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堤防周辺における空気湧出の発生は，高水位作用を受けた堤防の安全性低下に関する予兆と考えられる

ため，その発生要因や発生時の堤体内の状況を理解することは工学的に重要である．本研究では，裏のり

尻で空気湧出が確認された堤体に対して，堤体内部構造を把握するために表面波探査を行った．また，土

質構成を確認するため，空気湧出発生箇所で試掘を行った．その結果，空気湧出が確認された付近では，

高水位前後で S 波速度は低い値を維持していた．土質構成は層厚 1m 程度の乾燥したシルト層の下部に湿

潤状態の砂層が分布しており，砂層からは湧水が発生していた．このことから，S 波速度の低速度領域で

は飽和状態かつ間隙水圧が作用していると考えられ，砂層からの水が不飽和状態にあるシルト層へ浸透す

る際に空気湧出が発生したと推定される． 
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1. はじめに 

 

出水によって河川水位が上昇し，高水位作用を受けた

河川堤防では，裏のり尻や天端舗装のクラック箇所から

の空気湧出が確認されており，この現象は「エアブロ

ー」や「ガマが吹く」として知られている例えば，1)（本文

では，以降，空気湧出と呼ぶ）．空気湧出の発生は，降

雨や河川水位上昇で堤体の間隙空気圧が変化している状

況を示しており，増加した間隙空気圧の揚力による堤体

水位上昇の助長や，天端付近でクラックを発生させる要

因となる可能性について報告されている 1), 2), 3)．また，裏

のり尻部での空気湧出は噴砂を伴う基盤漏水の初期挙動

となることも想定される．すなわち，空気湧出の発生は，

高水位作用を受けた堤防の安全性低下に関する間接的な

予兆の一つであると理解することができるため，空気湧

出の発生要因や発生時の堤体内の状況を理解することは

工学的に極めて重要である．これまでに実堤防への散水

実験 1)，縮尺模型実験 2), 3)や解析的な手法 2) によって空気

湧出の発生要因や，発生後の堤体破堤過程などについて

報告されており，発生メカニズム等に関する知見が蓄積

されつつある．しかし，空気湧出が発生した際の発生状

況と堤外水位との関係，堤体の内部状況，空気湧出発生

箇所の土質構成を網羅した報告事例は極めて少ない． 
そこで本研究では，裏のり尻で空気湧出の発生が確認
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された堤体に対して表面波探査を実施することで，高水

位作用前後での堤体内構造を把握した．また，空気湧出

発生箇所を試掘することで土質構成を確認した． 

本文では，河川水位の増減と空気湧出の発生状況の関

連性について述べた後，高水位前後に行った表面波探査

から取得した堤体内部構造と試掘結果から調査箇所での

空気湧出発生に関する考察を述べる． 

なお，本文で示す結果は，今後実施を予定している縮

尺模型実験や解析結果に関する妥当性の検証に資するも

のであると考えている． 

 
 
2. 空気湧出の発生概要 

 

(1) 空気湧出発生箇所および気候の概要 

本研究の対象箇所は，北海道東部を流れる常呂川であ

る．図-1a)，b)は空気湧出の発生が確認された北海道北

見市常呂地区の KP22.8 付近の空中写真と治水地形分類

図を示している．図-2 に示すような空気の湧出は，堤

防延長方向に 200m程度，のり尻から 20m程度の範囲内

で発生していた（図-1 中赤枠内）．なお，堤内は畑と

して利用されている．また，図-1b)から，空気湧出の発

生箇所の一部は，旧河川上に位置していることがわかる． 

図-3 は空気湧出の発生箇所から 4km 程度下流の太茶

苗水位観測所（KP18.6左岸）で観測された水位と，北見

雨量観測所（KP49.4右岸）で観測された時間雨量の経時

変化を示している．空気湧出が確認された際の気象概要
4), 5)としては，2016年 8月 17日~23日の 1週間で北海道へ

台風が 3 度上陸した．1 つめの台風である台風 7 号は 8

月 17日 17時半頃に北海道南部の襟裳岬付近に上陸し，

17 日 21 時に北海道北東部で温帯低気圧となってオホー

ツク海へ抜けた．この台風および温帯低気圧によって，

北海道オホーツク地域（網走・北見・紋別）では雨が降

り続き，地域内の 2つの雨量観測所（置戸，留辺蘂）で

a) 空中写真（Google earth に加筆） 

KP22.8
24m

表⾯波探査測線

上流

下流

試掘
A地点

試掘
B地点

上流

下流

旧河川

図-1 空気湧出発生箇所の概要 

b) 治水地形分類図（地理院地図に加筆） 

図-3 降雨および水位の経時変化 図-2 空気の湧出状況（8月 18日撮影） 
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16日 0時から 18日 0時まで総降雨量および 17日の日降

雨が観測開始以来の最大値を記録した．さらに，降雨に

よって河川が増水し，常呂川では 18日 7時 40分ごろに

氾濫危険水位にまで達した．その後，18 日には降雨は

小康状態となったものの，19 日には北海道付近に停滞

していた前線に向かって暖かく湿った空気が流れたため，

断続的に降雨が続いた．この前線が停滞する中で，2 つ

めの台風である台風 11 号が本州三陸沖を北上し，21 日

23 時過ぎに北海道釧路市付近に上陸し，22 日未明にオ

ホーツク海を抜けて温帯低気圧となった．3 つめの台風

である台風 9 号は 23 日 6 時頃に北海道南部の新ひだか

町付近に上陸し，23 日昼前にオホーツク海へ抜け，そ

の後は温帯低気圧に変わった．一連の降雨による河川水

位の上昇によって常呂川では，堤防の一部箇所での越流

や，氾濫流による道路の冠水や畑の浸水が発生した． 

図-4 は一連の期間中における空気湧出の発生状況を

示している．最初の空気湧出は，図-2 に示した 8 月 17

日の出水後の 18 日に確認された．18 日の調査時におい

て，堤内ののり尻周辺に数 cm 程度の水位があり（のり

尻から離れるとひざ上くらいまでの水位），目視で確認

できた範囲では，水面に湧出している空気の直径は大き

く変化すること無く，一定の時間間隔で湧出していた．

湧出の範囲は，時間帯によって多少変化していたものの，

上述したように河川の縦断方向に 200m 程度，のり尻か

ら 20m程度であった． 

後述の表面波探査および試掘を行った 19 日には，堤

内は冠水しておらず堤外の水位も高水敷高よりも低い状

態であったものの，堤内の局所的に水が溜まっている部

分の一部では，空気の湧出も確認された．また，図-4a)

に示すように，空気が湧出したと考えられる孔は，最大

で 5cm 程度であったが，大きさは様々であった．河川

水位が低下した 19 日においても空気の湧出が確認され

たことについては，堤体内に残存している水位や高い飽

和度を有する領域の影響のためと予想される． 

さらに，8 月 20 日未明にも河川水位は大幅に上昇し，

その後の 8 月 21 日に実施した調査時には堤外・堤内と

もに水位が 8 月 18 日よりも上昇していた．このときの

河川水位については，痕跡から最大で天端から 30cm 程

度下の位置まで上昇したことを確認している．一方，堤

内の堪水位については正確な値は不明であるものの，河

川水位よりも堤内の堪水位が低いことを確認している

（図-4b)）．この 8月 21日の調査では，18日や 19日に

確認された空気湧出が確認できなかった．一方で，空気

湧出が確認できた範囲内の一箇所では，図-4c)に示すよ

うな局所的な湧水の発生を確認した．また，水位低下後

に当該箇所周辺を踏査した際には，図-4d)に示すような

小規模な陥没が発生していた． 

以上のことから当該箇所では，河川水位および堤内の

湛水位やその水位差と，堤体内の水位・水分状況によっ

て，広範囲での空気湧出が起こる場合と局所的な湧水が

発生する場合があると考えられる．なお，空気湧出によ

って発生した孔からの泥水や噴砂跡，周辺地盤の隆起な

図-4 各期間での空気湧出および湧水の状況 

湧⽔

周辺からの空気湧出は確認できない

堤外 堤内

b) 堤内および堤外の水位の状況（8月 21日撮影） a) 空気湧出孔の状況（8月 19日撮影） 

d) 陥没の状況（8月 27日撮影） c) 湧水の状況（8月 21日撮影） 

陥没の外形
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どの発生や，裏のり尻部での顕著な変状は確認できなか

ったため，堤体の性能が著しく損なわれているとは考え

にくい状況であった． 

 

 

3. 表面波探査および試掘による内部構造の把握 

 

(1) 表面波探査の概要 

地盤や土構造物の内部構造を得るための従来手法とし

てボーリング調査による地盤調査が挙げられるが，ボー

リング調査のようなピンポイント情報によって広範囲に

亘って複雑に変化する地盤の内部構造を把握するために

は，多大な費用や労力を要する．このようなことから近

年では，地盤剛性に関するパラメーターである S波速度

VSの 2次元分布（以下，VS分布とする）を非破壊で簡便

に取得することができる表面波探査を用いて迅速に河川

堤防の健全性を評価する手法が提案され，その有用性が

報告されている 6), 7)．本研究では，この表面波探査を用

いて最初の空気湧出が確認された 18 日とその後の水位

低下した 19日に堤体の内部構造の把握を試みた． 

図-5 は表面波探査の原理を概略的に示したものであ

る．表面波探査は地盤の地表付近を伝わる表面波（レイ

リー波）を測定・解析することにより地盤の S波速度を

求めることができる調査方法 8)である．ハンマーやかけ

や等で人工的に地表面を起振すると表面波が発生する．

この表面波の時間領域の波形記録をフーリエ解析するこ

とで周波数と位相速度の関係を算出し，すべての地震計

での結果を重ね合わせることで位相速度と周波数の関係

である分散曲線が取得できる．一般的に表面波は，その

周波数によって伝播する深度が異なり，高周波数の波は

浅い地盤を，低周波数の波は深い地盤を反映している．

経験的に波長の 3分の 1が深さに相当するという関係を

利用して解析の初期モデルを作成し，波形記録から算出

した分散曲線を最も良く再現する S波速度構造を逆解析

によって推定する．この解析を各地震計での分散曲線に

応じて行い，各地震計で得られた S波速度構造を測線方

向に補間することで S波速度（VS）分布が取得できる．

地盤剛性を表すせん断剛性は，VS の二乗に比例するた

め，VS の増減は地盤剛性の大小を表している．また，

筆者らの過去の研究 9)では，降雨浸透によって盛土内部

の水分量（飽和度）が上昇した箇所では，VS が低下す

ることを確認しており，盛土の密度変化が小さいと考え

られる場合には，VS 分布の比較によって堤体内部の水

分状態を相対的に判断できると考えられる． 

表面波探査の測線は，図-1 中に示すように KP22.8 よ

りも 24m 上流の堤体横断方向である．測線長は裏のり

尻から 24mとして，受信点および起振点間隔は 1mとし

た．実施日時は，8月 18日と 8月 19日の 16時である． 

(2) 表面波探査の結果および考察 

図-6は 8月 18日と 8月 19日に実施した表面波探査か

ら得られた VS分布を示している．出水翌日である 8 月

18日の結果を見ると，天端下 1m程度の範囲を除く堤体

内の広範囲でVS = 150m/s以下となっている．なお，取付

け道路下部では顕著に VS が低下しており，これまでに

報告されているような小段部からの局所的な雨水浸透が

生じていると類推される．次に 8 月 19 日の結果を見る

と，表のり面でVS = 100m/s領域が維持されているものの，

堤体全体としては S波速度は上昇している傾向にある．

これは堤体内部に形成されたと考えられる水位が時間の

経過に伴って低下したことによって，堤体内部の水分量

（飽和度など）が低下したためと考えられる．一方，裏

のり尻下部層では，VS の低速度領域が残存している．

ここで，先述したように VS は地盤剛性と密接なパラメ

ータであり，密度変化や土の強度を支配する応力パラメ

ータである有効応力によって増減する 10)．8月 18日から

8 月 19 日の間で裏のり尻部では大きな変状などは発生

しないため，大きな密度変化は生じていないと解釈でき

る．このことを勘案すると，堤体内部では水位低下や水

分量低下が発生しているものの，表・裏のり尻下部層で

は間隙水圧の作用による有効応力の低下や，高い飽和度

が維持されていると推察される． 

 

図-5 表面波探査の概念図 
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(3) 試掘の結果および考察 

試掘は，図-1中に示した空気湧出範囲内の 2箇所で行

った．A 地点は空気湧出がほとんど無く，B 地点は空気

湧出の多い箇所である．試掘実施日は 8 月 19 日であり，

堤外の高水敷には局所的に水が溜まっている箇所はある

ものの，水位は確認できなかった．図-7a), b)は A 地点，

図-8 a), b)は B 地点での試掘状況と試掘断面および湧水

の状況を示している．試掘の深さは A 地点では 1.3m 程

度，B 地点では 1.5m 程度である．両地点ともに深度方

向の土質構成に大きな違いは無く，表層から 1m 程度ま

ではシルト質層であり，その下層は砂質層であった．掘

削した土からシルト質層は比較的乾燥した状態にあるも

のの，砂質層は高含水比状態であることを確認した．ま

た，写真からも分かるように試掘時において，B 地点は

A 地点に比べて砂質層堤体側からの湧水が顕著であった．

このことから砂質層には，掘削に伴う応力解放時に浸透

水が湧出するほどの浸透水圧が作用しており，このこと

は先述した表面波探査の結果における裏のり尻部での

VS が低下していなかったことに整合していると考えら

れる．また，局所的な浸透水圧と空気湧出の程度にも相

関があることが伺える． 

 

(4) 空気湧出の発生メカニズム 

以上の検討結果から当該箇所の空気湧出について，下

記のメカニズムが推定される．すなわち，砂質層からの

浸透水が不飽和状態にある上層のシルト質層に浸透し，

シルト質層の間隙中の空気が上方へ押し出されることで

地表面へ湧出したと考えられる．なお，この現象はシル

ト層が不飽和状態にある場合，すなわち間隙中に空気が

存在する条件で発生すると予想される．一方，河川水位

が堤内地盤高よりも低下した 8 月 19 日でも空気湧出と，

試掘箇所からの湧水が確認できた．また，S 波速度分布

では，裏のり尻部付近では S波速度が低速度状態を維持

している状態であった．このことから，堤外水位低下後

にも堤体内に残存していると考えられる水位の低下過程

や高飽和度領域の飽和度低下過程で，砂質層には圧力が

作用しており，これによって空気湧出が発生し，圧力の

局所的な違いによって湧出の程度も変化している予想さ

れる． 

 

 
4. まとめ 

 

本研究では，高水位作用を受けた堤体のり尻で発生し

た空気湧出について，空気湧出状況，表面波探査による

空気湧出時の堤体内部構造の把握，試掘による土質構成

の確認を行った．得られた知見を以下にまとめる． 

1) 調査箇所では，河川水位の上昇に伴い，裏のり尻部

の河川縦断方向 200m 程度，のり尻から 20m 程度離

れた範囲内で空気湧出が確認された．また，この空

気湧出は河川水位低下後にも継続して発生していた． 

2) 表面波探査から取得した S 波速度分布で高水位作用

図-7 A地点での試掘状況と断面 図-8 B地点での試掘状況と断面 

湧⽔

シルト質層

砂質層

堤体側

a) 試掘状況（A地点） a) 試掘状況（B地点） 

b) 試掘断面（A地点） b) 試掘断面（B地点） 

堤体側

湧⽔

シルト質層

砂質層
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後の堤体内部構造の把握が可能であることがわかっ

た．高水位作用後の時間経過に伴い，堤体内部の S

波速度は低下する傾向にあり，これは堤体内に形成

された水位低下や高飽和度領域の飽和度低下過程を

捉えていると考えられる． 

3) 空気湧出発生箇所に近い堤体裏のり尻下部では，堤

体内部とは異なる挙動を呈し，S 波速度は低速度状

態を維持していた．このことから，河川水位低下後

にも堤体裏のり尻下部では高飽和度状態が維持され，

間隙水圧が作用していることが推察された． 

4) 試掘の結果，上層 1m 程度は乾燥したシルト質層で

あり，その下層は湿潤状態の砂質層であった．さら

に砂質層からは堤体側からの湧水を確認し，その量

と空気湧出量にも相関があることを確認した． 

5) 上記の結果から，当該箇所での空気湧出メカニズム

は，砂質層からの浸透水が不飽和状態にある上層の

シルト質層に浸透し，シルト質層の間隙中の空気が

上方へ押し出されることで地表面へ湧出したと考え

られる．また，河川水位低下後に堤体内に残存した

水位や高飽和度領域の影響によって，空気湧出が継

続すると予想される． 

なお，常呂川では本文に示した空気湧出発生以外に噴

砂の発生が確認されている 11)．今後は旧河道の影響に着

目した詳細な地盤調査と土質試験を行い，空気湧出と噴

砂の発生メカニズムの違いについて検討を行う予定であ

る．  
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EVALUATION OF LEVEE AND AROUND GROUND INNER STRUCTURE ON 
AIR-BLOW PHENOMENON 

 
Shunzo KAWAJIRI, Takayuki KAWAGUCHI, Hiroshi HAYAKAWA,  

Dai NAKAMURA, Yasuharu WATANABE, Taishi MORITA and Yuki TANAKA 
 

In this research, when detecting an air blow at the slope toe of the levee, we made a survey with surface 
waves method to evaluate the inner structure of the levee before and after high water. Moreover, to check 
the soil profile, we dug the air-blow occurrence place. We have concluded that the area where shear 
waves velocity at low speed is saturated and subjected to pore water pressure, resulting in the occurrence 
of the air blow when water moves from the sand layer to the upper part of the silt layer. 
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