
高速道路，水道，都市ガスの被害

千葉大学 丸山 喜久
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高速道路路線図

http://www.jaf.or.jp/member/dguide/exway/dm_highway/html5.html#page=1

道央自動車道

道東自動車道

日高自動車道
北海道開発局

札樽自動車道



高速道路（NEXCO管轄）の地震時通行規制
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垂水・佐藤（2006）

地震時の通行止め基準

• 計測震度4.5以上

• 計測震度5.0以上
軟弱地盤上の盛土や，落石，地すべり
などの危険性の低い場合などを含まな
い区間

北海道胆振東部地震の際の通行止め区間
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4以下

5-

5+

6-

6+

7

震度階

QuiQuake -地震動マップ即時推定システム - https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/

国土数値情報 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

IJMA

0.00 - 4.50

4.51 - 5.00

5.01 - 5.50

5.51 - 6.00

6.01 - 6.50

6.51 - 7.00

計測震度
地震発生後美唄IC，滝川IC

の計測震度不明
9/6 9:00頃判明 夕張IC～十勝清水IC：

高速道路本線の光通信ケ
ーブルの切断により遠方
制御ができなかったため

日高自動車道
北海道開発局の管理



北海道胆振東部地震の際の通行止め区間
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4以下

5-

5+

6-

6+

7

震度階

インターチェンジ閉鎖 北広島IC，千歳IC*，札幌IC * ，新川IC *

*接続する一般道路の信号停電による混雑のため→北広島IC以外は9/7 9:10に規制解除
北広島ICは9/7 14:10に規制解除

IJMA

0.00 - 4.50

4.51 - 5.00

5.01 - 5.50

5.51 - 6.00

6.01 - 6.50

6.51 - 7.00

計測震度
9/6 17:05

全て解除

日高自動車道
9/7 9:00から通行規制
を解除し，9/9 8:00に
全線復旧

高速道路の復旧予測

6

予測日数

0.00

0.01 - 0.50

0.51 - 1.00

1.01 - 5.00

5.01 - 

五十嵐翼・丸山喜久：道路構造の影響を考慮した大規模地震後の高速道路の復旧時間予測モデル，土木学会論文集A1

（構造・地震工学）, Vol. 74（掲載予定）



NEXCO管轄の高速道路の主な被害
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4以下

5-

5+

6-

6+

7

震度階

IJMA

0.00 - 4.50

4.51 - 5.00

5.01 - 5.50

5.51 - 6.00

6.01 - 6.50

6.51 - 7.00

計測震度

日高自動車道

光ケーブル切断

北広島ICトールゲート上屋
埋め込みアンカーの損傷

NEXCO東日本北海道支社でのヒアリング
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2018年9月14日10:00～11:00 田中潤一技術部長，池田修課長

主な被害
・路面ひび割れ，路面沈下
・北広島ICトールゲート上屋
埋め込みアンカーの損傷
・橋梁には被害なし

道央道 札幌南IC～北広島IC（函館方向）
https://www.e-nexco.co.jp/emc/info_20180906163724.html

停電の影響
・支社（72h），IC（24h），トンネル（24h）には自
家発電機がある．

・管轄内の全域で停電する非常事態の中，
燃料の確保，融通および発電機用オイルの
管理など，綱渡りな状況であったが，停電に
よる通行止めは発生しなかった．



一般道の被害状況
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直轄国道
北海道管内の一般国道３８路線の点検が完了し，通行可能
（9/6 11:20）

道道・政令市道
道道 １２区間（土砂崩れ９区間、橋梁損傷２区間、路面損傷１区間）
札幌市 ２区間（液状化による水道管破裂１区間、路面隆起１区間）
（9/14 7:00）

（参考：最大値）

道道 １８区間（土砂崩れ１０区間、路面損傷１区間、橋梁損傷６区間
、倒木１区間）
札幌市 ３区間（液状化による水道管破裂１区間、路面隆起２区間）
（9/7 13:00）

国交省 災害情報より抜粋

水道の最大断水戸数の分布
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厚生労働省（2018年9月14日7:00）

不明

0

1 - 5

6 - 50

51 - 100

101 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

10001 - 15000

15001 - 23500

Int

0.57 - 4.50

4.51 - 5.00

5.01 - 5.50

5.51 - 6.00

6.01 - 6.50

6.51 - 7.00

計測震度

札幌市：15050

江別市：23500

安平町*：3593

厚真町*：1960

むかわ町：4300

平取町：2500

日高町*：1925
*断水継続

断水戸数



水道の最大断水戸数の分布
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厚生労働省（2018年9月14日7:00）

不明

0

1 - 5

6 - 50

51 - 100

101 - 500

501 - 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

10001 - 15000

15001 - 23500

Int

0.57 - 4.50

4.51 - 5.00

5.01 - 5.50

5.51 - 6.00

6.01 - 6.50

6.51 - 7.00

計測震度

札幌市：15050

江別市：23500

安平町*：3593

厚真町*：1960

むかわ町：4300

平取町：2500

日高町*：1925
*断水継続

停電による断水

断水戸数

水道管路の被害状況
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日本水道新聞（2018年9月10日版） 水道産業新聞（2018年9月10日版）

管路被害数（9/10時点）
札幌市：20ヵ所，液状化が発生した地区を除きほとんど断水なし
安平町：約20ヵ所，管路漏水により配水池の水位が上がらず機能しない状況

45事業体，約65,900世帯で断水→電力復旧や管路修繕に伴い39市町村で
給水を再開



厚真町富里浄水場
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http://www.maruhiro-nozawagumi.com/sekou.html https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091200862&g=wth

2018年8月稼働

厚真町の応急給水と復旧作業の様子

14

上厚真簡易水道浄水場

新町浄水場：再稼働に向け復旧作業中



厚真町（Φ200 DIP A形の漏水）
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復旧状況

撤去管（A形曲管）

新町浄水場のすぐ近く

（株）クボタ提供

厚真町（Φ150 VPの漏水）
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周囲の状況

Φ150 VP管路位置

Φ150 VPが
さや管ごと破損

さや管（φ200 SP）

撤去管（φ150 VP）

（株）クボタ提供



平取町（Φ150 DIP K形の漏水）
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道路法面の変状によるK形曲管の継手抜け

周囲の状況

舗装目地の開き
（最大120mm）

（株）クボタ提供

2018年都市ガス事業マップ
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札幌地区：431,296

小樽地区：32,635

千歳地区：19,735

函館地区：65,057

北見地区：17,224

苫小牧ガス

岩見沢ガス

美唄ガス

http://www.hokkaido-gas.co.jp/ir/company/bounds/area.html

長万部町営ガス

北海道ガス
供給エリア：565,947

室蘭ガス



❷ 低圧は「供給を止める」
� マイコンメーター（自動遮断）導入
� 防災ブロックの形成・細分化

❷ 低圧は「供給を止める」
� マイコンメーター（自動遮断）導入
� 防災ブロックの形成・細分化

� 計画的な更新による耐震性向上� 計画的な更新による耐震性向上

� 供給停⽌後の早期復旧対策� 供給停⽌後の早期復旧対策

❶ 高中圧は「供給継続を目指す」
� 震度7クラスに耐えられるように設計・

建設
� 冗⻑性を意識したネットワークを形成

（万が一の際にも供給継続）

❶ 高中圧は「供給継続を目指す」
� 震度7クラスに耐えられるように設計・

建設
� 冗⻑性を意識したネットワークを形成

（万が一の際にも供給継続）

LNGタンク

LNG気化器
ガスホルダー

中圧ガバナ

高圧・中圧ガス導管 低圧ガス導管

高圧ガバナ

非耐震管が存在，
被害が出る前提

被害を受け難い
設備形成を志向

都市ガス事業者の地震防災対策の取り組み

� 低圧ガス導管ネットワークを物
理的に（予め）切り離し

� 供給を止める単位となる「防
災ブロック」を形成

被害が大きい
地域を局所的
に供給停止

中圧バルブ

低圧バルブ（常閉）

中圧ガバナ
中圧ガバナ

50km2，5万件
/ブロックが目安

ブロック内に
地震計（SI計）

を設置

供給を止める単位として「防災ブロック」を形成



北海道ガスの「防災ブロック」
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（一社）日本ガス協会 都市ガスシンポジウムアネックス，2012年

� 北海道ガス・札幌地区の「防災ブロック」

北海道ガスの「クラウド型地震防災支援システム」
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� 北海道ガスが所有する地震計の情報をインターネット上でjishin.net※

サーバに送信し，jishin.netは予め整備した地盤情報と受信した地震
観測情報をもとに，リアルタイムに被害推定を行う
※ jishin.netは東京ガスが構築したクラウド型被害推定サービスで，ユーザー
はハードウェアを持たず被害推定の結果をWeb上で確認

クラウド型地震防災支援システムjishin.net（画面イメージ）

（一社）日本ガス協会 都市ガスシンポジウムアネックス，2012年

想定地震によるシミュレーション結果を示したものであり，北海道胆振東部地震震とは関係ありません



都市ガスの状況
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ガスエネルギー新聞（2018年9月10日版）

・北海道ガス千歳地区でSI値57.7cm/s

→60cm/s以下のため供給を継続
・石狩LNG地区は非常用発電機で稼働
→9/6 23:35に電力復旧
・本社機能は非常用自家発電施設で稼働
→9/7 3:00頃に電力復旧
・北ガスの電気（約12万件）
→「北海道電力の復旧をお待ち下さい」
・苫小牧ガス，室蘭ガス→被害なし


