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特別展望 

東北地方太平洋沖地震における高速道路の被災状況 

  

（株）高速道路総合技術研究所 土工研究室  横田 聖哉 

  日下 寛彦 

安部 哲生 

  

１．はじめに  

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃、三陸沖を震源としたマグニチュード 9.0 の我が国観測史上最大

の巨大地震が発生した。この地震では、宮城県栗原市で震度 7 を観測するなど、東北地方から関

東地方の広い範囲で強い揺れを観測した。高速道路でも北関東自動車道の水戸南インターチェン

ジ（以下、「IC」とする）で最大計測震度 6.3 を観測しており（表-1）、その後の緊急点検の結果

から、20 路線、約 870 km 区間において交通の支障となる被害が確認された。本文ではこの東北

地方太平洋沖地震での高速道路の土工部における被災状況について報告する。 

 

２．高速道路の被害状況と復旧状況 

(1)被害状況 

 3 月 11 日の地震発生直後から、東日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道および一般

国道自動車専用道路（以下、「高速道路」とする）供用中路線の約 65％の 35 路線、約 2,300 km

において通行止めを実施した（図-1）。その後、緊急点検を行った結果、20 路線、約 870 km 区間

において交通の支障となる被害が確認された（表-2）。土工部では路面のクラックや段差、盛土崩

落等が確認されている（図-2）。 

表-1 高速道路 IC 震度計の計測値 

図-1 高速道路通行止め及び被災箇所 1) 

路線名 観測地点 計測震度 路線名 観測地点 計測震度

八戸自動車道 軽米 5.6 山形自動車道 宮城川崎 6.1
北上江釣子 6.9 磐越熱海 6.0
平泉前沢 5.6 郡山東 5.5

一関 6.0 いわき三和 6.1
若柳金成 5.8 小野 5.5

築館 5.6 山元 6.1
古川 5.8 広野 6.0
大和 6.2 北茨城 5.5
泉 6.2 日立北 6.1

仙台宮城 5.5 日立南太田 5.5
仙台南 5.7 水戸 5.9
村田 5.7 岩間 5.8
白石 5.8 千代田石岡 5.5
国見 5.9 谷田部 5.5

福島飯坂 5.6 谷和原 5.5
本宮 6.0 水戸南 6.3
郡山 6.1 茨城町東 6.1
白河 6.1 茨城町西 5.9
加須 5.7 友部 5.8
矢板 5.7 桜川筑西 5.6

宇都宮 5.9 茨城空港北 5.7
羽生 5.8 大栄 5.6

三陸自動車道 仙台港北 6.0 圏央道 つくば中央 5.7
仙台東 6.2

仙台空港 5.6
仙台東部道路

磐越自動車道

常磐自動車道

北関東自動車道

東関東自動車道

東北自動車道

東日本高速道路
（地震発生直後の通行止） 

被災箇所 

凡例 

中日本高速道路㈱(供用中) 

東日本高速道路㈱(供用中) 
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(2)復旧状況 

地震発生直後、緊急点検にあわせて簡易舗装補修材や土のうを用いて路面段差部の仮復旧を行

うことで東北自動車道、常磐自動車道、磐越自動車道などの主要路線を中心に、地震発生翌日の

3 月 12 日早朝までに緊急車両の通行を可能とするための仮復旧を概ね完了させた。そして、地震

発生から約 20 時間後の 3 月 12 日 11 時以降、順次、公安委員会による緊急交通路としての指定が

なされ、最大で 6 路線、約 583 km 区間について緊急車両の通行や物資の輸送に利用された。ま

た、仮復旧に続き、一般車両の通行を可能とするための応急復旧を順次完了させ一般開放を行い、

4 月 1 日までには福島の原子力発電所の事故に伴う避難指示区域の常磐道いわき四倉 IC～常磐富

岡 IC 間を除き一般開放を行った。 

 

(3)余震による影響 

度重なる余震の発生により、損傷の拡大や復旧完了後の再補修を行うことが繰り返された。4

月 7 日 23 時 32 分に発生したマグニチュード 7.1、最大震度 6 強の余震では東北自動車道水沢 IC

～平泉前沢 IC 間の盛土が崩落した（被災延長：約 70 m、崩落高さ：約 16 m、図-3）。大型土の

うや砕石による応急復旧により被災発生から約 54 時間後には通行止め解除を行っている。 

路線名 延長（km） 被害の状況 

東北自動車道 347.1 

道路本体・路面の崩落：1 箇所 
路面のクラック：27 箇所 
ジョイント部段差：26 箇所 
路面陥没：7 箇所 
路面段差：61 箇所 など 

磐越自動車道 85.5 

路面のクラック：13 箇所 
ジョイント部段差：6 箇所 
路面陥没：4 箇所 
路面段差：5 箇所 など 

山形自動車道 28.1 
ジョイント部段差：1 箇所 
路面段差：5 箇所 

常磐自動車道 166.4 

道路本体・路面の崩落：1 箇所 
路面のクラック：29 箇所 
ジョイント部段差：2 箇所 
路面陥没：2 箇所 
路面段差：14 箇所 など 

仙台東部道路 18.5 

路面のクラック：1 箇所 
ジョイント部段差：7 箇所 
路面陥没：1 箇所 
路面段差：5 箇所 など 
津波による被害 

その他の路線 224.2 

路面のクラック：27 箇所 
ジョイント部段差：14 箇所 
路面陥没：9 箇所 
路面段差：84 箇所 
津波による被害 など 

全  体 869.8 

道路本体・路面の崩落：2 箇所 
路面のクラック：97 箇所 
ジョイント部段差：56 箇所 
路面陥没：23 箇所 
路面段差：174 箇所 
津波による被害 など 

 

表-2 交通の障害となる被害の発生状況 2) 

東北自動車道 矢吹～須賀川（上り）路面の段差 

東北自動車道 福島飯坂～国見（下り）路面のクラック 

常磐自動車道 水戸～那珂（上り）盛土崩落 

図-2 土工部の損傷事例 
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また、4 月 11 日 17 時 16 分に発生したマ

グニチュード 7.0、最大震度 6弱の余震では、

常磐自動車道いわき勿来（なこそ）IC～いわ

き湯本 IC 間の切土のり面が崩落した（被災

延長：約 50 m、切土高さ：約 35 m、図-4）。

応急復旧は崩落土の搬出、切土のり面の切り

直し、モルタル吹付けを行い、被災発生から

約 71時間後には通行止め解除を行っている。 

 
(4)土工部被害状況と復旧時間に関して 

過去に経験がない大規模かつ広範囲で発生した地震であったが、3 月 11 日の本震後、約 20 時

間後に緊急交通路の確保を行うことができた。これは橋梁の耐震補強や過去の地震の教訓を生か

した体制の確保等々いくつもの要素が考えられるが、土工部に関連する要素としては上下線全線

が崩壊するような被害がなかったため、比較的早期に緊急通路を確保しながら復旧作業ができた

ことが考えられる（図-5）。 

 

３．盛土の被災事例 

 次に盛土の被災事例として今回高速道路盛土で最も被害が大きかった常磐自動車道那珂（なか）

IC 付近における盛土の被災事例と、液状化による被害を受けた東関東自動車道潮来（いたこ）IC

付近の被災事例を紹介する。 

 

 

図-3 東北自動車道 水沢～平泉前沢  
被災状況 

図-5 常磐自動車道 水戸～那珂 
      応急復旧及び緊急車両の通行状況 

図-4 常磐自動車道 いわき勿来～いわき湯本 

被災状況 
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(1)常磐自動車道 那珂ＩＣ付近の盛土被災事例 

a)被災状況 

 この盛土崩落は、茨城県那珂市市内の常磐自動車道那珂 IC から東京方面に向かって約 1.2 km

付近の上り線で発生した。被災状況は、図-6、図-7に示すとおり、盛土のり面中腹部から上側が

大きく崩落しており、道路延長にして約 130 m の区間で道路縦断方向に沿って最大約 2 m 強の段

差が生じた。また、被災直後の崩落土は高含水状態にあり、手で握ったら水が滴るような状態で

あった。さらに、図-8に示すとおり、崩落箇所近くのボックスカルバート（以下、「C-Box」とす

る）のウィング部では、接するコンクリートブロック積み擁壁との隙間から噴砂が確認されてい

る。 
 
b)土層構成 

 崩落箇所は、北端を久慈（くじ）川によって、また南端を那珂川によって区切られた那珂台地

の南端部に位置する。地震後の調査では、主にボーリング調査および各種室内土質試験・力学試

験を実施した。その結果、崩落個所の盛土材は、図-9に示すとおり、2 層に区分され、上層部の

Bs2 層が下層部の Bs1 層よりも比較的高含水状態であることが確認された。ただし、盛土の基礎

地盤の土質性状は崩落箇所と非崩落箇所とで顕著な違いは確認されなかった。 

図-6 常磐自動車道 盛土崩落状況 
図-7 盛土崩落箇所の断面スケッチ 

図-8 C-Box ウイング部の噴砂の形跡 
図-9 崩落箇所の地質横断図 
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c)地震発生時の安全率の算定 

 盛土の安定性について、表-3のとおり常時（CASE 1）、地震時（CASE 2：震度法、CASE 3：

ニューマーク法（以下、「NM 法」とする））の 3 つを検討した。そのうち、震度法での検討では

次の 3 つの水平震度（kh）を設定した。 

・kh=0.80：周辺の地震計データをもとに推定した崩落箇所の地表面最大加速度（800 cm/s2）より 

・kh=0.69：那珂市役所の地震計データの最大加速度（687 cm/s2）より 

・kh=0.16：「道路土工－盛土工指針 3)」のレベル 1 地震動、地盤種別Ⅰ種相当より 

 また、NM 法での検討では、那珂市役所の地震計の観測波形で最大加速度がもっとも大きい NS

成分を使用した。その結果、常時の安全率は1.63と必要安全率1.25に対し十分大きな値を示した。

しかし、地震時の安全率は、検討ケースによっては必要安全率 1.00 を満足しなかった。ただし、

安全率が1.00を下回るケースではどのケースも盛土の基礎地盤内にすべり円弧が入る結果であり、

実際の崩落モードとは異なっている。また、NM

法で滑動変位量を求めたところ 72 mm という

結果となり、地震時における盛土の基礎地盤の

安定不足が今回の盛土崩落の直接の原因ではな

いという推察ができる。 

 

d)盛土内の水の影響の検討 

 前述したとおり、崩落箇所近くの C-Box ウィ

ング部から噴砂の形跡が確認されている（図-8）。

また、盛土上層部で盛土の含水比が高いことも

確認されている。これらの状況から盛土材の一

部が液状化したことを想定し、道路橋示方書・

同解説 4)に準拠して液状化判定を行った。結果

を表-4 に示す。盛土上部の Bs2 層の水位線以下

の層については、液状化抵抗率 FL値が 0.6 を下

回っており、液状化の可能性があるという結果

となった。 

また、崩落箇所の液状化時の変形量を液状化

時に伴う地盤の剛性低下を考慮した2次元FEM

による液状化流動解析（解析コード：ALID、表

-5に入力パラメータの例を示す）により求めた 

※盛土内には水位はないものとして計算 

CASE 1 2-1 2-2 2-3 3 

条件 常時 

震度法 NM 法 
水平震度 kh 那珂市役所 

地震計 
観測データ 0.80 0.69 0.16 

安全率 1.63 0.44 0.50 1.16 － 

滑動変位量 － 72mm 

表-3 常時・地震時の安全率※ 

表-4 液状化抵抗率 FLの算定事例 
区分

タイプⅠ
0.3 46.3 1
0.8 48.5 2
1.3 45.3 5
1.8 48.4 6
2.3 36.3 7
2.8 35.9 6
3.3 30.3 9
3.8 22.4 8 0.367
4.3 29.1 7 0.343
4.8 32.6 9 0.376
5.3 23.0 32 13.854
5.8 25.8 23 2.035
6.3 27.2 9 0.317
6.8 26.6 13 0.366
7.3 24.6 18 0.477
7.8 23.5 18 0.434
8.3 27.4 15 0.370
8.8 18.2 8 0.241
9.3 58.7 5
10.3 93.3 3

Jtc

Bs2

Bs1

深さ
(m)

Fc
(%)

N値
液状化に関する抵抗率　F L

水
位

地層 変形特性  
非線形 
タイプ 

湿潤単体重量  ﾎﾟｱｿﾝ比  平均 N 値 変形係数 せん断弾性係数  粘着力 せん断抵抗角  ﾀﾞｲﾚﾀﾝｼｰ角  繰り 返し 三 軸強 度比  細粒分含有率  
γt 

(kN/m3) ν (回) E 
(kN/m2) 

G 
(kN/m2) 

c 
(kN/m2) 

φ 
(°) 

ψ 
（°） RL Fc 

(%) 
Bs2 液状化要素  MC/DP 

弾塑性 
モデル 

18.0 

0.33 

6.6 18,480 6,950 12.8 35.0 10.0 0.273 35.0 

Bs1 

非排水変形  

17.0 47,600 17,900 0 37.9 12.9 

－ 

30.0 

Br 5.0 14,000 5,270 0 30.0  5.0 30.0 

Jtc 
線形弾性  

14.5 3.7 10,360 3,900 
－ － － － 

Ng1 20.0 50.0 140,000 52,640 

表-5 2 次元 FEM による液状化流動解析（ALID）の入力パラメータ事例 
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ところ、図-10に示すとおり、沈下量約 1.5 m、移動量約 3 m と実崩落モードに近い挙動を示した。

このことからも盛土材の一部が液状化し、盛土崩落に繋がったと推測できる。 

 

e)崩落要因の推定及び今後の展開について 

今回の盛土崩落は、実崩壊モードおよび解析結果から、盛土の基礎地盤の変形を伴うものでは

なく盛土自体の変形によるものであると推定できる。原因としては盛土材の一部に液状化しやす

い材料が使われ、そこに何らかの水が供給されていたところに大きな地震動が加わったことでそ

の盛土材が液状化して生じたものと考えられる。一般的に盛土表面で排水しており、盛土内へ導

水することはないことから、今後はこの盛土内浸入水の供給源を特定していく必要がある。現状

では、雨水が舗装路面のクラック等から浸入した、もしくは、舗装下に設置されている路面排水

管（縦・横断管）が損傷するなどして水分を供給していたのではないかと推察する。 

これまでの盛土が大きく変形するような降雨災害や地震災害と同様に、今回の地震被害につい

ても主要因が盛土内の水と考えられる。したがって、今まで以上に盛土内へ水を浸入させないた

めの対策および浸入した際には速やかに排出させるための対策を講ずることが重要と考える。ま

た、今回のように盛土内浸入水の供給源がはっきりしない場合は、速やかに供給源を特定し遮断

することが重要であると考える。 

 

(2)東関東自動車道 潮来ＩＣ付近の盛土被災事例 

a)被災状況 

 次に東関東自動車道潮来 IC 付近の被災事例を報告する。被災箇所は、高さ約 7 m の盛土区間

である。本地震により下り線のり肩部において深さ 70 cm の表層崩壊（図-11）が発生している。

また、C-Box ウイング部と土工部との間に最大 50 cm 程度開きが発生している。上下線とものり

尻部では最大 1 m の押出しが見られ、高速道路本線上では路肩部において縦断方向にクラックが

40 m にわたって発生している。クラックの幅は 4 cm 程度である。また図-12のように周辺の側道

では大規模な変状が発生しており、これと比較すると高速道路の被害は限定的なものに留まって

いる。 

 

 

図-10 2 次元 FEM による液状化流動解析結果事例 
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b)地形・地質概要 

 対象地点は、古くは浪逆浦（なさかうら）と呼

ばれた入り江であった場所が干潟や沼地となり、

江戸時代に新田開発により耕作地や居住地となっ

た場所である。また、図-13および図-14に示すよ

うに 1947 年（昭和 22 年）頃までは被災箇所の中

央部には大きく湾曲した小河川が流れていたが、

その後埋め立てられている（図-15）。現在はこの

旧河道に沿って民家及び町道があるが、本地震で

はこの旧河道沿いにおいて液状化の発生が認めら

れている。 
 
c)土層構成 

 調査は被災箇所周辺のボーリング及びサウンデ

ィング、各種物理試験、力学試験を実施した。こ

れらの結果から、図-16および図-17に示すように

前述した旧河道の位置とほぼ一致する場所で河道

の埋め戻し材と推定される砂層が確認された。ま

たボーリング結果から、この砂層のコアの高含水

状態が確認されており、ここからもこの層が液状

化した可能性が高いと推測できる。この砂層の標

準貫入試験の結果は盛土のり肩で N 値が 12～20

（平均 15.8）盛土のり尻で N 値が 4～13（平均 7.3）

と、のり尻の N 値のほうが低い傾向にある。 
 
d)地盤の液状化特性 

 表-6に道路橋示方書・同解説 4)に準拠して算出

した崩落箇所の盛土のり尻及びのり肩部の地盤に 

図-12 高速道路周辺の被災状況 図-11 下り線のり肩部の表層崩壊 

図-14 空中写真 1947 年(国土地理院) 

図-15 空中写真 1992 年(国土地理院) 

図-13 治水地形分類図「潮来」 
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おける液状化抵抗率 FLの値を示す。入力地震動に

は K-NET 佐原の観測波形（最大加速度 300 gal）

を使用した。N 値については、図-16 に示す位置

No.1、No.2 における標準貫入試験の結果を使用し

た。結果を見ると、旧河道部では 1 データを除き

のり肩のり尻どちらも FL は 1 を下回っており、

液状化が生じる可能性があるという結果となった。 
 
e)被災規模の違いに関する考察 

 試験結果や現地状況から崩壊の誘因となる旧河

道が存在し、旧河道を埋め戻した砂層において液

状化が発生したことが推測できたが、冒頭で記述

したように高速道路と周辺の側道では被害の規模

が異なり、側道においてより大規模な液状化が発

生している。この理由の一つとして上載荷重の違

いが考えられる。 
一般的に上載荷重が大きいほど、また地下水位

が深いほど液状化が生じにくい傾向にある 5)。図

-18 は地盤が液状化した時の過剰間隙水圧比の分

布を解析した一例である 6)。これによると盛土直

下では過剰間隙水圧比が上がらず、盛土周辺の地

盤で過剰間隙水圧比が上がるという傾向を示して

いる。 
 また、当該箇所では建設時に軟弱地盤対策とし

て敷金網工を施工している。この区間は利根川の

後背湿地で、軟弱な沖積粘性土が 2～10 m の厚さ

で堆積しており、安定を確保するために対策が必

要であった。円弧すべりに対して、図-19 に示す

ように敷金網の応力を設定して安定検討を行い、

図-16 平面図 図-17 横断図 

No.1 

No.2 

図-18 盛土周辺地盤の過剰間隙水圧比の 

解析例 

図-19 円弧滑りに対する敷網の応力状態 

・盛土のり尻(No.2) 

・盛土のり肩(No.1) 

区分 土質

タイプⅠ

1.3 45.1 8
2.3 36.8 4
3.3 22.5 8
4.3 21.9 12
5.3 23.8 15
6.3 18.1 16
7.3 10.1 20 0.987
8.3 5.7 14 0.775
9.3 17.0 20 0.954
10.3 28.9 2 0.387

シルト 11.3 51.5 3
砂質シルト 12.3 53.7 3

13.1 34.9 4
シルト混じ

り砂
12.3 15.0 6 0.448

13.1 11.7 45 2.199
13.1 11.7 34 1.012

深さ
(m)

Fc
(%)

N値
液状化に関する抵抗率　F L

盛土
ローム混じ

り砂

旧河道
シルト混じ
り細砂

地盤

細砂

水
位

区分 土質

タイプⅠ

盛土
ローム混じ
り砂

1.5 5.7 5 0.551
2.5 19.8 13 1.164
3.5 10.9 4 0.357

地盤 シルト 4.5

深さ
(m)

液状化に関する抵抗率　F LFc
(%)

N値

旧河道
シルト混じ
り細砂

水
位

表-6 液状化抵抗率 
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盛土立ち上がり時に安全率 1.10 を確保できるよ

うに敷金網工の配置を検討し（表-7）、この結果と

して図-20 に示すように敷金網が 3 段から 5 段設

置されている。ジオグリッドが堤防の液状化に対

する補強に用いられたという事例 7)もあるが、当

該箇所においても敷金網工が液状化に伴う側方へ

の地盤の変形を抑制し、盛土の変形量を低減した

ということも考えられる。 
 
f)被災要因の推定及び今後の展開について 

 以上の結果から、当該箇所における高速道路盛

土の地震被害は旧河道を埋戻した砂層の液状化に

よるものと推定できる。また、盛土による上載荷

重により盛土中央部では液状化が発生しづらかっ

たこと、軟弱地盤対策としての敷金網工が液状化

による変形抑制に対しても効果があることが示唆される結果となった。今後は、敷網の有無や土

被りの違いによってどの程度被害の違いがあるか、具体的な検証を進めていく予定である。 
 

４．おわりに 

 今回の東北地方太平洋沖地震による高速道路の土工部被害は、地震の規模の割には大きな被害

は少なかった。これは地震動や地盤の特徴とは別に、東北自動車道や常磐自動車道においては高

盛土が少なく比較的低盛土の区間が多いことも関連していると思われる。ただし、盛土高の低い

盛土でも被害が発生している。これは地震動の継続時間が長かったこと等、今までにない地震動

の特徴に起因しているものと思われる。また、盛土内に含水を多く含む状況や窪地や谷底平野で

河道がある箇所等、以前から注意すべきと言われている条件において被害が発生していることも

わかってきた。今後は被害が集中している区間におけるマクロ的な視点での分析等も実施し、今

後の防災の知見となるよう検討を進めていきたいと考える。 
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図-20 敷金網工詳細図 

平面図 

横断図 

表-7 円弧すべり安全率 

盛土立上り時 供用開始時

無対策 0.83 1.11
敷金網設置 1.11 1.61

安全率
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