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1．はじめに 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震をはじめとする，地震災害，台風，突風等の事
自然災害は，毎年のように日本列島に被害の傷跡
を残している．今回報告する事例は，千葉県富里
市において2011年東北地方太平洋沖地震により液
状化を生じたのち，平成26年豪雨により陥没が生
じた．本報告は，地震ならびに台風災害により発
生した地盤災害に対し，レーダ探査で被害の状況
を把握し，液状化対策および豪雨対策として浸透
桝を本来の目的とは異なる方法で利用し対策した
事例を報告するものである. 

 
2．災害の概要 
2.1 2011年東北地方太平洋沖地震 

2011 年東北地方太平洋沖地震により千葉県に
おいては，利根川流域，東京湾岸地域，九十九里
浜地域において液状化被害を受けた．特に浦安市
周辺の被害は大きく報道された．図 2.1は，国土
交通省・地盤工学会（2011）による関東地方にお
ける液状化発生箇所の図である． 

 
図2.1 関東地方の液状化発生箇所 

（国土交通省・地盤工学会，2011による．） 
この図には記載されていないが，小さな液状化

は千葉県富里市，隣接する成田市においても発生
していた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 図2.2 地震により生じた液状化跡（富里市提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2.3 地震により生じた液状化跡（富里市提供） 
 
 
2.2 平成25年台風26号 
さらに追い打ちをかけるように，2年後の平成25
年10月には台風26号による大雨により公園の液状
化跡の延長上に陥没が生じた（約3.0m×2.3m×深さ
2.5m）．図2.4に陥没した状況を示す． 
この大雨では京成電鉄成田駅の南側法面が崩壊
するなど，各地で大きな災害が発生した． 
図2.5は，気象庁（2013）による当時の天気図，
衛星写真，雨量を示したものである． 
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図2.4 陥没の状況 
 
 
 
 
 
 
図2.5 平成25年10月15日21時の天気図と衛星

写真（気象庁，2013による．） 
 

平成25年10月15日～10月16日にかけて関東地
方を台風26号が通過し，アメダス観測値によると
千葉県千葉市では1時間あたり最大61.5mmの雨量
を記録した．この時の最大は東京都伊豆大島で時
間あたり122.5mmとなり，大規模な土砂災害が発
生している． 
また，レーダ観測値では，千葉県成田市におい
て時間あたり70mm以上の降雨を観測している． 

 
3．現地調査 
空洞の発生を受け，その規模の把握ならびにそ
の他の空洞の有無を確認するため，レーダ探査，
地下水調査，孔内カメラ観察を実施した． 
3.1 レーダ探査 
探査測線は，南北方向に1m間隔でレーダ探査を
実施した．使用したアンテナは200MHzと400MHz
の2種類である．図3.1に使用した機材を示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
図3.1 レーダ探査に使用した探査機器 
（400MHzアンテナ，本体，200MHzアンテナ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3.2 レーダ探査測定記録例 

 
探査記録例を図3.2に，探査状況を図3.3にそれぞ
れ示す．探査の結果14か所の検知点が検出され，
すべての点について掘削確認調査を実施したが，
いずれも埋設物，地層境界等で空洞は確認されな
かった．現状において，地表より3m以浅には空洞
がないことが判明した．図3.4に検知されたヒュー
ム管の例を示す． 

 

 
図3.3 レーダ探査状況 

 

 
図3.4 レーダ探査により検知されたヒューム管 

 
 
3.2 地下水調査 
 本来公園内の地下水は，図 3.5に示す通り東側
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排水パイプより放流されていたが，陥没後は目詰
まりを起こし，図 3.5（下段）に示す擁壁下部よ
り自噴していた．この地下水について簡易水質測
定を実施した結果，水温 15.2°，pH= 7.0, 電気伝
導度 61mS／m を示した．湧水量は 50～60L/分
であった．雨水に近い不圧の地下水であることも
考えられたが，水質が中性で電気伝導度も高いこ
とから地中を流下した被圧地下水であることが
判明した． 

 
 

 
図3.5 目づまりした排水管(上段)と擁壁下部よ
り噴出する湧水（下段，指先の周囲には青
灰色の砂層が分布）  
 
3.2 トレーサ試験 
トレーサ試験は，陥没した穴と湧水を

繋ぐ地下水の関連性を明らかにするため
に実施した．2 つの陥没穴内にそれぞれ深
度 3m の観測孔を設置した．観測孔はハ
ンドオーガーにより掘削した．掘削した
部分に水平ストレーナを切った塩ビパイ
プを設置した．  
 トレーサには，周辺環境に無害である
食塩を使用した．食塩約 500g を 10 ㍑の
水で溶かして観測孔より投入した．観測
は，東側地盤よりの湧水箇所と擁壁から
湧水する箇所の 2 箇所において電気伝導
度を連続的に測定した．  
 しかし，電気伝導度の変化は認められ
なかった．現状においては陥没した穴と

擁壁下部よりの湧水との関係をとらえる
ことはできなかった．  
 
3.3 地層構成  
ハンドオーガーによるボーリングの結果判明し
た地層断面の模式図を図3.6に示す．自然水位は，
青灰色を示す砂層中のG.L.-2.15m付近で確認され
た. 

 
図3.6 地層断面の模式図 

 
3.4  降雨による地下浸透量の推定 
 対策の範囲を決定するため，降雨による地下水浸

透量を推定した． 
公園の地下を流れる地下水の集水域は，図 3.7
に示す地形図の高低差より読み取れる分水嶺よ

り下流側の 400ｍ×300m の 120000m2が該当す

ると考えられた． 
集水域は住宅，道路，公共施設等で裸地の比率

は約 3割程度と推定され，豪雨による地下浸透は
さらに低くなり，今回の千葉市の 60mm/時間の
約 1割が地下に浸透していくと想定する． 
 120000×0.06×0.1＝720m3 の雨水が地下水と

なり，下流の公園に流下する．公園からの排水は，

排水パイプ 1 本と自然湧水 2 箇所で計 300L/分
=18m3／時間程度と見積もられる． 
したがって 720-18=702m3 の地下水が広さ約

200m2 の公園に集まることとなり，一時的に約

3m 程度の水位上昇が発生することとなる．この
水位上昇を少しでも低減するため，できるだけ大

きな浸透枡を設置し，排水を促すことが重要であ

る． 
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図 3.7 分水嶺と集水域 

 
4．まとめ 
4.1  陥没の原因 
今回発生した陥没の原因について，調

査結果に基づき要因を考察すると以下の
通りである．  
① 2011 年東北地方太平洋沖地震により

G.L.-3.0m 以深の淘汰のよい海成の細
砂層が液状化を起こし，地表に地下水
とともに噴砂を発生させ，地下の地耐
力が低下し地盤が緩んだ．そのため旧
水路と一致する部分に空洞が形成され
た．  

②その空洞はさらなる地下水の水みちと
なり，地下水の流路を拡大した．その
流路は，既存の地下水の流れとはわず
かではあるが異なるものであったと考
えられる．  

③地下水は降雨の影響により水量が増減
することで，地下水位の上下変動が発
生し，周囲の砂層を少しずつ洗掘して
いった．  

④平成 25 年の台風 26 号による豪雨により
洗掘による空洞がさらに拡大し，地表
の陥没へと至った．地層を洗掘した地
下水は，旧洪水吐に湧水した．  
今回の調査結果を総合すると，陥没の

原因は①～④の要因が複合したものであ
ると考えられた．  

 

 
図 4.1 東側陥没穴付近に広がる南北の

亀裂（液状化跡）  
[上段：地震直後（富里市提供），下段：陥没後 ]  

 

 
図 4.2 西側空洞付近に広がる南北の噴

砂跡  
[右上段：地震直後（富里市提供），右下段：陥

没後 ]  

陥没箇所 

陥没発生箇所 
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そこで，2011 年東北地方太平洋沖地震
による液状化発生の写真を検証すると，
公園を南北に走る 2 本の亀裂に沿って液
状化が発生している（図 4.1～図 4.2）こ
とがわかる．今回の陥没はいずれもそれ
ぞれの端部において発生していた．  
 以上の事象が要因となり，大きな陥没
に至ったと考えられる．これらの想定は，
陥没穴を結ぶ部分に空洞がなかったこと，
陥没穴が液状化の地割れの線状に分布す
ることと整合的である．  
公園の湧水は，地下水の涵養域が西側

と北側が合流したものである可能性があ
り，特に北側の涵養域の流末は，鋼矢板
で囲まれており，一部の地下水が下流に
流出しにくい環境にある．このことは，
集中豪雨による水位上昇が公園に集中す
る一因となっている可能性もある．  
 
4.2 防止対策  
今後の対策としては，現在の水みちを
閉塞することなく，さらなる陥没を防止
することが重要であると考える．そのた
め，陥没穴を土砂で埋め戻し・転圧する
だけでは，対策とし不十分である．さら
に，水位の変化は淘汰の良い砂層の流出
を促進する可能性があることから，さら
なる陥没の発生も危惧される．  
一般的に液状化対策および陥没防止対

策としては以下の工法が考えられる．  
①地盤改良（ソイルセメント等で地下水
の流入を防止）  
②水位低下後埋め戻し転圧する  
③浸透枡の設置（不圧地下水の排水促進） 
④砂礫層に置換し被圧地下水の排水促進
（沈下の防止）を促す  
 今回のケースは，被圧地下水の排水，
液状化の再発防止および公園という自然
環境の保全という観点から③浸透枡の設
置，④砂礫層に置換し地下水排水の促進
が適していると考えた．  
 
4.3 人工砂礫層と浸透枡の設置  
 現在も直径 450mm の浸透枡が設置さ
れているが，涵養域の規模から推定する
と 規 模 が 小 さ す ぎ る た め ，
φ1200mm×1500mm 程度の浸透枡を 2 箇
所，液状化の発生した線上に設置した．  
浸透枡の下部には，河川堤防で用いる

蛇篭をヒントに，人工玉石層の上下に 5 

 
図 4.3 対策工縦断模式図  

 

 
図 4.4 5 号砕石  

 
 

号砕石（図 4.4）を層状に挟む構造（図
4.3）とした．玉石からなるふとん籠と砕
石は人工的砂礫層となり，排水の促進と
地下水位の変動による地盤の変形にも対
応できる人工地層となるよう配置した
（図 4.3）．  
今回用いるふとん籠は，地下に埋め戻

すため，金属の錆，地盤との密着性を重
視し，ふとん籠を用いる方がよいと考え
られた．  
 浸透桝は，本来雨水を積極的に地下に
浸透させるツールであるが，今回は設置
した浸透桝と既設の雨水排水本管を連結
し，豪雨による急激な水位上昇が発生し
た場合は，地下水の一部を雨水排水本管
に逃がせるよう排水枡本来の目的に付加
価値を付けた．  
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図 4.5 施工中の人工砂礫層となる玉石

層の上部に５号珪砂  
（トレンチシステム引き抜き）  

 

 
図4.6 トレンチシステムにより施工中の 

５号珪砂と玉石 
 

 対策工施工後，図4.7に示すとおり擁壁の排水孔
の地下水排水は回復した． 

 
図4.7 施工後，回復した排水パイプ 
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