞べて格段に大きかったためと-tfiiiJ!lJされる。

さらに，石iTii管の耐震tl:.が低く.管のKei'irによる材料劣

化が激しいことも被街をJJ1、大した安凶の lっと考えられ

る (厚とlて労{励金i. 2008)。
2) 石綿管の被害

地区内のj也2主によるわ締官の級制状況を11{t認するため

に. 4 信mrで試iJu: と信 m*W!i~:j のij:lfflÎ']ÎìJ!lj量がわ:われた。 泊

料符の縦lHi-il町長結栄から.地表前iに段差が発3ごしている

区Ilijではi也11'の訂正lilt古にも縦断力，rrrJの段差が発と1:.してお

り。 地I-j"の石市ij管の変形と地表的iの変状には制相|的な関

係が見ら れた。 地表前| に段誌が発~I:. して いる 50m の|豆

11¥]における地!.J-'の石綿告の上下移動置の差は約 80CI1lに

達した。このことは 地表iinの変状が大きな場所では地

O パイプラインの漏水確認箇所

Fig，78 T一liAlit-ノTイプラインのf応水f，'li'fi2信jf:ii-

Locations of 、、/31erIcakagc of asbcsloS pipcs 
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Fig.79 校管への分岐部での{府水 Fig. 81 ;日制i11奇のせん断破壊

Watcr I巴akagca! thcjoint ofbranch pipc Shcar failurc ofan asbcstos pipc 

Fig.80 カラー継手前;での省の政けだし

Joint cxccssivc cxtrac!cd in a conncc!ion ring Shcar failurc 

1' 1" の管路の変JI~ も 大 きい司 能↑'~I を 示す。 試-11m で観察さ

れた右新};1~1:の破損形態を Fig.79 ~ Fig.81に示す。Fig.79

は管の分岐位置におけるカラーチーズの抜けi-I，'，しと漏水

状況を示す。Fig.80はパイプ紺:ぎ手古1¥分におけるカラー

の抜け1.1¥しによる漏水状況を示す。主?の継ぎ手および分

|岐部分には地震 よる管の変形が集1:1]するため，破損が発

止 し易いと考えられる。管の耐震性を向上させるため

には，継ぎ手古1¥および分岐部分の強化が必要と考える。

Fig.81はせん断破壊した石市iJ管を示す。せん断破壊した

管周辺の地位が大きく変形している様子は試掘では確認

されなかった。 このことは，地獄に発生するわずかな変

位によって祈綿管がli&:損する可能性を示11変しており，石

綿官のi耐震性の{止さを表すものと考えられる。

V 考 察

1 液状化の発生と微地形の関係

地盤に液状化が発生すると水路の地震リスクは増加す

る。地震リスクを低下させるためには.液状化発生地点

をあらかじめ予測し水路の減災対策を立てる必要があ

る。栄松 (2011) は過去の il~;IJ，化発生Ii量}怪を分析し， ゴ『

地の微地JI~および過去の液状化Ji出走が液状化の発止と限j

係することを明らかにした。Fig.82に新松 (2011) が作

成した微地形および液状化履府、と 今回の調査地点の仁1"で

大規模な液状化が1!ui認 された地点を重ねた図を示す。11:1

j町通 自然堤防Jに属する微地形および過去の液状化履服

地点 と今回の液状化発生地点が良く 一致することがわか

る 。 このような微地JI~の情報に対象範 11(1 が盛ニ1.:，主H立

てなどの人工地羽生で、あるか有かの情'iliを付け加えるこ と

で.液状化発公予iWj1'i!i l:(tを向|ーさせることが司能と考え

る。 しかし。ある範!却におけるi夜状化の可能性が示され

たとしても.その範回|内を通過する水路のどの区間が最

も液状化の紋答 リスクが大 きいかについて.これらの悩:

減のみで予測することは悶郊である。今!日!の刑訴からも

IYJらかなように，地推が液状化した均一介の水路被害 とJ也

撚変状の I ItJ には日II~ 手 11 的な関係がある 。 このことは.最も

液状化の桔!I主が大きくなる範|祉|を予測することで 水路

の被告が大きくなる 区間!の予iWJが可能であることを示

す。地般の液状化の税j立を判定する 方法については句 JJL

宅L-_研究が進められているが，地fl定を非{政JÆJ に広j-fr長 I~IS に探

査できるII、で'IJ，s ?l5zi主!支を j 日し、たま間波f~~1i'から表陪

j也1併構造を求め液状化の程度を予測する手法 (鍬|士lら，

2011 )守常時微動計iWJ結果から地撤の液状化の程度を推

定する手法 (1判4ら， 2011)などが有望と考えられる。

2 開水路の地震被害の特徴

開水路の地震被害に関する報告では，被害と J也般の

関係が指摘されている。液状化が発生 した場合の水路

被害の幸[if--としては 11日干J]58年日本ilij:中部地震 (秋田

県 1985)，平成 5l:r:. (1993年)北海道南iLlii'jl地震 (安

lやら， 1995).平成 16年 (20045j・)新潟県中越地震(浅

野ら 2006)ー平成 19年 (20075j:: ) 能登 ~I' 鳥地震(林

旧 ら， 2008)がある。液状化以外の要凶による水路被

害の報量iとしては， 平成 7:¥1三兵庫県間部地袋(兵庫県守

1996) 平成 19年 (200751': ) 新潟県 ヰlj包~ìlll 地震(森ら。

2008) 平成 20年 (2008{I':) 岩手 ・宮城内陸地震 (常

住ら句 2009)がある。
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Fig.82 科技J也)1:'とi(主:1犬化による7)<路抗日おの関係

lミclationshipbctwccn thc OCCl1rrcncc 01' canal dal1lagc dl1C to liqucl>lction日ndthc distribl1tiOIl orl1licrotopography 

a 地盤の液状化を要因とする水路被害

これらの rl~fï' から 液状化が発~I した場合の水路被害

の特徴をまとめると次のようになる。

(1)日本海中部地震では 震i)J;(に近い秋日|市 背森県深

;i!ir!Jで震度Vの焔援を制;WJし。 1=14:-:yii}:に市lした能代rli周

辺 大潟村 を1.1-1心とする 11ごIJ¥.E!I¥仰において1m水路の被答

が発生した。被告'は，軟弱地位地|互に集1:1:1し大潟村

二F- i1Î地の被告ーが:1'正一大であった。 水路の被災 :)I~ !i.~ として

は. コンクリ ート 矢救出水路の1i・IJi1. j企み‘ コルゲートフ

ルームの汗ーき Lがりなどが多く先生した。ープJ. 水路本

体が破壊した被害は少なく 液状化なとごのj也f!症の変状が

似!主!となり水路に沈下.fliiき 水路への土Ii少が発~I し

i邑 *1析的1がllú;1~lで、きなくなる被告:が見られた(全~1干|県

1985)。
(2)北海道下旬凶沖地震で、は 下旬ni:i市近郊に位↑Eーするつc野

地|夫幹線水路で、ブロック償み水路の崩落. L型ブロック

水協の倒れ込み， 同地部における食い違いが発生した。

被災が徒主|ごし た*J~の地主主にはゆるい砂l習が存在してお

り この砂JEEが被災H;ll主|のーっと1ftiEされている (安1-1.1

ら. 1995)。

(3) 平成 16年 (2004年)新潟県"1-1越地震では 液状化

が発生した地区の水路被害?が科大であった。液状化発止

地区では。水路本体の損傷がil珪微であっても‘周辺地主主

からこLIi少が水路内に流入するなどして通水性能が低下す

る事例が多くみられた。一方。 il記状化により水路部材が

(liHEiした被手:は少なく . M:損傷の音I)~オは再利川された。

液状化の発牛カ{)W:い地点における水H負担{毎としては白7l<.

路1!!IH立の1111げひび割れ 鋼矢板水路のWUH~などが発生 し

たが このようなli'i1むにより通水障害が発生したj地点は

少なく，応急復11ご|により迎水が可能であった(浅野ら。

2004)。

(4 ) 能丘二1!:I!~j地震では，砂 IJ..地JJU- ー|一桁 i也，担l立地といっ

た地撤が良好でない地点て、相J!来の倒れ込み，フルーム水

路の 1=1地に聞きなどの被災が発生した。水路被告の状況

は m}~オの破壊は少なく。地総の変形により m造物とし

ての)15;1犬がキH持できなくなる (U宇治継|三|の聞き.相111渠

のコンクリート板の脱落)損傷が大部分であった (林Ifl

ら守 2007)。

b 地盤の液状化以外の要因による水路被害

-.H液状化が発生しない場合の水路被告をまとめる

と次のよ うになる。

( I )兵庫県南部地震では 民業用水路の被告は東掃地 I~

と iH~刊誌に集 1 -1.1した 。 東+ifr地 |互においては 水路のほと

んどが管水路であり |羽水路の被害は少なかった。一方.

淡路島では.水路近傍の7:1.;H1i juj iまによって多くの開水路

が被災した。被災した水路は 山地の法百lに隣接するも

のに多く 平j也に設i泣きれたものは被害が少なかった(兵

)."1県. 1996)。

(2)新潟県小越il/I地設では。柏崎市内を中心に1m水路の

彼等が発生した。 士山総に液;1火イヒが発~I-， していない水路被

答の~"i1肢は 現!J}j打ち三而張り水路に発生した 1=1地部の

損傷であった。 1=1丸lli'，:11が1'l=t似した7](路では通水性能には
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大きな低下は見られなかった。この他に 1 コンクリ ート

榊渠のiJiJ務，コンクリ ー卜 2次製11111のel地のずれも 見ら

れた。コンクリート 2次製品については躯休自イ本の破損

が少ないため，復旧に際しては既設躯体の再利JlJが可能

であった(森ら， 2008)。

(3)岩手 ・宮城内陸地震では.岩手県一ノ関周辺の水路

被害調託が行われた。この地震では，地盤災害が多く見

られ.水路の被災も水路部材の1政損など栴造的な被災は

ほとんどなく ι 斜而崩壊やトンネルの孫舷などの地盤災

特に起因するものが大部分を山めた。=r:な水路被災とし

ては，斜面崩壊に よる水路トンネル山人り口での水路の

二l'砂によるJ盟没 7J(~í'rトンネ ル内部の崩携であった(常

生j:ら，2009)。
C 地震による水路被害の特徴

主j、よ述べたI:jf.J水路の既往のi也J実被災事例から.地震に

よる水路被告の特徴をまとめると，次のようになる。

(J)震度 5以上の地震で、は水路に損傷が先生する可能性

がある。

(2)地震による水路の損傷は地盤条例と管抜に関係す

る。液状化や地盤災住の可能性が高いJ也撚条件では， iill 

lJ(院予:告に主るよう大きな被告が水路に発~.する可能性が

前jい。ープ)，良好な地盤では週水|涼答に至る大きな被告

が発公ーする司 自~tl は低い。

(3)水路の周辺J1l!鮮に液状化や糾ilii崩壊なとの大きな変

状がと1':じると 水路が梢造的に健全で、あっても.水路~IX

休に沈下 (fflき 周辺地鰍との段張 水路内への二i寸断れ

人などが発~I: し通水機能を喪失する場合が多い。一方

水路側壁の illi げ破壊守継 1:1青1\の ~~Ij ?存など水路i'~:I)材の構造

的な弘行あが1)1.5少、で発土|ーしても ー通7J(!iiyl: ~f!~: の ljjL 困 となるこ

とは少なく:@水機能の損失ーに主ることは少ない。

このように.地震による水防の損傷安Itlとしては.①

地震動の大きさ‘ ①地位条件. ③水路Wi造の 3つを考慮

する必裂がある。

3 水路などの地震の損傷とその対策の考え方

a 排水路への噴砂の侵入

今回|の間M査から j氏似の1!!f，ぃ相II}渠。矢板型水路が設i宣

されたJ也41誌が液状化し噴11少が発生すると 1I1~t砂が水路内

に侵入し，最思の場合は通水|笥告が発生するこ とが明ら

かになった。t-JI水路の一部ではIJI而に IJj!tLUした砂が風m
により排水路に侵入したケースも見られたが大部分の

羽|水路では Fig，83のように、地撤の液状化により水路

底からl噴砂が|吹きょげるように水路内に侵入し 矧水路

が埋没したと考えられる。 J~H反の無い水路ではこのよう

な|民砂の侵入を防ぐ ことは極めてiIiliしい。l噴砂の侵入を

防ぐ方法としては?たとえば水路j氏の土Tf材料 をセメン

ト系附化材料などにより 1'&1化する対策が考え られるが，

水路j立を|官|化する ことによ り.流動化した地羽生材料の圧

力がli~1 化された水路氏全体に作用することも fJ:l，定され.

その場合 . 水路m~体の ì:r上 ・沈下 傾きが発生する可能

コンヴ')ート板

合

J へい/
Fig.83 JJI水路への噴砂侵入の想定図

AsslIl11ption figure of the inflow of liqllcfied sand into a concrctc pilc 

drainagc canal 

世もある 。 判に ;i~;1犬化の程度が激しい地点ではその傾向

が著 しいと推測される。間化を行う場合は，地下水位

液状化発と1:.1習の位置及び層!早などを考慮した対応が必要

となろう 。一方.~~)水路に侵入 した砂は被災後 1 - 2 ヶ

)Jでま(機により水路外に4JI'11'，され.排水路は完全とはい

えないまでも iill/J(tt能を回復した。このことは句相11渠や

矢板WJ7Jく路は，砂の侵入に対する抵抗力は小さいが. 1[1. 

J則復旧.)立には優れる構i主と考 えられる。+lIIltR，矢板術j査

のm'水路への1I1't11少の侵入対策としては.これらの仇:逃が

不iーする 早 期j復 1 1:1性を生かし。 w傷後の ì~，:I )材の pj 利mttを

高めるとともにlJi;機による砂の閉山が行い易い梢造を検

討する必要がある。また。梢j丘町l以外にも 砂のtJi'LI:'，を

考慮した道路設計なと手応急対策のイイバIiIJの佐保も1fT.安な課

題と?号える。{'i同オのI有利用を許l'るためには コンクリー

ト板を短スパンかつ，)産量化し t， I\~~ の損傷をで き るだけ

少な くする 地総の変形に追従可能な靭性のfJJい材料を

使用するなどの方法が考えられる。

b 液状化による水路の浮上3 倒れ込み

今|刊の地震では、有111渠梢迭のjJ)水路において水路躯休

の浮上 官!IJ t:I~の倒れ込みなどの被告ーが先生した。 水路の

浮上.倒れ込みのl原因の想定|送|を Fig.84に示す。液状

化により地羽生材料がiA[到したとすると 水路~I~休にはじ|

霊を除けば Fig.84に示す 2つの力が作用すると考えら

れる。すなわち 浮力と流動化した地推材料ーからの力で

ある。液状化した砂の管肢は 1.8- 2.0g/cnr;と考えられー

鉄筋コンクリ ー トの1創立 2.5g/cl11"に比べると小さい。浮

プJと匠Iw:の釣り合いのみを考えれば 底板の無い柿I}渠は

沈下し 箱型補造のフルーム型水路は液状化の範聞， 1勾

水位などの術主条件によ って災なるが浮ヒあるいは沈下

する。いずれの場合も作用外力として浮プJのみを想定す

れば水路は均一に沈下または坪上すると考えられる。と

ころが. 今回の柵涙形式のt-J)，水路では 水路のj}，似IJの↑HlI

控が持ち上げられるような損傷形態が何カ所も観察され
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フルーム水路 柵渠

¥ 地盤材料の田川 流動化層からの力

Fig.84 水路の浮上 倒れ込みのJjj(悶の想定図

Ass山 npllon自gurcof lhc C311SC ofthc lIplift and inclination of a canal dllc 10 Iiqllcfaclion 

た。 このような水路の変形は 1~ 1 4'jí:と浮力のみでは説IY1が

l末1.9!lfであり. 流動イヒした地指定からの複雑な力のイノfo)FJが原

11，1と考えられる。JII端ら (2005)は， パイプラインのi手

1---に対して;'1'ブJだけでなく地震II'}Jの地推と構造物の動!'r0

1目立作川が霊安:な役訓を井Lたしていることを指J向してい

る。川端らは官の見かけの裕度と地盤のW，')立を当 しくし

た条例:で地震lI~iの :î~t: と地般の変形を引自li) !jIp禁法により解

析し繰り返しのせん断変形が発生する地総では地fi生と

見かけの箭度が等しい :ì~rでも浮」 が起こることを明らか

にした。 さらに. :ì~rの i'7 -'~ メカニズムとして ①地盤が

せん断変形すると地fj~から管を 1111 し UJ，すような接触力が

官に作用する. ①地般の問|涼比が変化すると.地撤内に

lJl'，庁Jが発~Iニし密の音1\分が:ì~~:の沈.卜支える効果を発出す

る， ①周辺地撤が管の 下に滑り込むような動きをするこ

とで官をi手」二させる. とf祁日(作i片;している。主U以}，、|下;"" 地舵と柄

造物の動的相i且]イ竹ノ介l'ヴ)J-jを つの才豹(一i:1I日11川限11恨l艮4ιじω)~点4府点~(、とし' 今|恒凶旦凶|のi液(伐主川;1状|火化

による7水k路のi浮字上およびび、恒仰倒IJれ込みのj舟原E京〔囚について考祭す

る。

1) フル ム型水路の浮上，倒れ込みについて

フルーム型水路は箱'}I';の構造のため. J氏紋が!lIfiい柵渠

に比絞すると大きな浮力が作刑する。このため 相11)渠に

較べ浮上しやすい梢造といえる。地震動により周辺地般

に繰返しせん断変形が発止すると水路には前に述べた惜

の挙動と|司じく ①Jllifi生の圧縮方向 と直下jブjiE.Jに地盤か

ら般i~g!力が作川する守 ①地震[ÛJ を受けると地盤の一部が

密となり水路のiX-1、をjfIJiI;!jする. ①流動化した地盤材料

が水路の 下に滑り込むように移動するr;;y~に水路に上 rhJ き

の力をイ11')目させる切などがくり返されることにより 水

路が♂一 I~ あるいは (tJ[ くと想定される。①~①の作mが水

路に働くとすれば.水路がま;1めよプJに移動するような変

形も説明することが司能である。 また 地位内の各点の

官!主 J也|、水位鉾はばらつくため弁点の液状化の桂!支も

当然出ーなる。 さらに，地震動の入力方向および大 きさも

変化する。このような地総内の液状化の程度のばらつき守

地震動の方向が一定でないことなどの原因も1111iつり。水

路がある方向に卓越して変形し最終的に周辺地権と中FI

"J的に浮 1:しかっ傾くような変形状態に主ると 考えられ

る。 このような水路の挙動は工F成 161"1二 (20041"!'-)新潟

除仁1-1越地震においてもフルーム水路において観察されて

いる。

2) 柵渠形式の水路の浮上，倒れ込みについて

相IJ渠形式の水路は液状化した地位に比較すると?何度が

大きいため 地fi症との動的相互作用を考慮しなければ沈

下が発生しやすいfl/i:i主といえる。柵渠は杭でコンクリー

卜似が支持される梢造である。 このわt術 j主を考えれば

布|叫さの倒れ込みは.の液状化により地般の支持力が低下

し流動化した地撚材料からの力に杭が抵抗できず杭に

沈下. (ft[きなとの変形が発生する. ①杭が変形すると杭

からコンクリート板が外れ落下する句 ① コンクリート板

が落下すると杭にイノOfJする力のハランスがくずれさらに

杭が変形する。なと進行的に進むと ヨ与えられる。一方.

相IIJiXaの浮 1:については，法;1火化により古1¥1オにイノIτJFJする 河

力が増加するとともに.周辺地盤材料が相1)渠の下をi骨り

込むように水路|勾に流れ込む際に上向きの力を受け浮上ー

したと想定 される。

3) 今後の液状化対策について

止で述べたような浮」¥や(ff[きなどの大きな変形が水路

に発生するためには mJ辺地f誌が激しく流動する必要が

ある。 しかしながら i夜状化によりどの程度の大 きさの

i也盤材料の ;~[[i)Jが発生 し，流動層からどの校)立のブJが水

路にイ午)目するかについては. 未解決な間!題である。その

ため 地位が流動化した場合の最適な水路の液状化対策

については現段階では卜分示 されているといえない。 も

ちろん， 7J<.h!各)吋辺の液状化!訴を完全に|逗|化するなど液状
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化の発生を完全に防止する対策の災自主は可能であるが，

地震リスクがそれほど大きくない水協|支間ではコスト面

で現笑的ではない。今後は 災害リスクを一定以下に押

さえ 通水機能をf佐f呆しつつある税度の地盤の変形を許

容するよう な水路の液状化対策が必安と考える。具体的

には l也 ~I誌の部分的な改良によ る液状化対策工法および変

形を許谷する新しい水路構造の|初発が重要である。

4 地盤条件からみた地震時の水路の損傷と耐震対策

方針

地震に対する水路の被害形態を地盤の良有によって分

類し地震リスクの大きさと耐震対策方針を まとめた図

を Fig.85に示す。地震リス クとは被災に よる施設の再

建設費など直接的損失とm水件。|トーによる収量の減少など

問般的損失を令官|した総合的損失を意味する。液状化ま

たはJ也総災害の可能性の高いj也般に設置された水路で

は，地震H寺に;J(lt告に発生する損傷の稲!肢は大きく.水路

に通水|箪答が発生する可能'I~I も高い。一方，良好な地盤

の水路では 水路に発~I~する損傷の日j立は小さく，通7J(

I~R: ~;!;:が発~Iー する可能性は低い。 以下.地盤条件ごとの水

路の損傷形態と附)~対策方針について述べる 。

a 液状化の可能性が高い地区の水路の耐震対策方針

液状化の可能伯 がよ討し、地撤における水路の地震被害と

しては。1IJ'ti沙などによる水路の担没.水路のj字-'¥.i尤-1、

1!!1J監の倒れ込み.杭支持施設と周辺地総との段差などが

jtf! ?じ される 。 これらの損傷により.水路にはi量水 I{:l~答が

発生する可能性が高く 水路の地震リスクは大きい。た

だし 地震リスクの大きさは，水路の):I"J途，構造などに

よって変化する 。 例えば布11)浜梢造のt~ 1 水路などでは.

nþl{1少により週水12討さが発~I: しでも . 水路から砂を矧 1+\す

地盤条件 損傷形態

ることで通水機能の早期liiJ復が可能で、ある。 一方¥ポン

プ場建屋の仰、きによりポンプが運転不能なるなどの被災

では早期の応急復旧が難し く 配水地域全体に甚大な影

響が発生する。このような水路の地震 リスクの大きさを

考慮すれば，液状化の発生の可能性が高い地区に設置さ

れた水路の耐震戦略および対策方針は次のようにまとめ

られる。

(1)地維の再液状化の可能性が高く 水路の損傷が水路

周辺の資産に重大な影響を与える可能性が高い区間また

は配水区域全体の給水に影響を及ぼすと予想される区間

では。地震リスクを減少するi伐111告を選択し水路の耐震

化.強化復旧対策を行う 。

(2)液;Ikイヒにより水路周辺の資践に重大な影響を与え

る I lrrì~tl:が小さく，給水への影響が部分的に留まると予

想される12U::jでは.地震リスクを{坂NJーするij没11市を選択 し

事後の応急対策を基本とした 2次災害の防止と早期のm
m水機fiEの|旦|復を優先した対策および{本ililJのrm刊誌を行う 。

(3) m水供給の起点となる排水事長場など被災の );~~~!1~が水

飴システム全体及ぶような18問.施設については水路の

耐震化.百i化復旧対策を行う 。

b 地盤災害の可能性が高い地区の水路の耐震対策

方針

J也fl生災害に よる水路の損傷形態を j也撚災害の規模に

よって小規模.大規脱被災の 2つの形態に分類する。小

規棋なJ也倣災害とは.71<111の法iiliの崩務など. H~棋が小

さく純|韮|も限定的な水路の被災を意味する。水FH i:l~fmの

崩壊で、は 土砂による埋没やがtl:Uなと手の被告ーが発性ーする

が.:l水路や コルゲート ~~;:などを)，じ急 ((J(こ設置すること

によか平則の通水が可能な場合が多い。これは地 盤

災誌が発生し易い1:1:1I.L! IllJJili十ifでは白 j長i也匝if1!iが比較的小

地震リスク 耐震戦略 耐震対策

水形路態の損傷ーfc地液盤状条化件地が盤悪災い害一~一液状化有
-噴砂等による水路の埋没 -被害範囲程度は -重要区間一地震リ -重要区間→強化復

-水路の沈下。傾き.倒れ込
一般に大きし、 スクの減少 旧耐震化

み -通水障害が発生す ・一般区間一地震リ - 般区間一応急復

-杭構造物と周辺地盤の境
る可能性が高い スクの保持 旧による早期週水

界の段差 を優先する対策

地盤災害 -斜面崩壊などによる水路 -斜面崩填では水路 ・幹線などの重要区 -幹線などの重要区
の可能性 への土砂の流入 に壊滅的な被害が 間「地震リスクの 間→強化復旧，代

-斜面崩壊などによる水路
発生 減少。回避 替用水の確保

の破損 -通水障害が発生す ・一般区間→地震リ -一般区間一応急復

-トンネル内部の崩壊，トン
る可能性が高い スヴの保待 旧による早期通水

ネル出入口の土砂による を優先する対策

閉塞

地盤条件が良い -水路継目部におけるコンク -被害は限定的であ ・地震リスクの保持 -応急復旧による早
リ トの剥落 る 期通水を優先する

-世I1壁の曲げ破I裏等 -通水障害が発生す 対策

る可能性は低い

Fig.85 地能条ド!とノ'j，路の出 fìÛ J!~rL~および耐震対策方針

Grollndじonditions.damagesof canals and conccplS 01' lhc COllntcnneasurcs 01' carthqllakc 
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さく水路も小jJ~j:~~のものが多いため。その1UWI作業が比

il史的王子易なことが lつのJ'j!.111である。さらに 11-'山111)地

械では主流からの11¥(7)くがIlj能である地|メーも多く.代科

JIJ水の的fZの市lからも池袋リスクを減少することができ

る。このように小:JJINiなj白羽生災害による水路J負傷では，

E水|綜古ーが発討ーする可能tlは;向いものの勾.J!J)復11-1と代1キ

川水のfl{1i保が可能な場介が多く。その地援リスクは比較

的小さいと tfi~i!ll)される。lilj.j震対策と しては. 先刻地~υJ点夫支，リスク

をi似保九氷川:げ4払ヰするij伐向i攻切剛k矧り刷11問11晴|陥伝を選羽択そし 与I.j川り例jのj川l日J開配己Aえ吋t浪長姉古能巨の|阿訂可11彼反を |仁U=1 | 

I的1内qとする)，ふ

することカがf有誌刻効jカjと考える。

Jdni一日なj血撚災特色とは， がけiiijhなどによるがI.m，iiIlJ災
などにより数 10111以上の1><:11:1でぶ断のJJIl詐 Jl/!没 ト

ンネjレの内NliiJI1J裂 IJ.'，入1-1の|刻家などが発'-10
.する被災を

立川、する 。 斜而 iiil 務による /}~b~ñの i;tUJ\ トンネルのiJJIJi}'J 

などは1WIIに11寺/11)がかかることから.代替ルー トのない

W~~:l:!令市nにこの よ うな被災が発λ1 : す る と. kW)川の通ノlく

1f，;I~ riifが発作し科大な損失が発生する IlftiidJiJ"高い。1な

わち，大jJ日現な J山総災手がífí，~ ~:路i'jj! に発 ~I した場合。 そ

の地;笠リスク は極めて大きし、。 したがって このよ うな

目指れi!では. J血友リスク のihi:少あるいは|日|避という ii役111作を

選択し 土木((]了二段によりリスク減少が可能な区11¥jには

i耐震化などの対策を. ごトー木I'I(J手段によりリス ク減少が|平l

~ïltあるいは多彼!な世 J-I 'J が必まさな 16: 11\') については.地震リ

スクを|日|避するためのjll日|ルー卜 代料、7J<:iJf;tなどの検討

がののjと考える。

C 良好な地盤に設置された水路の耐震対策方針

良好な地撤に設 i置された水b~併の Hl傷形態としては 水

路縦 1=1古1¥のコンクリー卜 の剥l抑 制 1=1のずれ il!lJi:iモの1111

げI!皮壊など その被併の純 |社|は IUじi.JI~で被告.の l:l'肢も小

さい。これらの損傷により 水路に通水[iit:'~，と.が先生する

可能tlは低〈 良好な地tlitiこ設泊された*h'n-の地riリス

クは一般的には小さい。 したがって.良好な J也 t!ff:に設 ii~ ;

された水路では.地震リスクを i則合ーする ijíl( 1 1I併を j笠 ~j~ し .

li:i1%/5後のユ.]i後対策を{史先し守 2i大火告のliんiトーと !il.jり!のJIj

州水機能の|百|復がT1ffiEな対策および‘科、;liI)をliUi保すること

が有効である 。 ただし.ぷ路の N1JJJがNiJ i!l にプ〈きな ~f;'~ ~!j~，! 

を]え(ます家屋に|孫娘した;J<J竹幹線道路鉄道と ;J<:h'併の

火法制iなとについては. 発付:するリスク の大きさを許filli

し.必要で、あればióÎ'l íl\~化などの刈策を進める こと が必32・

と考える。

VI 結言

本{i!:jでは 東日本大震災で、fiJUょした間水聞を1-1-'心にそ

の被災状iJt'.について報告 した。 í~)j! i'1~施設である IJI) ノlく路

ノマイプラ インでは」流i!!I)で、のmi;ぉヵγ|、.iit[ ll!l)の週水l二日夕日;

を与える。すなわち‘ *h'持では 1í'， Gj所の JN均一カ'i 7J(h~行シ ス

テム全体に;;与宅ltを及ぼす。特にj主力水がinnーするパイプ

ラインでは このむ!I打]カ(111'(宅i である 。 Ij~J水日行パイプラ

インのlilj.li:i'{化を 進めるには この特1放を lミく J~lJifÎ'した J

で対策を行う必要がある。すなわち 水路システム全休

で その|ヌーIHJがiHi話したj劾fT，被止ーが大きくなる (代作

JfJ7J<:手段カサ!'f，く 復11]日数なども長くなる )IJむ羽地点を

lilUI¥し 各 地点の院先順位小lけを行い。 m主J一地点からiilj.J

í~dヒ.リjiイヒ復 ILI対策を'九施することカ{llt~:である 。 具体

i'1(Jには.液状化の可能性がずbい水路では.応急.1ii1Hによ

りj白水機能をIITI絞できるπTiiE七17円台1いi亙Ifl)では Ji:i慨を

ある私'J立前谷するが!j"!.)!)jのi邑水機能のIIII復が可 fiEとな る

対能を 施;支の ~'n 'fí)jが水路システム合体に大きな f;r~~:~ を

与えるJ-FJ1"-JI水機121. うf水施設などでは強化f弘旧対策を行

うのがIfJましいと考える。液状化の可 能性が少ない水路

では 白水 ISi7J~ '~j ~ が発生する可能性が低いことから 被災

後の耳I.HJJの応急復旧を催先した休II)IJの控備が霊安とな

る。ノマイプラインについては 1 íi'~ifyí の 1'H1~j カ{7J<:lf待シス

テム全体に 1;}~型;を及ぼす影響が大きいことから 霊安

ルートを選定し ルート全体を強化{反ILIする対立とが有効

と考える。
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Damage to Irrigation and Drainage Canals Along the Tone River 
downstream by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 

ASANO {salTIll, TOKASHIKI Masaru, MORI Mitsuhiro and NISHIHARA Masahiko 

Summary 

A lot of irrigation and drainage facilities along the Tone Ri ver downstream were damaged by the 2011 Tohoku 

earthquake. The National [nstitute for Rural Engineering (N I RE) surveyed the damage of the facil ities from Apri I to 

June after the earthquake occurrence for the purpose of grasping the general image of the damage and analyzing the 

cause of the failure. From the damage survcy on the facilities due to liquefaction in Toride city, Kawachi town,Tone 

town , [nashiki city, Kamisu c ity in [baraki prefecture, Sakae town , Kozaki town , Katori c ity, in Chiba prefecture, the 

followings were summarized . 

I) Thc heavy damage on the facilities causcd by liquefaction was confirmed in Inashiki city in [baraki 

prefecture, Kozaki town in Chiba prefecture. 

2) The type of observed damagc to farmland and the agricultural facilities are classified into following 

categories. (I)Sand boi ling, ground cracking in rice paddy by liquefaction , (2)[ nflow of I iquefied sands into 

drainage canals, (3)Uplift, inclination and fracture of drainage canals, (4)Relative gaps between the facility 

and ground with a pile foundation, (5)Water leakage of asbestos pipes . 

3) Although water flow was failed due to inflow of liquefied sands into the drainage canals, it was observed that 

water flow was restored between one to two months after the earthquake. 

4) The heavy damage of asbestos pipes was observed in Yotsuya site in [nashiki city. Damage rate of pipes in 

the extreme liquefaction-hazard area was 3.7 times in all the water distribution area. The rapid increase in 

damage rate ot pipes by liquefaction was suggested in the low earthquake resistance of asbestos pipes . 

5) To improve the earthquake resistance of irrigation and drainage facilities , it is important to ensure the 

comprehensive approach to the earthquake-resistant taking into account the seismic risk and the importance 

ofthe faci! ity. 

[n this survey, it is found to cause serious damage to the facilities by liquefaction. The observed sites will be 

surveyed in detail and the countermeasure of earthquake resistant of each faci! ities will be discussed in future. 

Keywords: the 201 [ off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, earthquake damage , liquefaction, irrigation and 

drainage canals, field survey 
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