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予想外への備え 

 

九州大学大学院工学研究院 善 功企 

   

災害は起きないに越したことはないが、災害が発生したときの被害状況を想定しておくことは、

社会的・経済的影響を最小限に止めるという意味で重要である。東海地震、南海地震、東南海地震

などに対する被害想定をはじめ、最近では、地方自治体の「地域防災計画」などにおいて、災害時

のマクロ的な被害想定が行われるようになり、防災対策にも活用されるようになっている。 

一方、個々の施設についてはどうであろうか。施設は安全に作られており、被害を受けることは

想定されていないというのが一般的解釈である。しかしながら、想定以上の外力に対しては、設計

上、当然(過大設計ではないという意味で)被災するということになる。しかも、確率・統計論的に

は、設計外力を超えることは充分ありえるのである。このような場合、施設がどのような壊れ方、

変状をするかについて考慮されることは現状ではほとんどない。しかし、予想をはるかに超える外

力に対する被害状況を事前に把握しておくことは、被災後の応急対策の観点からも重要である。こ

れまであまり研究が進んでいない「壊れ方」すなわち破壊工学の研究の推進が望まれる。 

予想を超える外力に対応するために、レベル 1 (L1)地震動、レベル 2 (L2)地震動の概念が導入さ

れている。例えば、港湾の施設でいえば、L1 地震動は再現期間 75年の地震を、L2地震動としては、

それを超える地震動である（ただし、L2地振動の再現期間をどのようにとるかについては曖昧であ

る）。L1地震動に対しては、施設の被害は発生しないように設計される。L2地震動に対しては、基

本的には被害を許容するが、供用が不可能になるような決定的被害を蒙るかどうか「照査」すると

いう考えである。この場合、施設が破壊されるかどうかではなく、施設の変状がどの程度におさま

るかが問題となる。その意味では、被害状況を事前に把握する必要があるが、構造物と地盤の相互

作用による変状を精度良く予測するのはかなりの困難を伴う。特に、これまで破壊に重点が置かれ

すぎて、変状についてはあまり深く取り組まれてこなかったきらいがある。最近では、コンピュー

タの発展により解析技術が進み、ある程度の変状は解析されるようになったが、その精度について

は依然課題も多い。破壊工学の視点から被害を想定する技術の進展に期待したい。 

予期しない大きな地震による被害を、ある程度許容するとなると、どの程度の被害（リスク）が

許容できるかを考える必要がある。このとき、リスクの定量的概念を導入すると分かりやすい。こ

のときのリスクは、一般に知られているように「ある現象の発生確率とその現象によりもたらされ

る被害額の積」で表わされる指標である。例えば、液状化被害の発生確率と、そのときの被害額の

積で液状化のリスクを表すものである。個々の施設の定量的リスクが分かれば、リスクの大きい施

設から耐震対策を行うことができる。また、これらの対策によるリスクの低減を、定量的に把握で

きる。ただし、被害額（施設の直接的被害や施設が使用不可となったことによる営業損失等）を予

測するためには、被害形態や被害程度を精度良く予測する必要がある。 

事業継続計画（BCP）は、企業等が地震などの災害を受けたときに、事業の継続を可能にするた

めの計画である。企業における何処にどのようなリスクが存在しているかを明確にし、リスクが顕

在化したときの対処方策を時系列的に示したものである。この NDIC NEWSでも特集として取り上げ

られている（No.39，2008.9）ように、防災対策も、大きな視点からは BCP の一環として認識され

実効ある対策がとられるべきであろう。 

 東日本大震災がもたらした多くの防災的課題の中でも、想定外というのはもうやめにしたい。 

巻 頭 言 

（専門：建設デザイン部門 防災地盤学） 



 

 

 

九州大学病院医療支援派遣グループ 

橋爪 誠 

 

１．概要 

 東日本大震災に関し、日本医師会からの

要請で福岡県医師会は、日本医師会医療救

護チーム（JMAT）を 4 月 15 日より福島県

新地町に派遣している。当地では福岡県内

の医療機関を中心に輪番で医療支援を行っ

ており、当院も派遣要請に応え、5 月 21 日

より 24 日まで下記メンバーで参加・支援を

行った。 

参加メンバー：橋爪誠、野田英一郎、 

賀来典之（医師・救命救急センター）、 

橋本雅代、辻喜代美（看護師・南 7階病棟）、 

山内結衣（薬剤師）、阿比留繁公（患者サー

ビス課） 

 

２．福島県相馬郡新地町について 

 新地町は、福島県の太平洋岸最北の人口

8300 人（2400 世帯）の町である。宮城県と

の県境に位置し、仙台空港より 

南へ約 30km、車で約 45 分の距離である。

また、福島第一原子力発電所からは約 50km

の位置にある（図-1）。 

 

３．新地町の被害状況 

5 月 24 日現在 

死者   ：93 名  避難住民 ：163 人 

行方不明 ：21 名  避難所   ：3 か所 

全壊 ：548棟 仮設住宅 ：440 戸 

新地町は主に農業・漁業を中心とした町

で、沿岸部の平地には漁業従事者の集落や

田畑が広がる。内陸側、海岸より約 1～2km

の位置に町の中心部が位置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の震災では津波は高さ 10m を超え、

津波により防波堤は破壊され、内陸に向か

った津波は海抜 9ｍ、海岸から 1.5km の町

役場直前まで達した。全壊となった建物は

全世帯の 1／5 を超える。地域住民の重要な

足である JR 常磐線は完全に分断され、新地

駅は折れ曲がった鉄骨を残すのみで無残な

姿をさらしていた（写真-1）。現在でも道路

すら復旧していない地域も多く、自衛隊を

中心とした瓦礫の処理が連日続いている。 

 

 

 

東日本大震災医療支援活動報告 

 

写真-1 新地駅跡周辺 

図-1 新地町 



ライフラインに関しては、被害の尐なか

った地区より電気・水道・下水が復旧しつ

つある状況で、我々の到着時には町役場は

電気・水道・下水とも復旧していた。しか

し一方で、沿岸部のやや高台で津波を免れ

た地区では、建物はあるものの、ライフラ

イン・道路の復旧が進まず、陸の孤島と化

していることも問題となっている。 

 

４．活動状況 

現地での活動は大きく 2 つ、①仮設診療

所での診療と②避難所・仮設住宅などの巡

回であった。 

 当地には震災直後より医療チームが入っ

ていたが、福島第一原発の事故を受け、急

きょ撤収し、一時、町の医療ケアが停止状

態となっていた。その後福岡県医師会を中

心とする JMAT チームが入り、医療活動を

再開、その間に地元の 2 か所の開業医も再

開したという経緯の中での我々の派遣であ

った。 

１）仮設診療所での診療（写真-2） 

 新地町役場内に設置された診療所には、 

これまでに派遣された多くの医療機関に 

よって、100 種を超える内服剤や外用薬、 

輸液、簡単な創傷処置セットが整備され 

ていた。また、電子カルテも設置され、 

クラウドコンピューターを導入していて、 

現地での診療やスケジュールは福岡から 

もみることができる体制がとられていた。 

役場には災害対策本部や自衛隊統括本部も

設置されていた。電気・水道・下水が復旧

しており、非常にスムーズに診療を行うこ

とができた。 

 実際、来所する患者は、感冒や高血圧な

どの内科疾患や軽度の創傷などの者で、1

日 10 人前後であった。また、自衛隊員の受

診も時折みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）避難所・仮設住宅の巡回（写真-3） 

 仮設診療所での診療と並行して、町内 

3 か所の避難所の巡回を行った。 

 避難者数は最多時には 2000 人を超え 

ていたと思われるが、現在は仮設住宅も 

約 440 戸建設され、住民の移住も進み、 

避難所で生活を続けている住民はかなり 

減ってきている状況であった。避難者数 

は施設によって 10～120 人とばらつきが 

あった。 

避難所内では、住民への声掛け・血圧測

定などを中心に行った。震災後血圧が高く

なっている者が多くみられ、随時対応した。

また、我々の派遣期間中に JMAT チームの

新地町への派遣が 5 月末で終了することが

正式決定し、巡回中に被災者への周知と地

元開業医への受診促進をはかった。 

    

 

写真-2 仮設診療所 

 

 

 

写真-3避難所巡回 

 



さらに、3 月末に福島県立医大によって

エコーによる深部静脈血栓のスクリーニン

グが行われており、要注意者のフォローア

ップを行った。 

３）1日の活動の流れ・生活 

午前 9 時  地元保健師・佐賀県より派遣の

保健師とのミーティング 

午前～午後 診療所業務、避難所・仮設住 

巡回 

午後5時  佐賀県保健師とのミーティング 

夕食後  避難所巡回 

※診療所は 24 時間開設。 

※入浴は近隣の老人保健施設で行い、町役

場内に宿泊した。 

また、食事は定時に自衛隊より提供して

いただいた。 

４）活動日程 

【5／21】 

 6:30   福岡空港集合 

 福岡空港より空路伊丹空港経由で

仙台空港へ。 

  その後レンタカーで移動。 

13:30  新地町役場到着。着後久留米大学

病院チームより引き継ぎ。 

引き継ぎ後より診療所業務開始。 

19:00  保健センター巡回 

【5／22 】 

午前  運動公園仮設住宅巡回 

午後  作田仮設住宅巡回 

夕食後 鐘ヶ峰公民館避難所巡回 

【5／23】  

午前  戸別訪問・新地小学校避難所巡回 

午後  新地小学校避難所巡回 

今後の心理的ケアについて役場職

員・保健師とミーティング 

【5／24 】 

午前  現地ボランティアスタッフとミー

ティング 

13:00  大牟田市立病院チームへ引き継ぎ。

引き継ぎ後移動。 

17:30 仙台空港発 （仙台空港より空路伊 

港経由福岡空港へ） 

21:45 福岡空港着。解散。 

 

５. 活動のまとめ 

 避難住民の中には高血圧の者が多く、被

災による影響も考えられた。また、特に避

難所ではプライバシーがない状態で、平

穏・安らぎが保てず、睡眠導入剤を必要と

する方が尐なからず存在した。また、実際

に話してみると心の傷は計りしれず、今後

の心のケアが重要と考えられた 

 また、ライフラインの復旧とともに、現

地の開業医も再開し、JMATチームによる医

療支援へのニーズは減ってきている状況で

あった。実際に、JMAT による支援も 5 月

末で終了と決定し、地元の医療機関への医

療のスムーズな引継ぎが我々に課せられた

任務のひとつであった。 

 

６. 今後の課題 

 やはり「心のケア」が今後非常に重要に

なってくると痛感した。町には精神科・心

療内科医はおらず、また周辺地域でも数尐

ない状況で、精神疾患をかかえる者の通

院・投薬もままならない状況である。 

 そんな中で、被災者、とりわけ町の職員

や消防団員の中には、家や家族を失っても

働き続けざるをえなかった者、経験したこ

とのない遺体安置所での夜勤を行った者、

など心理的に非常に強いストレスを受けて

いる者が尐なくない。職員は最近やっと週

1 回の休みが取れるようになってきている

状態である。 

これまで 2 週間に 1 度埼玉県より心療内

科医がボランティアで来訪し、いわゆる心

のケアを行っていたが、今月末で中止とな

った。今後福島県の精神保健担当の保健師

や福島県立医大の職員が来町し、今後の計

画を練る予定であるが、できるだけ担当者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の変更なく、長期的な視野にたったケアの

継続が望まれる。また、職員は町民の手前、

受診しにくいという実情があり、職員が受

診できる仕組みや配慮が必要と考えられる。 

住民については避難所生活から仮設住宅

生活に移行することは、プライバシーの点

からは非常に望ましいことである一方で、

これまで住んでいた地域は分断され、また、

避難所のような、すぐに声をかけられる・

様子をみることができる集団の状態から個

の状態となり、健康・精神状態の把握が難

しくなってきている。 

この問題に関しては、現在もフル稼働し

ている、地元の保健師や佐賀県から派遣の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この問題に関しては、現在もフル稼働して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師（2 週間ごとに交代）による巡回で

はなかなか追いつかない部分もあり、仮設

住宅や避難所での健康相談会開催や職員や

消防団員の心のケアについての企画を実施

することとしたが、今後の長期的な対策が

喫緊の課題と考える。 

最後に、原発 10km 圏内から避難してき

た方々が新地町町内にもおられたが、どこ

も避難所がいっぱいで転々としてやっとた

どり着いたとのことであった。地震や津波

の被災者とは全く異なった背景を有し、“被

災難民”の印象を受けた。避難者は精神的

にも限界に近く、政府の迅速な対応が強く

望まれた。 

 

 

写真-4  新地町役場前にて集合写真 



津波浸水域の橋梁被害と道路網 

整備について 
 

九州大学大学院工学研究院 

建設デザイン部門 

大塚 久哲・梶田 幸秀 

 

１．はじめに 

2011 年 4 月 15～18 日に岩手県宮古市田

老から福島県相馬市までの区間、また 6

月 18～21 日に青森県上北郡おいらせ町か

ら宮城県仙台市までの区間で、東日本大震

災の被害調査を行ったが、道路に関しては

岸壁に近い位置での高架道路橋において、

橋脚高が高く桁が津波水面以上にあれば

避難道路として活用できることに気づい

た。また、津波浸水想定区域を示す国道

45 号の案内標識の位置はほぼ適切であっ

たこともわかった。したがって、今後、津

波浸水想定区域において高架道路橋を避

難道路・避難場所・復旧復興用道路として

整備すべきであると考える。以下、本課題

に関わる調査結果の紹介と私案を提示す

る。 

 

２．津波浸水想定区域と道路標識 

 図-1 に見られるように、国道 45 号の 36

箇所が津波浸水想定区間となっており、そ

の開始点と終点には同図右に見られるよう

な案内標識が設置されている。著者らの調

査はほぼ国道 45 号を南下する行程であっ

たが、「これより」の案内標識が現れると眼 

 

前に津波被災地が現れ、被災地域を過ぎる

と「ここまで」の標識が現れることの繰り

返しであった（写真-1）。著者らの調査範囲

内では大槌町を除いて、これらの案内標識

は十分安全側で浸水地域を予測していた。 

 

３．橋梁の被害事例 

(1)  45号バイパスにおける高架橋の事例 

写真-2 に示す釜石港湾地域の高架橋（国

道 45 号釜石バイパス）は建物の 3 階に達し

た津波に対しても桁は一部冠水を免れてお

り、耐震補強を終えた橋脚は地震動にも津

波にも耐えた。橋脚に避難用の階段を付け、

桁上に上れるようにしてあれば緊急避難の

拠点となりえたものと思われる。しかし、

写真-3 に示すように伊里前湾岸の歌津バイ

パスの高架橋では残念ながら桁が流されて

いる。耐震補強済みの橋脚は残存しており、

橋脚を高くして避難拠点としての配慮がな

されていれば、避難道路としても機能した

と思われる。 

(2) 陸前高田市における例 

 図-2は陸前高田市の津波浸水域を示した

地図と被災地域の写真である。市の中心域

を東西に横断する国道 45 号バイパスは東

側で沼田跨線橋が落橋、西側で気仙大橋が

流失しており、とりわけ気仙大橋の流失は、

上流側へ 3.5km 程度の迂回が必要であり復

旧・復興の大きな痛手となっている。例え

ばこの地区の津波浸水予想区域に高架道路

が整備されていれば避難と早期復旧に役立

ったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 国道 45号における津波浸水想定区域と案内標識１） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陸前戸倉を北方より望む 

写真-1 案内標識と被災地 写真-2 国道 45号釜石バイパス（左側海） 

45号線歌津バイパス 

伊里前湾 

写真-3 桁が流出した伊里前湾岸の

国道 45 号歌津バイパス 

図-2 陸前高田市の津波浸水地域（白塗りの地域、以下同じ） 

桁が流出した気仙大橋 

消滅した高田松原 

落橋した沼田跨線橋 

上流側に流された姉歯橋の桁 



４．津波からの避難を考えた道路整備の 

 

(1)広い市街地を有する場合 

陸前高田市のように比較的広大な低平地

が存在する場合には、バイパスと避難道路

を高架橋で整備することにより、安心でき

る日常生活が平地でも営めると考える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 は陸前高田市に建設が望ましい国道

45 号バイパス(赤)と、市街地と高台の住宅

地を結ぶ生活道路(緑)の例を示している。

いずれも高架道路とし、オフランプ(青)と

オンランプ(赤)を備えている。地震時には

ランプは避難者専用とするのがよい。 

(2)高台が近い場合 

 海岸地域と高台が比較的近い大船渡市の

ような場合には、図-4 のように高台に直結

する避難道路を数本整備することで、安全

な街として復興が果たせるものと考えられ

る。 

(3)近い高台と広域な港町が存在する場合 

 例えば図-5 に示すような気仙沼市のよう

に、高台が近い区域（北部と西部）と、広

域な港町が併存する場合には、前者に避難

道路を、後者に避難用高架道路か避難可能

な高層住宅などの配置が望ましいと考える。 

 

５．田老地区の復興のあり方 

 普代村の防潮堤は 15m の高さで難を逃れ

たが、宮古市田老地区は高さ 10m で及ばず、

数 m の越流が生じた。図-6 に見られるよう

に、田老地区は比較的面積が小さく、復興

にあたってどのような選択をするかは、難

しい問題である。 

６．仙台平野地域の復興のあり方 

仙台平野の津波被災地域の復興については、

さらに困難である。面積が広大であり、しか

も近くに高台があるような地域ではないので、

盛土地盤を幾つか造成して、地区ごとに移転

をするしかないように思える（写真-4）。  

７．おわりに 

 1995 年の阪神大震災を教訓として改訂し

た道路橋示方書による道路橋の設計及び耐

震補強は、地震動に対しては功を奏したと

いえる。今後は、津波に流されないような

橋梁の設計を考案することも必要であるが、 

陸前高田市  

 

図-3 避難用高架道路の配置 

図-4 避難用道路の配置 

大船渡市 

方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文で示したように冠水しないような

高架道路を計画することも必要と考え

る。本文は予想される西日本大地震に対

する震前対策としても有効であると思

われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 住宅地と港湾地区の両方が浸水した気仙沼市 

写真-4 津波に浸食された宮城県山元町の海岸 

図-6 X形に配置された宮古市田老地区の防潮提と浸水地域 
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１．はじめに 

 2011 年東北地方太平洋沖地震（震源：北

緯 38.10、東経 142.86、深さ 24km）におい

て K-NET1)で観測された地震動の応答スペ

クトルの特徴と地震動による橋梁被害につ

いて、筆者が実際に調査を行った範囲で紹

介を行う。なお、ここでの地震動による橋

梁被害とは津波浸水地域では無い場所で損

傷した橋梁の被害である。 

 

２．2011 年東北地方太平洋沖地震によ

る地震動の特徴 

 本報告書では、地震動と構造物被害とい

う点から地震動の特徴を明らかにしていく。

なお、本報告書で用いる観測地震動はすべ

て K-NET による観測地震動である。2011

年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した地震（本

震）では、最大地表面加速度が 3 成分合成

（南北、東西、上下）で 300cm/s
2を越える

地震動を観測した地点は 80 地点であり、各

方向成分の地震動個数では、上下方向成分

を除くと 135 成分である。なお、最大加速

度 300cm/s
2とは、道路橋の耐震設計におい

て、プレート境界型地震によるレベル II 地

震動の最大加速度とほぼ同等の最大加速度

である 2)。表-1に K-NET で観測された最大

加速度の上位 10 地震動を記す。なお地盤種

別は道路橋示方書に基づく 3 段階の区別で

有り、I が固い地盤、II が普通の地盤、III

が軟らかい地盤となる 2)。図-1に最大加速

度が一番大きかった宮城県築館（南北成分）

の加速度波形を記す。比較のため、図-2に 

2005 年 8 月 16 日に発生した宮城県沖で起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きたモーメントマグニチュード 7.2 の地震

（震源北緯 38.15、東経 142.28、深さ 42km）

により宮城県築館で観測した地震動の加速

度波形を記す。図-1、図-2 を見て分かると

おり、2011 年東北地方太平洋沖地震では広

範囲にわたって断層がずれたため、地震動

の発生時間が長く、また 2005 年には見られ

なかった 2 回目のピークというものが存在

する。 

次に、地震動と構造物被害という観点か

ら、地震応答スペクトルの分析を行う。先

ほど示したとおり、2011 年東北地方太平洋

沖地震で発生した地震動で最大加速度

300cm/s
2 の地震動は 135 個あり、135 地震

動を計測された地点の地盤種別にわけると、

I種地盤は 44地震動、II種地盤は 87地震動、

III 種地盤は 4 地震動となった。地盤種別ご

とに、すべての地震動に対し地震応答スペ

クトル（減衰定数  0.05）を算出し、固有

周期ごとに最大値をプロットしたのが図-3

である。なお、図-3 には、道路橋示方書 2)

におけるレベル 2 地震動の結果も併せて示

す。図-3から分かるとおり 2011 年東北地方

太平洋沖地震による地震動は、固有周期が

0.1～0.5 秒程度の低周期では、設計地震動

の応答加速度を上回るが、0.5 秒以上では、 

表-1 最大加速度が大きい地点 

 

被害について 

地震動の特徴と地震動による橋梁 

 場所 方

向 

最大 

加速度 

(cm/s
2
) 

最大 

速度 

(cm/s) 

地

盤 

1 築館 NS 2699 113.1 I 

2 塩竃 EW 1969 54.7 II 

3 日立 NS 1598 64.6 II 

4 仙台 NS 1515 84.3 II 

5 鉾田 NS 1352 68.3 II 

6 白河 NS 1295 54.7 II 

7 大宮 NS 1282 43.6 II 

8 築館 EW 1268 49.6 I 

9 茂木 EW 1205 58.9 I 

10 今市 EW 1185 44.3 II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 2011 年東北地方太平洋沖地震の地震動

波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 2005年宮城沖地震の地震動波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-3  2011年東北地方太平洋沖地震の加速度応答スペクトル 

図-2 2005年宮城県沖地震の地震動波形 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計地震動の応答加速度とほぼ同じであ

る。通常規模の橋梁構造物の固有周期はお

おむね 1 秒から 2 秒程度といわれており 3)、

その結果、阪神淡路大震災後に耐震補強さ

れた構造物や比較的新しい（1990 年代後半

以降）の構造物には被害が生じなかったも

のと考えられる（津波による被害は除く）。 

 但し、これらは K-NET 観測点でのデータ

で有り、例えば、東北大学の青葉山キャン

パスでは、耐震補強を実施していたにもか

かわらず、6 棟の建物が地震後立ち入り禁 

止になったが、これは東北大学が丘陵地に

有り、K-NET が設置されていた仙台市平野

部（仙台市宮城野区苦竹 3-6-1）に比べ、周

期 1 秒での速度応答が 2 倍になったとの結

果によるものだと推定されている 4
)。 

によるものだと推定されている 4)。K-NET 

のデータだけで無く、重要構造物の設計に 

当たっては、その建設地点での応答スペク

トル予測が重要であるとの教訓も残してい

る。 

 

３．地震動による橋梁被害について 

橋梁被害については、土木学会地震工学

委員会の調査報告書 5)をはじめ、種々の報

告書に記載があるのでそれらを参考にして

ほしいが、ここでは、下記の 2 点について

簡単に説明を加えていく。 

・積層ゴム支承の破断現象が初めて確認さ

れた 

・背面盛土の沈下による積層ゴム支承の残

留変位と道路の段差発生 

１）仙台東部道路での積層ゴム支承の破断 

積層ゴム支承は 1961 年（昭和 36 年）東

北本線（当時の国鉄）の鬼怒川橋梁に使用

されたクロロプレン系積層ゴム支承が最も

古いとされている。しかし、積層ゴム支承

が本格的に橋梁に適用されたのは、平成元

年（1988 年）に道路橋の免震設計ガイドラ

イン（案）（国土開発技術センター編）が記

された後である。その後、1995 年兵庫県南

部地震による橋梁被害を契機に、新設され

るほとんどの橋梁には積層ゴム支承用いら

れるようになった。今回、初めて写真-1の

ような積層ゴム支承の破断現象が 2 カ所で

確認されており、現在その原因についての

検討が行われている。写真-2は破断した支

承が設置されていた橋脚（P56 橋脚）であ

る。 

２）背面盛土の沈下による積層ゴム支承の

残留変位と道路の段差発生 

写真-3,4に岩切大橋における背面盛り土

の沈下と道路の段差発生状況を、写真-5に

新松島大橋における背面盛土の沈下が原因

写真-1 積層ゴム支承の破損状況 

（撮影：NEXCO東日本） 

写真-2 積層ゴム支承の設置橋脚 

（右側の足場が組まれたところ） 

 



とみられる積層ゴム支承の残留変位の状況

を示す。1995 年兵庫県南部地震の被害を踏

まえ橋脚、支承など構造部材の耐震性能は

向上し、その結果、大地震が発生しても落

橋させないというは橋梁全体系での耐震性

能は向上したといえる。しかし構造物と基

礎地盤（盛土）はそれぞれ別の基準に基づ

いているため、今後は、性能という観点か

ら整合性を考える必要があるといえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

 2011 年東北地方太平洋沖地震において、

K-net で観測された地震動を分析すると、土

木構造物に被害を及ぼすといわれる周期

0.5 秒から 2 秒程度では、過去の地震動と比

べ応答値にそれほど違いは無く、その結果、

地震動による構造物被害は、阪神淡路大震

災に比べて大きく減少したものと考えられ

るが、新たな構造形式（積層ゴム支承の普

及、構造物と地盤の相互作用など）に対す

る課題も顕在化したため、今後も地震動に

対する構造物の耐震対策の歩みを継続して

いく必要がある。 
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写真-3 岩切大橋での盛土沈下 

写真-4 岩切大橋での路面段差 
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１．はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災時に発生した津波により、沿岸域に甚大

な被害が生じた。今回の津波災害は「想定

外」という言葉で表現されることが多く、

その被害の大きさを表わすと同時に、これ

までの津波予測技術のみでは不十分であ

ることを揶揄している。申請者自身も震災

後に青森八戸～岩手釜石までの沿岸部の

被害調査を行ったが、防波堤・防潮堤とい

ったハード面の対策により津波被害も低

減できたことは事実ではあるが、ハード対

策のみで津波からの被害を完全に防ぐこ

との困難であることを痛感させられた。 

内閣府の中央防災会議では、今後の津波

対策の基本方針を検討しており、百年に 1

度程度の頻度で予想される津波に対して

はハード面での対応し（津波レベル 1）、東

日本大震災時の津波のように数百年～千

年に 1度程度の頻度で起こる巨大津波に対

しては、人命は守るがある程度の経済損失

は覚悟する（津波レベル 2）ことが検討さ

れている。また、津波は、湾・海底面の地

形等の環境に依存して全くことなる規模

の災害となり得るため、地域ごとに異なる

基準で防災・減災を検討する必要があり、

これまでの「想定外」の現象が尐しでも予

測可能な数値解析開発は強く望まれてい

る。 

また、今回の津波災害で顕著となったの

は、複合連鎖被害である。津波自身が与え

る外力により損壊した建屋あるいは土木

構造物も皆無ではないが、一旦被害を受け

た構造物がガレキとなり、津波外力を増大

させた可能性も否定できない。また、基礎

地盤が洗屈により流され、不安定となった

地盤上の構造物が倒壊したであろうと予

想される現象も尐なくない。以上のように、

今回の津波災害はこれまでに細分化され

てきた土木の複数分野にわたる複合連鎖

被害であり、こうした非常に複雑な現象を

予測していくには、尐なくても土木三力

（構造‐地盤－水理）の分野の相互作用を

考慮し得るマルチフィジックス・シミュレ

ータを構築する必要があるものと考える。 

著者は今後、津波防災に資する大規模マ

ルチフィジックス・シミュレータを構築す

ることを検討しており、それに向けた現状

の準備状況の報告と今後の課題について

述べる。 

 

２．粒子型解法をベースとしたマルチ
フィジックス解析 

本節では本研究で採用した粒子型解法

の手法について概説する。（解析手法の詳

細に興味のない方は、本章を飛ばして読ん

でいただきたい。） 

 1990 年代以降、数値流体力学の一手法と

して、ラグランジュ的に動く粒子を用いた

計算手法の開発が盛んに行われてきた。粒

子型解法では、メッシュが潰れ計算が破綻

するなどの心配がなく、また各粒子はある

領域の体積（質量）を代表しているものす

れば、全体の体積（質量）の保存性も自然

と満足するものと考えてよい。以上のよう

な特徴から、自由表面を有する流体問題で、

かつその自由表面が激しく変動する場合

には、粒子型の解法が有望視されている。 

数値流体力学の解法として用いられてい

る代表的な粒子法としては、Smoothed 

Particle Hydrodynamics（以下、SPH 法）1）2）

がある。ここでは SPH 法についてのみ記

述する。SPH 法は開発当初、圧縮性流体を

前提とした解析手法として発展してきた。

Cumminsら 3)は射影法を用いた分離型解法

を SPH 法へ導入することで、非圧縮性流

体までを精度よく取り扱うことができよ

うになりつつある 4)。著者の研究グループ

で開発中の SPH 法解析ツールの詳細な内

容は文献に委ね、以下では基本的な内容の

みを紹介する。 

 SPH 法では、時刻 tにおける位置 xiの関

数 (xi、t)は、影響半径 h内に存在する

の開発に向けた取り組み 



近傍粒子上での値を用いて、一種の重み付

き平均として近似する。 
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ここで、Wは重み関数であり SPH法の分野

ではカーネル関数と呼ばれ、  ij i jr  x x   

は粒子 iと粒子 jの距離を示している。ま

た、 ,i im  は粒子 iが代表する領域の質量と

密度である。なお、重み関数としてはスプ

ライン関数（3 次あるいは 5 次の関数が用

いられることが多い）、あるいはガウシア

ン関数などの釣鐘型の関数が用いられる。

SPH 法では、関数の微分は、先の粒子離散

近似したものをそのまま微分することで

表現する。 
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 上記の近似式(1)、(2)を用い、ナビアス

トークス方程式の独立自由度である速度 u

と圧力 pを離散近似する。なお、射影法を

用いた非圧縮性用 SPH 法（以下では ISPH

法と略記）では、圧力については以下の圧

力ポアソン方程式を解くことで陰的に評

価する。 
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ここで右上の添え字が時間ステップを表

わし、両辺を SPH 法で離散化すると圧力
1np に関する連立一次方程式と成り、ソー

ス項（右辺項）は初期の圧力 0 と仮に評

価する速度 *u により評価する。 

従来の ISPH 法では高周波の圧力振動が

問題とされることが多く、著者らは体積保

存性を満足し、かつ安定した圧力が評価で

きるようポアソン方程式のソース項を一

部修正し、次式により評価するものとした。 
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ここで、ソース項に追加した項は、非圧縮

性の仮定を厳密に満足していれば消去さ

れる項であり、実際には前ステップでの密

度 n を初期の密度 0 に修正する働きが

ある。緩和係数 は小さな数％程度以下の

小さな値であり、適切な緩和係数の決定方

法等については文献 5）を参照していただき

たい。 

著者らは、さらに Smagorinsky による渦

粘性を導入することで特に流れの乱れが

激しい状態においても安定して圧力が評

価できるように修正した。このモデルでは

物質固有の物性値である粘性 に、次式に

示す渦粘性 t を加算する。 
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ここで、Cs 、 Lはモデル定数であり、そ

れぞれ Smagorinsky 定数および初期の粒子

間隔に依存する係数である。また Sは、ひ

ずみ速度テンソル Si jから評価されるひず

み率である。 

 

３．流体力評価に関する精度検証 
次節にて津波氾濫解析を実施する前に，

数値流体解析手法としての粒子法（ISPH

法）の精度検証を実施した例を報告する。 

検証例題としては、Kleefsman ら 6)が実

施した実験を採用し、特にマルチフィジッ

クス解析へと発展させるために重要とな

る流体力評価の精度について実験と比較

検証する。検証例題は、水柱を崩壊させ、

水柱が崩壊する方向に設置した障害物上

で圧力を観測するといった単純な実験で

ある。実験の概要を図-1に示す。図-2には

障害物に設置した圧力センサの設置箇所

を示す。ここでは、8 つのセンサの内、障

害物前面に設置したセンサ ps3と上面に設

置したセンサ ps5の結果（図-2中では赤色

の記号で表記した箇所の 2 点）について、

数値解析と実験に結果を比較検証する。 

図-3、図-4に ps3、ps5の比較結果をそれ

ぞれ示す。図中の original ISPH とは式（3）

に示した圧力ポアソン方程式を採用し、渦

粘性導入なしの結果を示す。一方、

stabilized ISPH とは、式（3）の代わりに、

式（4）に示したポアソン方程式を採用し



た際の結果を示し、＋turbulance model とは

式（5）で示した渦粘性を導入した結果で

あることを示す。  

図-3、図-4に示す結果の比較より、著者

らが提案する安定化 ISPH 法と渦粘性の組

み合わせが従来法と比べて精度がよく、実

験結果の傾向を適切に評価できることを

確認した。 

 

４．粒子法による津波シミュレーショ

ン例 

 先に精度検証を実施した数値解析技術

を用い、津波氾濫解析を実施した。解析対

象は福岡市ももち浜地区であり、その概観

を図-5に示す。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5に示すように、国土地理院が発行す

る 5m メッシュの数値地図 7)のデータを基

に地表面データを構築した。同データには、

海底面および河床面上のデータが収録さ

れておらず、今回の数値解析モデルでは、

2°の一定勾配を仮定し、海底において水

深が 55mとなった時点からは一定の水深と

するモデルを構築した。また、津波を模擬

した波の入力は、津波高さを 10m と仮定し、

一次元波動方程式より評価される津波波

速式    より推定し、15m/s の速度の

図-1 Kleefsmanらの実験の概観 

図-2  障害物にとりつけられた圧力センサの場所 

図-3 障害物前面に配置した圧力センサ(ps3) 

 

図-4 障害物上面に配置した圧力センサ(ps5) 

の出力値 

 

 

 

 

 

図-5 福岡市ももち浜地区での津波氾濫解析 

モデル 

 

 

 



波を継続して入力するものとした。粒子は

2m 間隔で粒子を配置し、地盤（境界）粒

子と水粒子の両者の数を合計すると約 800

万粒子の解析モデルとなっている。 

 図-6に津波を入力開始時から 40 秒後ま

での数値解析結果を示す。同図では、各粒

子の色は津波進行方向への速度（同図の左

から右方向を正）を示す。防潮堤に到達す

るまでには平行に津波が進行し、その後は

防潮堤の効果が確認できる（秒後の結果を

参照）。防潮堤により流域が限定されるこ

とで、残された流路である河川には大量の

水が流れ始め、速度も増大しながら遡上し

ていく現象が観測されている。 

 

５．まとめと今後の方針 

津波時に観測された複合災害といった

複雑な現象を精緻に予測するため、土木三

力の分野（構造‐地盤－水理）間の連成現

象を表現可能なマルチフィジックス・シミ

ュレータの構築に向けて、粒子型解法の一

つである SPH 法を基にした数値解析ツー

ルの構築を目指している。SPH 法は一般的

な微分方程式に近似解析手法であるため、

数値流体シミュレーション手法だけに留

まらず、構造工学および地盤力学といった

固体分野の数値解析技術としても応用さ

れはじめている。固体力学を解析するには

同様に粒子で離散化すればよく、またマク

ロ的な材料物性値である材料構成則をそ

のまま採用できることが特徴である。今後

は、こうした固体力学分野への SPH 法の

改良法について迅速に対応させ、マルチフ

ィジックス・シミュレータの基礎（プラッ

トフォーム）を完成させていく予定である。

この際、これまでに各分野で培われてきた

標準的な構成則が容易に導入できるよう

配慮することで、土木三力として分類され

てきた学問分野を統合化した精度の良い

数値流体シミュレータが構築できる。土木

三力の相互作用を考慮できるマルチフィ

ジックス・シミュレータが構築後には、津

波に対して粘り強い新たな形式の防護構 

造物（防波堤・防潮堤）の提案へと応用し

ていきたいと考えている。 

 
左端に津波を入力した直後(0 秒後) 

 

 
津波入力から 11.5 秒後 

 

 
津波入力から 21.0 秒後 

 

 
津波入力から 40.0 秒後 

 

図-6 津波氾濫解析結果 
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九州大学大学院理学研究院 

附属地震火山観測研究センター 

植平 賢司 

 

１．はじめに 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、東北地方

三陸沖約 130km付近を震央とするマグニチ

ュード 9 の地震が発生し、宮城県栗原市に

おいて震度 7 を記録した他、九州において

も震度 1 を記録するなど、沖縄を除く日本

全体が有感となった。また、この地震発生

により津波が発生し、特に東日本の太平洋

側を中心に巨大な津波が押し寄せた。消防

庁が 2011 年 8 月 25 日に発表した「平成 23

年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日

本大震災）について（第 137 報）」によると、

この地震発生により死者と行方不明者は合

わせて 2 万人を越えた。心よりお悔やみを

申し上げる。 

 今回の地震は東北日本がのっているプレ

ートとその下に沈み込む太平洋プレートと

の境界で発生したプレート境界型の地震で、

地震によって破壊された領域、いわゆる震

源域はおよそ 500km×200km の範囲にも及

ぶ。このような超巨大な地震がどのように

発生したかを考える上において、正確な余

震分布や発震機構は重要な情報である。こ

れらを正確に求めるためには、震源域の直

上に観測点があることが重要であり、今回

の地震のように海底下で発生した場合、海

域での観測は必須である。そこで九州大学

では全国の大学・研究機関と共同で海域に

                                                        

 篠原雅尚・山田知朗・町田祐弥・中東和夫・

望月公廣・塩原肇・一瀬建日・真保敬・岩崎貴

哉・小原一成・平田直（地震研究所）・村井芳夫・

勝俣啓・東龍介（北大）・日野亮太・伊藤喜宏・

鈴木健介・藤本博己・木戸元之・長田幸仁 （東

おける緊急地震観測を実施したので紹介す

る。 

  

２．緊急地震観測の概要 

 このような巨大な地震に対応するために

はオールジャパン体制で観測機材、船、そ

して人員を迅速にフル稼働する必要がある。

そこで海域における観測や研究を行ってい

る機関がそれぞれ連携をしながら行った。

すなわち大学では北から、北海道大学、東

北大学、東京大学、千葉大学、九州大学、

鹿児島大学、大学以外では海洋研究開発機

構、気象庁・気象研究所、海上保安庁であ

る。 

 

図-1 東北地方太平洋沖地震余震の震央分布図

（気象庁 1））。2011 年 3 月 11 日 12 時 00 分～8

月 19 日 14 時 40 分、深さ 90km 以浅、M≧5.0

をプロット。 

 

 マグニチュード 9 クラスになると地震の

震源域も広大で、陸上観測網から見た活発

な余震域は 500km×200km の範囲にも及ぶ

（図-1）。この領域に約 25km 間隔で海底地

震計（Ocean Bottom Seismometer、以後、OBS 

                                                                                 

北大学）・佐藤利典（千葉大学）・植平賢司（九

大）・八木原寛・宮町宏樹（鹿児島大）・小平秀

一・高橋成実・尾鼻浩一郎・金田義行（海洋機

構）・平田賢治・対馬弘晃・勝間田明男・横田崇

（気象研）・山崎明・小池哲治・阿部正雄・平松

秀行（気象庁） 

発生後の海域における緊急地震観測 

 

2011年東北地方太平洋沖地震（M9.0） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と略す）を設置した（図−2）。OBS の設置は、

本震発生 4 日目から開始し、72 台を設置し

た。本震発生以前から震源域直上で観測を

行っていた OBS を併せて、120 もの観測点

からなる観測網が 4 月の初めに完成し、観

測を開始した。その後、OBS の入換えを行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いながら 2011年 9月現在も観測は継続中で

ある。 

 観測で用いた OBS はすべて音響切り離 

し方式の自己浮上型である。ガラス球もし

くはチタン球の耐圧容器の中に、地震計・

レコーダ・電池を収納しデータを収録する。 

 

図-2 2011年 4月 8日現在の海底地震計の分布図 (Shinohara et al.2)に加筆)。三角形及び六角形は本震以前よ

り設置のポップアップ式 OBS、丸印及び四角形は本震発生後の緊急観測で設置された OBS を示す。大小の星印はそ

れぞれ本震及び最大余震の破壊開始点を示す。赤線で囲まれた領域は九州大学の OBSを設置した領域を表す。 

 



観測ではいくつかの種類の地震計を用い

た。すなわち固有周波数 4.5Hz の地震計、

固有周波数 1Hz の地震計、広帯域地震計、

加速度計である。地震計からの信号は 16

または 20 または 24 ビットの分解能でデジ

タル化され、ハードディスクなどに収録さ

れる。ガラス球を耐圧容器に用いた OBS は

約 3 ヶ月程度、チタン球を耐圧容器に用い

た OBS は 1 年以上の観測が可能である。水

深はいずれも 6,000m まで設置可能である。

九州大学からは手持ちすべてとなる 11 台

の OBS を用意した。4.5Hz 地震計をセンサ

ーとし 16 ビットの分解能を持つレコーダ

で構成される OBS が 9 台と、1Hz 地震計を

センサーとし 20 ビットの分解能を持つレ

コーダで構成される OBS が 2 台である。 

 

３．九州大学の海域観測における対応 

 九州大学での海域観測における対応は次

の通りである。地震発生後、震央が三陸沖

の海域でマグニチュードが 8 を超える事が

分かった段階で、内田和也技術専門職員に

センターにある OBS11 台の組立準備をお

願いした。 

 通常、最初から準備する場合、データ収

録装置で使う電池を準備するのに１週間程

度、OBS11 台の組立と周辺機器の準備には

3 日程度かかる。しかし、日頃から海域で

大地震が発生した時にすぐに OBS の準備

が出来るように電池の準備を進めていたの

で、地震発生当日中には OBS11 台分の電池

が完成し、更に大学院生 1 名の手も借りて

OBS を 1 台組み立てることが出来た。 

 翌3月 12日は関係者とも連絡が取れるよ

うになっており、設置航海が 3 月 15 日に神

奈川県横須賀市出港で、新日本海事株式会

社の「新雄丸」（280 トン）を用船するとい

うことで決まりつつあった。ここで問題に

なったのは機材の運搬手段をどう確保する

かということであった。15 日に横須賀港に

到着するためには 14 日のなるべく早い時

間帯に荷だししなければならない。しかし、

東北地方は当然であるが関東方面も交通網

が大きく混乱しており、大手運送会社は関

東方面への輸送の受付を中止しているよう

な状況だった。時間的にもトラックを借上

げするしかないが、運悪く土日であり、休

み明けの月曜日にトラックが借上げられる

か不安であった。幸い地震火山観測研究セ

ンターのある島原市内の運送会社を何件か

あたるとトラックの準備が出来るという会

社があり、何とか輸送手段の確保が出来た。

12 日は OBS5 台の組立を行った。 

 13 日から 14 日早朝にかけて残りの 5 台

の組立も終え、周辺機器の準備も行い、14

日午前中に荷だしを行った。そしてこの日

の午後、植平・内田技術専門職員・大学院

生 1 名とともに、横須賀に向かった。首都

圏では計画停電などの影響もあり鉄道が運

休したり途中までで運転を打ち切ったりと

ダイヤが大混乱していたので、羽田空港に

到着後、鉄道を使わずバスで横浜駅まで行

き、横浜駅周辺の宿で宿泊した。 

 道路網の混乱により、15 日に荷物が届く

かどうか不安であったが、無事翌 15 日は横

須賀港での荷物の受け取ることが出来た。

OBS を船に積込み、ドライラボの設営を行

った。この後、海底地震計へ錘と音響通信

装置の装着を行い、作業終了次第出港する

予定であった。しかし、福島第一原子力発

電所の水素爆発により福島県沖合の放射能

に対する安全確保が出来るのかが不透明な

ことから、一週間程度様子を見て出港を判

断する、ということで出港は延期になった

（なお、海洋研究開発機構の研究船「かい

れい」は 15 日に出港し、福島第一原子力発

電所から 200kmの距離を置きながら設置作

業観測を行った）。そのため、一旦島原市の

方へ戻った。 

 原発事故の様子が分かってきたことから、 



 

写真-1 「新雄丸」甲板上に並べられた設置準備 

の終了した OBS 

 

福島第一原子力発電所から 100km以内に立

ち入らないということで、3 月 24 日から 31

日の日程で九州大学・北海道大学・鹿児島

大学の計 33 台の OBS の設置を「新雄丸」

で行った（写真-1、写真-2）。海上には障子

戸など家屋がバラバラになったもの（写真

-3）やコンテナ（写真−4）や漁具など多く

の漂流物があった。この航海では特に北緯

37 度の潮目に沿って漂流物が約 60 マイル

（約 113km）以上も帯状に集結しており、

それを避けるためシップタイムを大幅にロ

スした（直線で進めば 1 時間程度であるが、

往復 120マイル程度進んだので 12時間以上

のロス）。 

 放射線対策であるが、先程も述べたよう

に福島第一原子力発電所から 100km以内に

は立ち入らない、作業中は各自線量計を身

につけモニタリングをする、また、なるべ

く原子力発電所の風下にならないような順

番で OBS を設置する、ということを行った。

幸い風向きも良く、線量計を見る限りは原

発事故前の被曝量と同レベルであった。 

3月に設置した九州大学の OBSの回収は、

2011 年 6 月 3 日から 6 月 23 日にかけての

海洋研究開発機構の研究船「よこすか」の

YK11-E04 航海で行った（写真-5、写真-6）。 

 

写真-2 OBS の設置風景 

 

写真-3 漂流する木材片など 

 

写真-4 海上を漂流するコンテナ（2011 年 4

月 2日、東北大学・木戸元之准教授が撮影） 

 



 

写真-5 「よこすか」（海洋研究開発機構）によ

る OBSの回収風景 

 

 

写真-6 回収された OBS。橙色は九州大学の OBS、

黄色は海洋研究開発機構の OBS。 

 

この航海では OBS の回収の他に、新たな

地震計の設置も行った。また OBS の設置回

収作業の他に、ディープトウを使った海底

地形・地質の調査や採水調査が別のグルー

プによって行われた。漂流物の視認が夜間

は難しくなるので、安全のため作業は日中

のみ行われた。通常であれば、海底地形調

査は昼間、OBS の観測作業は夜間、という

ように時間を効率良く使って観測調査を行

うのであるが、やはりこの震災のような非

常事態に於いては通常のような作業は安全

確保の面から難しいと感じた。 

 回収した OBS に収録されたデータのモ

ニタ記録の一例を図-3 に示す。黒い部分が

地震の発生による波形記録であり、間断無

く余震が発生していることが分かる。 

 6月下旬に回収した九州大学の OBSであ

るが、7 月上旬に再び設置するために、デ

ータを回収した後、再び 10 台の組み立てを

行った。その後、2011年 7月上旬に設置し、

2011年 9月現在も宮城県沖で観測中である。

このOBSは 2011年の 10月に回収する予定

である。 

 

４．おわりに 

 地震発生後 4 日目から緊急海底地震観測

が開始され、その後、OBS の入換えを行い

ながら現在も観測を続けている。その観測

全体の概要と、九州大学での海域観測での

対応について簡単に述べた。現在、すでに

回収されたデータを用いて解析が進められ

ている。 

 震災から 5ヶ月たった 2011年 8月現在で

も津波が襲った地域では瓦礫の撤去が遅々

と進んでいるような状況で（写真-7、写真−

8）、幸い撤去された瓦礫でさえも焼却をす

るために集められたまま行き場を失い、堆

く積み上げられているのが衝撃的であった。 

町や人々を壊滅的に奪い去った津波の破壊

力と、広島・長崎原子爆弾の 100 倍を超え

るとも言われている放射能汚染の深刻さを

肌で感じ、戦慄を覚えた。 

過去、三陸海岸では多くの津波被害にみ

まわれており、特に明治三陸地震（1896 年

6 月 15 日、M8.5）では 26,360 名の死者が

報告されている 3）。 

今回の地震はこれを遥かに上回る M9.0 の 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-3 九州大学の OBS で収録したデータのモニタ記録（2011年 3月 28日 20:00〜21:00）。横軸は時

間を表し 10 分である。11観測点（33チャンネル）の波形が 6 段並べられており、合計 60分間の記

録を表している。黒くなっている所が振幅の大きい事を表し、余震の発生を示す。 

 

 



 

 写真-7 津波により15時25分で止まった時計

（2011年 8月 19日大船渡市にて東京大学地震       

 研究所・山田知朗助教撮影） 

 

地震であり（モーメントで 5.6 倍。つまり、

明治三陸地震 5.6 個分の大きさの地震）、明

治三陸地震で記録した津波の最大遡上高

38.2m を更新した。地震発生当日、テレビ

に映し出された仙台平野を駆け上がる津波

や、南三陸町の 3 階建の建物を飲み込んで

行く津波を見て、一体何人の人が生き残っ

ているのだろうかと絶句した。その中で、

三陸海岸だけでなく仙台平野や更に南で津

波被害があったことを考えると、死者行方

不明者が明治三陸地震を下回ったというの

は、この地域での津波に対する防災意識の

高さ、防潮堤や避難場所の確保、そして避

難訓練といった津波対策が効を奏したと言

える。しかし明治三陸地震に比べ人的被害

が少なかったといっても、死者行方不明者

は合わせて 2 万人以上の犠牲者が出た悲惨

な災害である。地震と津波の発生を食い止

めることは出来ないが、今後同じような災

害が起こった時にもっと被害を少なくしな

ければいけないし、実際に出来るはずであ

る。その中で我々科学者は今回の地震がど

のようにして発生し、また、どのようにし

て津波が発生したかを出来るだけの精度で

把握し、今後の防災対策に貢献していかな

ければいけない。 

 

写真-8 南三陸町志津川病院。未だ漁船が屋

根の上に乗っている。4 階まで津波が襲った

痕跡が見て取れる（2011 年 8 月 19 日東京大

学地震研究所・山田知朗助教撮影） 
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東北日本太平洋沖地震における 

 

九州大学大学院理学研究院 

附属地震火山観測研究センター 

松島 健 

 

九州大学大学院理学研究院附属地震火山

観測研究センター（以下、九大地震火山セ

ンターと略す）は国が策定する地震予知計

画および火山噴火予知計画に基づいて設立

された観測・研究・教育のための施設であ

る。全国の国立大学に設置された地震火山

観測研究施設の 1 つとして、おもに雲仙火

山の観測研究・九州地区に発生する地震の

観測研究を行っている。また 1995 年兵庫県

南部地震、2000 年鳥取県西部地震、2003

年十勝沖地震、2004 年新潟県中越地震、

2005 年福岡県西方沖地震、2007 年能登半島

地震・新潟県中越沖地震、2008 年岩手・宮

城内陸地震などの日本で発生した大地震で

陸上・海底の地震や地殻変動の観測を全国

の研究施設と合同で観測研究を行ってきた。  

また 2000 年北海道有珠山・東京都三宅島、

2011年霧島連山新燃岳でも火山の合同観測

班を編制し、観測研究を実施している。 

2011 年 3 月 11 日発生した東北地方太平

洋沖地震においても、北海道大学．東北大

学、東京大学、名古屋大学、京都大学、九

州大学、弘前大学、高知大学、鹿児島大学

による合同観測班が編制され、陸上および

海底の地震観測を中心に観測を行っている。

本稿では、陸上地震観測班の活動について

述べていく。 

1995 年の兵庫県南部地震後、それまで主

に大学の地震研究機関が行ってきた微少地

震の観測網を、国策一気に拡充することと

なり、防災科学技術研究所が全国の約 800

ヶ所に高感度地震観測装置を設置した(Hi- 

net)．また約 70ヶ所の広帯域地震計(F-net)、

約 1000 ヶ所の強震観測施設(K-NET)が設置

されるとともに、国土地理院によって約

1200 ヶ所に GPS 観測装置（GEONET）が全

国に展開されていた。また東北大学により

さらに稠密な地震・地殻変動観測網が東北

地方に設置されていた。これらのデータは

地震研究者には広く公開されている。 

今回発生した東北地方太平洋沖地震はマグ

ニチュード 9.0 という巨大な海溝型地震であ

る。その断層の破壊範囲は東北地方から関東

地方にかけての太平洋沖の幅約 200km、長さ

約 500km の広範囲であるが、陸上にはおよん

でいない。そのため、既存の地震・地殻変動

観測網で本地震に関しては十分に観測が可能

であり、特に各大学による追加の高感度地震

観測が必要ないと当初は考えられていた。し

かしながら、地震直後に東北大学の地震・噴

火予知研究観測センターからの地震のリアル

タイムデータ配信が停止、気象庁の観測網は

Hi-net も各観測局からのデータ配信が徐々に

停止し、東北から関東北部にかけてほとんど

地震データが得られない状態となった。これ

は東北大学の学内データ通信網が破壊された

り、各観測局の電源や通信網が破壊されたり

したためである。無停電電源装置などで地震

後もしばらくデータを送信していた観測局も

あったが、電池が消耗するにつれて次々と停

止していった。このような状態では、沖合で

続発していた余震の震源や規模の推定に大き

な誤差が伴ってしまう。また大地震にともな

う大規模な地殻変動により、東日本地域の地

殻応力場が大きく変わってしまったため、い

ままでほとんど地震が発生していなかった陸

上地域に群発地震が発生するという、いわゆ

る「誘発地震」が多数発生した。 

全国の大学の地震観測研究機関には、東

京大学を中心に整備した衛星通信による地

震データ送信装置(VSAT)が配備されてい

たので、北大、東大地震研、名古屋大、京

九州大学地震火山観測研究センター 
の活動 



大防災研、九大の地震観測研究機関は音信

不通になってしまった東北大センターから

の指示を待たずに、機材を 2 セットずつ車

両に積載して東北地方に臨時の地震観測地

点を設置することで合意した。 

九大地震火山センターからは、松島 健・松

本 聡准教授の 2 名がワゴン車の公用車に

VSAT や地震計 2 セットを積載して、地震

の翌日 3 月 12 日に島原市を出発した。これ

までの多くの合同観測の場合、大学院生や

学部学生を同行させることが多かったが、

今回は福島県第一原子力発電所の問題があ

ったため、教員だけの参加とした。 

12 日夜に新門司港からフェリーに乗船

し、翌 13 日朝神戸港から名神／北陸道／磐

越道を通り東北に向かった。途中他大学か

らの情報で、現地ではガソリン・食料が不

足していることが判明し、ガソリン携行缶

や多量の食料を新潟県内で購入した。また

磐越道のサービスエリアに設置されていた

検問所において新潟県警察から緊急車両の

指定を受けることで一般車の走行が規制さ

れていた高速道路の走行が可能となり、ま

たサービスエリアのガソリンスタンドで

10 リットルの制限付ながら給油が可能と

なった。 

当初は 13 日夜の仙台入りを考えたが、宿

泊施設がないことから会津若松で宿泊し、

14 日朝に仙台市青葉山にある東北大学地

震・噴火予知研究観測センターに入った。

同センターでは幸いなことに死傷者は出な

かったが、建物の多くはヒビが入り立入が

できない状態であった。また周辺の地面に

も山体斜面地すべりによる亀裂が多くでき

ていた。センターの職員や学生は平屋のセ

ミナー棟に全員があつまり、小型発電機で

ノートパソコンを動かし、ワンセグ放送で

地震の情報を得ていた。電話は発信のみ優

先される災害時優先電話がかろうじて 1 本

確保されているだけで、インターネットも

携帯電話でどうにか接続している状態であ

った。このような状態であるが、原発の水

蒸気爆発の情報・対応については徹底した

指示がなされており、全員内部被爆を防ぐ

ためにマスクを着用していたのが印象的で

あった。 

センターの公用車はガソリン不足で動けず、

街まで食料を調達することさえ難しい状態で

あったため、持参してきたガソリンや食料を

職員・学生に提供した。最も喜ばれたのはカ

ップラーメンや米などの主食で、苺のパック

も人気があった。 

センターの職員と地震計・衛星通信設置

配置を検討し、我々が持参してきた衛星携

帯電話をつかって、各大学の陸上観測班に

設置地域の指示を出した。九大班は宮城県

北部の栗原市東部と福島市南東部に設置す

ることとして現地に移動した。栗原市役所

瀬峰支所において設置場所を相談し、市の

施設である農林漁業者トレーニングセンタ

ーに機材を設置した。このセンターは設置

当時無人であったが、その後災害派遣で進

出してきた陸上自衛隊の宿営地となってい

る。地震機器の設置は通常 2〜3 時間ほどで

終わるが、調整機器の不調があり実際の地

震データ送信は 20 時を過ぎてしまった。 

JCSAT5 号衛星に送られた地震データは

東京大学の施設（主局：東京都文京区、副

局：長野県小諸市）で受信され、そこから

各地の大学の地震センターや、気象庁、防

災科学技術研究所に配信された。送信され

たデータは余震の震源やマグニチュードの

決定に使用され、周囲の既存の地震観測点

の電源や通信網が回復する数日の間は大変

貴重なデータとなった。 

翌 15日に福島市南東部に 2台目の衛星通

信装置を設置予定であったが，福島第一原

発が不安定な状態が続いていたことから，

各大学とも屋外活動を自粛することになり，

東北大学もセンターを一時閉鎖することに



なったため、九大班も 2 台目の装置の設置

を中止し、仙台から離れる東北大学の学生

達を新潟まで同乗させて、九州への帰路に

ついた。 

なお、九大が設置した衛星通信装置は可

搬タイプの小型のものであったため、4 月

上旬に津波被害を受けて電源も通信網も復

活していない宮城県金華山の観測点にヘリ

コプターで空輸され，現在も使用されてい

る。 

また、状況が少々落ち着いた 4 月上旬か

ら東北日本各地の内陸で発生している誘発

地震の詳細な調査を全国共同で実施するこ

ととなり、九州大学も鹿児島大学と共同で

現地収録型の地震観測装置を岩手県内に 6

ヶ所設置して観測を継続している。 

九州大学ではこれまで数多くの大地震の

現場で調査を続けてきたが，今回の東北地

方太平洋沖地震はこれまでと違い、多くの

想定外の局面に遭遇することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１)電気や通信網というインフラが完全に

停止し、バッテリーや太陽電池等を用いた

自律型の観測を余儀なくされたこと。 

２)観測班自身の行動が大きく制限され、行

動に必要な燃料や宿泊、食料なども自前で

調達しなければならなかった。 

３)本来なら観測の調整役となる地元大学

センターが被災してしまったため、情報が

少ないなかで活動を余儀なくされたこと。 

４)原子力発電所問題など、まったく想定し

ていなかった事象に行動が制限され、不確

実な情報に翻弄されてしまったこと。 

西日本一帯では、フィリピン海プレート

の沈み込みにともなう東海、東南海、南海

道、さらに日向灘までの連動による大地震、

大津波の発生がそう遠くない将来に発生す

ることが危惧されている。九州大学では今

回の震災の教訓をもとに、日頃から大地

震・大津波の発生ついての想定訓練を行う

必要を強く感じている。 

 

 

  

 

写真-1 九州大学が栗原市瀬峰に設置した衛星通信

地震観測装置。地震データは JCSAT5号衛星に送ら

れたのち、東京大学の施設（主局：東京都文京区、

副局：長野県小諸市）で受信され、そこから各地の

大学の地震センターや、気象庁、防災科学技術研究

所に配信された。 

写真-2 陸前高田市の被災状況（4月 8日）。JR大船

渡線を越える陸橋上から撮影。レールも流出し、ど

こが線路であったかも分からない状態となってい

る。右奥に見える建物が、4 階まで津波が押し寄せ

た県立高田病院である。 



「放射性物質の分布状況に関する

調査研究」について 
 

九州大学大学院 理学研究院 

物理学部門 実験核物理研究室 

若狹 智嗣・藤田 訓裕・坂口 聡志 

 

１．はじめに 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う

東京電力（株）福島第一原子力発電所での

事故による土壌汚染は、福島県民の方を始

め多くの方々の生活を脅かしている。放射

性物質に対する住民の健康管理等には、放

射性物質の人体及び環境への影響を将来に

わたり継続的に調査・研究する必要がある。   

特に、空間放射線量や陸域土壌（土壌表面

及び土中）等における放射性物質の蓄積量

について、広範囲に渡って詳細且つ精緻に

把握することが不可欠である。 

 そこで、文部科学省と農林水産省により、

大規模な土壌調査プロジェクト「放射性物

質の分布状況等に関する調査研究」（平成

23 年度科学技術戦略推進費「放射性物質に

よる環境影響への対策基盤の確立」の一環）

が立ち上げられた。この調査研究では図-1 

に示すように、以下の５項目を行う。 

①放射線量等分布マップにおける土壌狭域

内分布の確認 

②土壌中における深さ方向の放射性物質の

確認 

③河川、地下水、その他核種分析調査 

④土壌に蓄積した放射性物質の移行調査 

⑤放射線量等データベースの作成 

空間線量率や放射性物質の蓄積状況を詳

細に示した放射線量等マップにより、今後

の被爆線量評価や農耕地の作付等に活用さ

れる。 

 放射性降下物は主に 131
I, 

134
Cs, 

137
Cs であ

ることが分かっている。この中で 131
I の寿

命は短く、プロジェクトが立ち上がった 5

月の段階で既に初期状態の 1/1000 近くにな

っている。また、雨によって放射性物質の

大幅な移動が起こる前の初期値の分布測定

が必要である。そこで、梅雨が本格化し、

土壌の表面状態が変化する前の 6 月 6 日か

ら 6 月 14 日にかけて、①及び②の為の土壌

採取と空間線量率の測定が行われた（その

後、6 月 27 日から 7 月 8 日に追加の採取・

測定が行われた）。 

 対象区域は図-2 に示すように、東京電力

（株）福島第一発電所から概ね 100km 圏内

の約 2000 地点である。4 月に実施された航

空機モニタリングの結果から、福島第一原

子力発電所から 80km 圏内に、放射性物質

の蓄積状況が高い箇所が集中していること 

が確認されている。 

図-1 放射性物質の分布状況等に関する調査研究 



そこで、80km 圏内を 2km メッシュに、

80〜100km及び 100km圏外の福島県の地域

を 10km メッシュに区切り、各メッシュに

つき 1 箇所の地点において土壌の採取・測

定を行った。採取・測定には 94 の大学・研

究機関と 3 つの民間企業から計 409 名が参

加した。九州大学大学院理学研究院物理学

部門からも、実験核物理研究室から我々ス

タッフ 3 名が参加した。また、本研究室の

修士 1年の岩崎諒君も参加した。なお、20km

圏内の警戒区域に関しては、その為の特別

なチームが採取・測定を行った。 

 

２．土壌採取と空間線量測定 

  土壌採取と空間線量測定は、福島県二本

松市の「あだたらふれあいセンター」を現

地本部として行われた。参加者は 2〜3 名を

1 チームとし、1 日当たり約 30 チームに分

けられた。各チームは 1 日当たり 5 地点程

度を担当し、移動には地元のタクシーを利

用した。実際の土壌採取に際しては、運転

手の方に補助頂く事も多かった。 

  以下、我々が行った土壌採取と空間線量

測定について詳しく述べる。 

I. 測定地点の選定 

指定された土壌採取候補地点から、採取

に適した土地を選定した。ある程度の広さ

を持った撹乱のない土地、具体的には平坦

な地形で、測定範囲の周囲 5m 程度までに

大きな障害物（車・建物等）や樹木等がな

く、土壌が有る地点を選択した。 

 

II. 基本情報及び測定範囲の選定 

 採取・測定地点の位置を GPS を用いて世

界測地系(WGS-84)で読み取り記録した。そ

の後、周辺の状況が分かる写真を撮影し、

周辺の略図を作成した。 

 

 

 

II. 基本情報及び測定範囲の選定 

採取・測定地点の位置を GPS を用いて世

界測地系(WGS-84)で読み取り記録した。そ

の後、周辺の状況が分かる写真を撮影し、

周辺の略図を作成した。 

III. 空間線量測定 

予め校正された NaI(Tl)シンチレーショ

ン式サーベイメータを用い、約 3m×3m の

範囲に対して、地表面から 5cm 程度の線量

を測定した。急激に線量が高くなるような

特異な点が存在しない事を確認した後、土

壌採取位置上の高さ 1m の場所の空間線量

を測定した。空間線量測定の様子を写真-1

に載せる。 

IV. 土壌採取 

  約 3m×3m の中で、土壌資料を採取しや

すい位置の中から 5 点を出来るだけ等間隔

に選定し、土壌を採取した。土壌試料採取

位置に細かい雑草などの植生が生えている

場合は、雑草も含めてサンプリングを行い、  

根系層も含めて土壌試料として採取した。 

土壌採取の様子を写真-2に載せる。採土

補助器の先に、金属製の 100cc 試料円筒管

を取り付け、ハンマーで円筒管を土壌に打

ち込む。その後、 円筒管を中の土と一緒に

移植ゴテ（スコップ）で掘り起こす。円筒

管内の土壌試料は、一旦全てビニール袋に

入れて十分攪拌した後に、U-8 容器(写真-3

を参照)に入れフタをした。この攪拌により

試料を均一化することは、その後の測定の

信頼性を確保する為に極めて重要である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 空間線量測定の様子 

 

 

図-2 土壌採取地点 



採取した土壌試料は、試料番号等のラベ

ル・採取地点(番号)・土壌の種類・土色が

判断出来るように写真を撮り、記録した。 

写真-3に我々が採取した試料の写真を載

せる。土壌試料採取容器は、アルコールテ

ィッシュなどで容器表面を除染した上で、

袋に封入した。また、採取した土壌試料が

入った容器表面の線量も測定し、記録した。 

各地点での土壌採取終了後には、使用し

た道具類の除染を行い、二次汚染防止に努

めた。また、作業は全てゴム手袋着用で行

い、土壌試料採取の都度取り替えた。 

  V. 土壌コアサンプル採取 

  約 5 地点に 1地点の割合で、30cm のパイ

プで深さ 30cm までの土壌を採取した。こ

のサンプルは、②の土壌中における深さ方

向の放射性物質の確認に利用される。 

 

３．放射線量等分布マップ 

  我々が測定した空間線量率を基に放射線

量等分布マップ（「線量測定マップ」）が作

成され、8月 2日に文部科学省より公表さ

れた。「線量測定マップ」を図-3に載せる。 

 文部科学省の発表にある考察の要点は以

下の通りである。 

 

 測定が行われた 6〜7 月時点の放射性物

質の蓄積量を反映した空間線量率の分

布について、広域且つ詳細に確認するこ

とができた。測定結果は、被爆線量評価

や今後の放射性物質の蓄積量の経時変

化を追跡するための貴重な初期データ

となることが期待される。 

 今回の空間線量率の測定結果は、航空機

モニタリングなど、他のモニタリング 

手法で測定された結果と同様の傾向を示

していることが確認された。一方、局所的

に高い箇所がいくつか確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．今後の予定 

 今回採取した土壌の分析は、ゲルマニウ

ム検出器という、高性能な放射線検出器を 

用いて、大学・研究機関が分担して行って

おり、我々が属する実験核物理研究室でも

担当している。 

 現在、核種の分析は概ね終了し、測定結

果の妥当性の確認のため、分析機関間でク

ロスチェックが実施されている。分析結果

を「土壌濃度マップ」としてまとめられた

ものが、8 月末に公表される予定である。 

 今回の調査結果は、以下の点で今後の対 

応、特に住民の方への細かな対応に役立つと

考えられる。 

 

 

写真-3 採取した試料 

 

写真-2 土壌採取の様子 

 

 



 現在の空間線量は、主には土壌中に含まれ

る放射能由来である。土壌中の放射能の核

種やその量を 2km四方のメッシュで詳細

に調べたことにより、住民の方への対応や

地元産業への対応をきめ細かく、かつ具体

的に図ることが出来る。 

 今回得られるデータは、高性能なゲルマニ

ウム検出器を用いて分析することにより

「核種同定」がされている点がこれまでと

大きく異なる。この結果を、別プロジェク

トとして進められている「農地土壌等にお

ける放射性物質除去技術の開発」と併せる

ことにより、より具体的かつ効率的な放射

性物質の除去を図ることが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．さいごに 

 今回、梅雨が本格化し、土壌の表面状態が

変化する前の初期データが無事取得出来る見

込みとなったのは、大阪大学の谷畑勇夫先生、

藤原守先生を初めとする多くの方のご尽力に

よるものであり、心より敬意を表します。 

 今回の測定は、放射線の住民の健康への影

響及び環境への影響を将来にわたり継続的に

確認する第一歩に過ぎません。今後も、実験

核物理研究室では、可能な限りの協力をして

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3土壌採取地点における線量測定マップ 
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東日本大震災の地震後の森林斜面 

 

 

九州大学大学院農学研究院 

久保田 哲也 

 

 東日本大震災は災害規模が非常に大き

く、また広範囲に及ぶために、学会のプ

ロジェクト研究なども進み始めたばかり

であり、未だ結果は得られていない。従

って、ここでは研究の現況報告を行う。 

 

１．地震時に生じた土砂災害の特徴 

 本研究では、自然斜面を中心に発生し

たものを調査対象としているが、今回の

震災では盛土や宅地造成地、土堰堤など

人工斜面に発生した崩壊・地すべりなど

も目に付く。ただし、自然斜面に発生し

たものがやはり多く（阿部ほか 2011）、

それらの特徴は過去の大地震時に発生し

たもの（久保田ほか 2005、内田ほか 2002、 

Kubota et.al. 2002、久保田ほか 2002、 水

山ほか 2001、地頭薗ほか 1998、谷口

ほか 1986）と地形・地質・植生など発

生条件（素因）に異なった点はない（蔡

ほか 2011、若井ほか 2011 など）と思

われる。 

 また、規模の大小はともかくとして深

層崩壊も多く、この場合はすべり面が根

の到達深度より深く、森林の根系による

斜面安定化は期待できない。表層崩壊に

ついては森林の地上荷重の負荷が影響す

る場合もあるかと思われる（久保田ほか 

2011、T.Kubota et.al. 2006、久保田ほか

2004）。 

 ただし、福島県や栃木県の火山堆積物

地域で発生したものは既往研究（久保田

ほか 2006、Kubota et.al. 2006）と同様に

崩壊土砂が遠くまで到達する傾向が見ら

れ（蔡ほか 2011、若井ほか 2011）、発

生危険箇所、避難場所、避難経路を考え

る際には検討を要する特徴を持つが、こ

のことは次に述べる警戒避難基準雨量そ

のものには影響しない。 

 現地調査によれば、この地震で、山腹

に 1m 規模の亀裂や滑落崖を伴う変動斜

面が見られており（例えば、中嶋ほか 

2011）これらの亀裂からは雨水が浸透し

やすく、今後の降水では、容易に地下水

の上昇や間隙水圧の上昇に繋がると思わ

れる。また、変動や地すべりを生じてい

るため、土質強度もピーク強度からは低

下しているものと考えられ、このような

斜面では、地震後の土砂災害発生雨量が

小さくなると考えなければならない。気

候変動に伴う降雨の増加が見出される今

日の状況（久保田 2011、Kubota 2011）で

は、今後の強雨による災害が懸念される

ことから、次に述べる地震後の崩壊発生

基準雨量の研究を進めている。 

 

２．既往地震の地震後の崩壊発生雨量 

(1) 調査方法  

 2011 年 9 月１日時点では、幸いなこと

に東日本大震災の被災地に大きな豪雨は

なく、地震後の土砂災害発生データが集

まらないので、現地降雨データをニュー

ラルネットワークや多変量解析に入力す

るような解析から震後山地災害発生危険

基準雨量を検討することは目下のところ

難しい。従って、ここでは、地震後の崩

壊発生基準雨量を検討するために、類似

の災害事例を使った、FEM による雨水浸

透・安定解析連成数値シュミレーション

による研究を実行している。この場合、

①斜面頭部に亀裂が生じ（見かけ上は表

層の透水係数が増加して）、降水の浸透が

崩壊危険雨量 

―大雨が降ったらどうなる？― 



 2 

増加し崩壊が発生し易くなる場合と、②

地震動のため斜面が変形または小滑動し

てすべり面が形成されるまたは土質強度

が減少する場合が観測されており、この

ような条件を勘案した解析を行っている。

森林の根系による斜面補強効果や、地上

部荷重のよる斜面不安定化効果なども既

往の研究（久保田ほか 2011、T. Kubota 

et.al. 2006、久保田ほか 2004）を参考に考

慮するが、これら森林の影響は地震前後

で大きくは変わらないと思われる。 

 亀裂は過去の調査研究に基づき深さ

1m 幅 1m とし、亀裂の代わりに表層の透

水係数が 5 倍になる（平松ほか 1999）方

法も検討した。また土質強度の低下につ

いても既往の研究例（長嶺ほか  2009）を

参考に、内部摩擦角の減少を検討した。 

(2)現況の結果と考察 

1)地震後に生じた土砂災害の事例 

1995 年神戸・淡路大震災（阪神淡路大震

災後）M=7.3 後の神戸や、2000 年鳥取県

西部地震 M=7.3 などで振動の強かった所

では、数年間にわたり、地震前の 1/2 か

ら 1/3 程度の雨量で発生している。 

 海外では、1999 年台湾中部の集集地震

M=7.3 後に震源から 20km の南投県の森

林で、少なくとも 2002 年までは、上記の

ような少ない雨量で斜面崩壊が発生して

いる。 

 2005 年の福岡西方沖地震では、2005 年

6 月までは比較的渇水状態で、半乾燥地

の乾季なみに土壌水分が少なく、土砂災

害が生じ難かった。通常の土壌水分量で

あれば、地震直後の梅雨期などに土砂災

害が生じたかも知れない。その後は、や

はり地震前の 1/2 から 1/3 程度の雨量で小

規模な崩壊などが発生している。 

2)FEM を用いた数値解析（図-1） 

 解析に用いる透水係数や土質強度など

は現地採取サンプルを用いた土質試験に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より求め、それ以外のヤング率やポアソ

ン比などの係数は、降雨を与えない場合

の安全率 Fs が 1 より大きくなることを念

頭に、一般的な値を使用した。降雨は、

過去の災害雨量または地震直後に発生し

た最大強雨を用いた。 

①表層崩壊の場合 

 ここでは、花崗岩地帯の表層崩壊事例

を対象に解析を行い、崩壊が発生した地

震後の当該地域の強雨データを入力した。

この斜面は亀裂無しでは、地震直後の強

雨でも Fs＞1 であったが、前述の 1m 程

度の亀裂が斜面頭部にあると、降雨時の

安全率 Fs は、亀裂無しの時の Fs＝1.0 か

ら 0.670 とかなり下がる結果となる（図

-2）。地震による亀裂のために表層の透水

係数が 5 倍（平松 2009）になった場合に

は、図-3 のように 10%以下の雨でも斜面 

 

図-1 FEM 解析による地震後基準降雨の検

討事例（最大せん断ひずみ増分；地震に伴

う亀裂による浸透増加や、土質強度低下の

影響を解析） 
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図-2 表層崩壊に関する地震による亀裂の影響

（亀裂による斜面安全率 Fs の低下） 
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が不安定となる可能性がある。 

 前述のように森林の影響は地震前後で

大きくは変わらないと思われるので、そ

れらはとりあえず無視した。 

②深層崩壊の場合 

 片岩地帯の深層崩壊事例を対象に解析

を行い、崩壊発生時に発生した地域の強

雨データを入力した。この斜面では亀裂

の有無では Fs に変化はなく、1m 程度の

亀裂は深さが 10m 近くに及ぶ、規模の大

きな崩壊には効果が小さいものと思われ

た。ただし、滑動しているので、土質強

度が軟岩状態から風化岩状態に落ちると

思われ、その際は内部摩擦角φが約 4%低

下する（長嶺ほか 2009）。従って、この

土質強度が低下した状態では、図-4 のよ

うに地震前の 50～60%以下の雨量でも斜

面が不安定となる可能性がある。 

 

３．まとめ 

a）表層崩壊に関しては、地震後は斜面頭

部の亀裂などにより降雨が透水し易くな

り、地震前発生基準雨量の 10%程度の降

雨量でも発生する可能性がある。 

b）深層崩壊に関しては、地震後に土質強

度の低下した変形斜面では、地震前発生

基準雨量の 50%～60%で発生する可能性

がある。また、過去の事例から判断する

と、今後数年は少ない雨でも発生する可

能性がある。 

c）火山堆積物の埋積谷が崩壊しているも

のなどは、粘板岩や片岩などの斜面より

も流動性が相対的に高くなる可能性が見

られる。このような傾向は過去の地震で

も良く見られることでもあり、避難時に

注意を要する。 

 

４．おわりに 

 山地災害の研究と平行して、津波に対

する海岸林の減衰効果や原発事故に伴う

放射性物質の森林内における分布とその

除染対策などの研究も進められているが、

冒頭でも述べたように、東日本大震災に

伴うこれらの調査研究はまだ始まったば

かりと言う状況である。 
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ハザリカ へマンタ 

笠間 清伸・安福 規之 

佐賀大学大学院 

末次 大輔 

(株)ダイヤコンサルタント  

矢ケ部 秀美 

 

１．はじめに 

 平成 23 年 3 月 11に発生した東北地方

太平洋沖地震により、青森県三八上北地

方および岩手県北部において震度 5 強

の地震動が観測され、さらに太平洋沿岸

部に津波が到達した。これら地震と津波

により、太平洋沿岸部および内陸部にお

いて発生した複合地盤災害に対して、地

盤工学会九州支部では下記の調査団を

結成し、平成 23 年 4 月 3 日～6 日に青

森県および岩手県北部における被害調

査を行った。 

ハザリカ ヘマンタ・ (九州大学、団

長)・笠間清伸 (九州大学、幹事)・末次

大輔 (佐賀大学 団員)・田中淳 (基

礎地盤コンサルタンツ㈱ 団員)・  

豊留浩人 (応用地質㈱、団員)・ 矢ケ部 

秀美 (㈱ダイヤコンサルタント、団員)  

 

２. 調査地域と調査内容 

調査行程を写真-1に示す。1 日目の主

な調査地は、青森県三沢市三沢漁港と百

石海岸、八戸市八戸港と八戸漁港および

馬淵川の河道沿いである。2 日目は岩手

県北部沿岸部にある宮古市、田老町、小

本港、田野畑村羅賀、田野畑村平井賀お

よび野田村を調査した。最終日は青森県

馬淵川の右岸 5.3K 地点の堤防、岩手県

内陸部の二戸市石切所杉ノ沢地区、およ

び青森県内陸部田子町を調査した。 

本報告では、東北地方太平洋沖地震時

に八戸市で観測された地震動の特徴を

示すとともに、4 月 3 日から 6 日の 3 日

間にわたり、青森県太平洋沿岸南部およ

び岩手県沿岸北部を対象に上記調査団

が実施した現地被害調査の概要を報告

する。 

 

３．八戸市における地震動と既往の

強震記録との比較 

2011年 3月 11日に起きた 2011年東北

地方太平洋沖地震（マグニチュード M: 

9.0）では、図-1に示すように青森県内

および岩手県北部の最大震度は 5 強で

あるが、この地域では、これまでに今回

の地震動よりも強い地震動を経験して

いる。そこで、八戸市において過去に記

録された地震動と今回の地震による揺

れを比較してみた。 

 

 

 

 

津波による地盤構造物の被災状況 

 

写真-1 青森県・岩手県北部の調査全行程 

東北地方太平洋沖地震および 

－東北北部を中心に－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八戸市では 1968 年十勝沖地震の記録

も得られているが、ここでは同一地点で

の地震動を比較するという観点から、八

戸市庁舎本館における強震観測データ

を用いた。八戸市庁舎における強震観測

は（独）建築研究所が実施しており 1)、 

1994 年三陸はるか沖地震の記録が得ら

れている。建築研究所は、市庁舎の数カ

所に強震計を設置しているが、ここでは

地下 1 階の記録を利用した。 

比較に用いた地震動に関する諸元を

まとめると表-1のようになる。ここでは、

2008 年 7 月 24 日に起きた岩手県沿岸北

部の地震も加えて比較する。波形を比較

して図-2に示す。図を見ると継続時間及

び地震動の包絡形が大きく異なり、東北

地方太平洋沖地震は継続時間が極めて

長いことが分かる。図では 150 秒までを

示しているが、東北地方太平洋沖地震の

記録時間長は更に長い。また計測震度に

対応して、東北地方太平洋沖地震の振幅

が小さいことも見て分かる。 

加速度記録のうち、164 度方向成分か

ら減衰定数を 5%とした応答スペクトル

を算出した。その際には、エネルギース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計測震度相当値は、地震動記録から計

測震度を算出したもの 

震度（市内最大値）は 1994 年当時の八戸市

域内の震度最大値であり、1994年当時は、

震度に強弱の区分はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペクトルも求め、等価速度としてスペク

トル表示した。結果を図-3 に示す。エ

ネルギースペクトルを除く通常の応答 

 

図-1 青森県と岩手県北部の震度分布 

表-1 八戸市庁舎の記録に関する地震諸元 

年月日 地震名・  マグニ  震 源 計測震度 震度（市内 

震源域名   チュード  深さ  相当値  最大値） 

1994/  三陸はるか 

12/28  沖地震   7.6    0 km    5.8        6 

 

2008/  岩手県沿岸 

07/24   北部     6.8  108km    4.9         6 弱 

  

2011/    東北地方 

03/11  太平洋沖   9.0   24km   4.6         5 強 

        地震 

 

図-2 八戸市庁舎で観測された地震動の比較 



 

 

図-3 八戸市庁舎における加速度記録から

算出した減衰定数 

5%の各種応答スペクトル、左上：絶対加速

度、左下：相対変位、右上：相対速度、右

下：エネルギースペクトル 

 

スペクトル、つまり 1 自由度系の最大応

答値は三陸はるか沖地震の地震動が広

い周期帯域で最大となっている。ただし、

周期 0.2 秒～0.5 秒程度では、岩手県沿

岸北部の地震が最大であり、左下に示す

変位応答にあっては周期 3.2 秒付近で

今回の地震動が最も大きくなっている。

この周期では、右上に示す速度応答スペ

クトルにおいては定常応答よりも過渡

応答の方が大きいようで、変位応答スペ

クトルのような入れ替わりは起こらな

い。 

 一方、右下に示すエネルギースペクト

ルでは様相が異なり、周期 1 秒以上では

今回の地震と三陸はるか沖地震の等価

速度はほぼ等しいか、今回の地震の方が

やや大きくなっている。これは、今回の

地震動の方が構造物により多くのエネ

ルギーを与えたことを示している。 

 

４. 災害調査結果 

(1) 青森県三沢市三沢漁港および百石

海岸 

 三沢漁港は、砂浜海岸に作られた第 3

種漁港であり、港の南側には海水浴場が

整備されている。また、漁港の背後には

防潮林が設置されていた。三沢漁港周辺

には、約 6～7 m の津波が到達したと思

われる。三沢漁港が砂浜海岸に立地する

ことから、一様な津波が漁港と海水浴場

の全域に到達し、広域的に被害が生じて

いるのが特徴であった。その中でも、津

波による構造物の損壊、津波・引き波に

よる広域的な土砂浸食やアスファルト

ブロックのめくれが顕著であった。また、

津波集中部において、局所的な洗掘が生

じていた。例えば、写真-2に示すように、

コンクリート歩道と砂地盤の境界部に

おける土砂浸食が顕著であり、1m 程度

の深度まで浸食している箇所があった。

さらに、陸上部には、津波とともに運ば

れた土砂が厚く堆積しており、その一部

は防潮林にまで到達していた。 

百石海岸は、三沢漁港から 2km 程度

南に位置する海岸である。ほとんどの場

合、 防潮堤前面が比較的健全なのに対

して、背面は土砂の浸食が顕著であり、

防潮堤のほぼ全長にあたって被害を受

けていた。例えば、写真-3に示すように

防潮堤背面の枠工内の土砂が深く浸食

を受けている箇所もあった。 

(2)青森県八戸市八戸港および八戸漁港 

八戸港は、5 万トン級の貨物船に対応

した水深 14m 岸壁を有する青森県内最

大規模の港湾である。八戸港には、総延 
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写真-2 三沢海水浴場での浸食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 百石海岸の被害状況(枠工の中が大

きく浸食) 

 

長 3,500m の東北有数の規模を誇る北防

波堤が設置されている。港湾空港技術研

究所の報告 2)によれば、八戸港およびそ

の周辺には、それぞれ 6.4m と 8.4m の津

波が到達したと考えられる。八戸港への

津波が小さくなったのは、八戸港に設置

された防波堤の効果によるものと考え

られるが、北防波堤の一部は津波後に海

中に水没していた。八戸港では、地震よ

りむしろ津波による被害が顕著であっ

た。護岸が、津波と引き波で破壊や洗掘

されていた。写真-4に示すように港内の

道路ではアスファルト舗装下の土が流

失していたり、写真-5に示すように道路

のアスファルトが剥離している箇所が 

 

写真-4 港内道路の浸食 

 

写真-5 八戸港のアスファルトの剥離 

 

 

あった。 

(3)青森県馬淵川の河道沿い 

馬淵川は、岩手県北部および青森県南

部を流れる一級河川であり、八戸市街地

を流れ八戸市大字河原木で太平洋に注

ぐ河川である。河口付近に八戸港がある。 

地震により生じた津波は、河口付近で約

6～7m の高さとなり、河口から 10.5 km

付近まで津波が河道を遡上した。青森県

河川国道工事事務所の資料によれば、河

口から 2.4km 地点までの津波の平均的

な速度は約 7m/s であった。津波が河口

から 100 m 程度の範囲で河川堤防を越

えたため、河川堤防の両面が浸食を受け

ていた。また、津波が河道を遡上したた

 

 

 

 



め、馬淵大堰の一部が破損し、河川法面

の損傷や護岸の破損などが発生してお

り、河川の高水敷に土砂が厚く堆積した。 

例えば、津波と引き波によって発生し

たと思われる、写真-6と 7に示すような

蛇籠の移動および水路破損が発生して

いた。津波の遡上速度が、河川の流下速

度を超えたため、このような河川施設の

被害が発生したものと考えられる。 

(4)岩手県宮古市および田老町 

宮古市は、調査実施期間中においても

瓦礫の撤去や行方不明者の捜索中であ

ったため、調査を行うことが困難であっ

た。宮古湾は、リアス式海岸のため、湾

奥部において津波高さが高くなったこ

とが予想される。写真-8に示したように、

つつみの一部が津波により破壊され，現

在仮復旧が行われていた。破壊された箇

所を中心に、防潮堤背面保護コンクリー

トの剥離および背面土砂の洗掘が顕著

であった。 

宮古市田老町は、リアス式海岸の湾の

奥に位置し、過去何度も津波被害を受け

ているため、総延長 2.5km で高さ 10m

の防潮堤を設置していた。東北支部・四

国支部の合同調査団によれば、18m の高

さの津波が襲来したと報告されている。

このようなことから、写真-9と 10に示

すように、津波の直接的な力により防波

堤ならびに道路橋が陸側に移動してい

た。また、防潮堤の背面の保護コンクリ

ートが剥離し、防潮堤の背面にある建物

には非常に広範囲に被害が生じていた。 

以上のことから、津波・引き波の衝撃

力の評価、津波作用時における防波堤の 

安定性、引き波による土砂浸食・洗掘、 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 蛇籠の移動(写真奥が河口) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 水路の破損(写真奥が河口) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 宮古市での防潮堤の損壊箇所 

(写真左が海側) 

 

 

津波に土粒子が混合することによる力

学的影響および残害物の処理などに関

する二次調査の必要性を感じた。 

 

 

 



 

 

 

 

 

写真-9 田老町の防波堤の被害状況 

 

 

 

 

 

 

写真-10 道路橋の被害状況(道路橋が津波

により破壊され，陸側に約 15m移動してい

る。) 

 

(5)内陸部（岩手県二戸市および青森県

田子町） 

二戸市の盛土崩壊では、地震動により

擁壁が転倒したため、盛土が崩壊し、盛

土上にあった住宅が 22m 水平移動した

（写真-11）。崩壊規模は、崩壊長さ約 19m、

崩壊幅約 16.5m、崩壊深さ約 5m であっ

た。擁壁背面の地盤材料は軽石混じりの

火山灰土であり、盛土内の軽石は、地下

水により一部風化し粘性土化していた。

また、調査当日にも湧水がみられたこと

から、地下水が豊富な箇所であり、擁壁

背面の土の液状化に起因して大きな地

盤流動が発生した可能性が考えられる。

周辺には、泥濘化した飛沫が飛んだ痕跡

が残されていた。 

田子町における盛土崩壊では、地震動

で盛土が動いて護岸擁壁が転倒し、背後

の住宅に若干の傾斜が認められた（写真

-12）。 崩壊規模は、崩壊長さ約 20m、 

 
写真-11二戸市での盛土崩壊(住宅が 22m水

平移動) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-12 田子町の被害状況(住宅から擁

壁までが大きく変形) 

 

崩壊幅約 15m、崩壊深さ約 5mであった。  

擁壁裏から軽石混じりの土が流出して

いたことから判断すると、盛土材料が軽

石混じりの火山灰土の可能性がある。ま

た、常時湧水が豊富な箇所で盛土が飽和

していた可能性がある。 

以上のように内陸部において、継続時

間の長い地震動の影響により、若干の地

盤被害がみられた。 

 

４．まとめ 

青森県および岩手県北部では、直接的

な地震動よりもむしろ、津波が主たる要

因であると考えられる複合的な地盤災

 

 

  

 



害が顕著であった。今回の調査結果、土

木の他分野と連携しつつ詳細調査が必

要であると考えられる。 

①防波堤の地盤工学的崩壊メカニズム

に関する調査（引波、侵食・洗掘、地震

と津波） 

②津波・引波に含まれる土砂が防波堤な

どの土木構造物に与える影響の調査 

③残害物の処理方法および環境への影

響に関する調査 
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津波災害による油汚染された海岸 
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１．はじめに 

海岸漂着ゴミは通常時でも環境問題とな

っているが、2011 年 3 月 11 日の東日本大

震災の災害廃棄物として発生したものは、

未曾有の問題を引き起こした。本報告では、

震災後 1 ヶ月の現地調査の結果と、その後

の処理の対応の課題と、産官学民による緊

急措置、中長期的方針について提案を行う。 

 

２．内容 

平成 23 年 3 月 11 日に東北地方で発生し

た大規模地震とそれに伴う津波により、陸

上の貯油タンクや船舶などが破壊され、海

へと流出した。被災は激甚であり、人命の

救援が最優先であるため、地震直後には海

岸環境の状態はあまり詳細に報告されるこ

とは無かった。 

平成 23 年 4 月 11 日に茨城県南部の沿岸

の神向寺海岸、明石海岸、大小志崎海岸、

上幡木海岸現地踏査を行った 1)。漂着ゴミ

は、ペットボトルなどの人工物（図-1）、小

舟、砂浜自体や植物片（図-2）、沖合の消波

施設（図-3, 4）に油類の付着が観察された。

さらに構造物の隙間や波打際に残存し、沿

岸全体にかなり拡散は進んでいる模様であ

った。しかし、漂着ゴミは衛生上、景観上

の問題から近所の人が除去し、ボランティ

ア袋で集積所に運んであった。しかし、海

岸では漂着が続いていた。 

 

３．対策の課題 

短時間の現地踏査ではあったが、その後、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漂着ゴミ処理における課題 

 

 

 

 

 

図-1 漂着ゴミだけでなく海岸の砂にも油が付着 

図-2 津波で流された舟の漂着。流木と人工物

が混在した漂着ゴミ 

図-3消波ブロックへの油類の付着 

図-4消波ブロックの隙間への漂着物の堆積 

 



津波や津波による海岸漂着物の現場での対

応について検討を行った。 

① 対応マニュアルの整備や、情報の伝達シ

ステムの確認が必要である。震災廃棄物の

取扱いについては、海岸管理者、市町村を

通じて、自治会などに周知徹底が必要。災

害直後で対応が出来ないのが実状であった。

海岸管理者の各県ともに、救援、構造物の

被災や浸水への対応で人手も予算も限界の

状態にある。通常時でも、海岸漂着ゴミの

対策の仕組みが十分機能していない部分も

回っているのが実情である。 

② 災害直後のクリーンアップの健康被害

の予防が必要である。現場ではボランティ

ア的な善意のもと、行政が行わないなら仕

方がないという感覚で対処が行われたと推

察される。その結果、付着した化学物質へ

の対策は特にせず、軍手をはめる程度の対

応となっていた。さらに放射性物質への対

応も必要であった。実際に、現地踏査で出

会った住民から、放射性物質が連鎖的に吸

着され拡散する懸念も出ていた。 

③ 継続的なモニタリングと公表が必要で

ある。沿岸漁業や生態系への長期的被害が

懸念される。特に、茨城県のチョウセンハ

マグリ、シラスは地域経済を支えているた

め今後が懸念される。震災・津波後の海岸

漂着物については、不特定多数の発生源か

ら流出した種類の特定しにくい油類や化学

物質が付着している。さらに原子力施設周

辺では放射性物質もふくめた懸念まである。 

④早急な自治体・国、研究者や NGO セク

ターを超えた連携の場の形成が望まれる。

タスクフォース、もしくは、特別調査対策

立案チームのもと、短期・中長期のアクシ

ョンプランと実施体制づくり。 

 

 

 

⑤ 漂着物含め、震災廃棄物への調査結果の

集約・整理し、海岸環境の現場の対策に速

くフィードバックする仕組みづくりが急務

である。 

⑥ NGO のネットワークへの支援要請。環

境 NGO がもつ人的ネットワークや蓄積し

た情報は、災害時に即時の対応が出来るポ

テンシャルがある。これを行政が充分に活

用しきれていないのが大変残念である。現

場では情報不足のままクリーンアップが開

始され、上述の懸念があったため、海岸や

海洋環境行政への連絡を行ったが、救援や

災害復旧の中、対応が困難であった。その

ため民間のネットワークでの情報伝達に頼

ることとなった。全国的な海岸漂着ゴミの

NGO の JEAN に研究者から連絡したところ、

油付着ゴミへの注意喚起を全国ネットの団

体（海守）に緊急通報を要請した 2)。 

これらの課題への早急な対策、情報や社会

システムの整備が急務である。 

⑦ 通常時からの海岸漂着物管理における

体制の強化が改めて必要である。海岸漂着

ゴミの処理法が制定され、海岸管理者の責

務となったが、土木系、環境系ともに費用

や人員の増加などは行われていない。侵食

対策など防災予算も削減されるなか、どう

しても環境分野が後回しになっているのが

実状である。この問題は、NGO や研究者ら

により指摘されてきたが、災害時にさらな

る形で表出したといえる。 

 

参考情報 

1)土木研究センターなぎさ総合研究所 現
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2)震災後の海岸清掃について 
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東日本大震災を受けた港湾・海岸 

 

海域港湾環境防災共同研究部門 

春日井 康夫 

 

九州大学に着任してすでに１ヶ月半の日

時が過ぎました。私の前職は国土交通省中

部地方整備局の港湾空港部長ですが、在職

中の最後の 4 ヶ月間は東日本大震災への対

応と迫り来る東南海地震を控えた中部地域

の津波対策のあり方について検討をしてい

たところです。今回は 6 月中旬に 2 泊 3 日

で現地調査に行って参りましたので、その

時の報告をさせて頂きます。 

調査のきっかけは、津波をテーマにした

シンポジウムを 7 月 7 日に開催する企画を

立てていたときに、コーディネーターをお

願いした伊藤達雄三重大学名誉教授からの

お誘いから始まりました。確かに、シンポ

ジウムでパネリストとして出席するからに

は、実際に現地を見なければ、言葉の迫力

が違うことは間違いなく、またこの悲惨な

津波災害を土木技術者として確認しておく

ことは不可欠と思った次第です。 

調査は、仙台空港で中部電力の幹部やそ

のほかの研究者と合流する前から始まりま

した。仙台駅から空港までの道路である仙

台東部有料道路の東側と西側では景観が一

変します。仙台平野に押し寄せた津波はこ

の有料道路の盛り土で堰き止められ、東側

は震災の傷跡が生々しいままなのに対し、

西側は何もなかったかのごとく通常の風景

でした。 

空港から、海岸沿いに北上し仙台塩釜港に

着きました。私たちが訪問したときには，

すでに名古屋と苫小牧を結ぶフェリー、自

動車運搬船や小型のコンテナ船等次第に港

湾荷役が行われ始めていたところでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-１ 打ち上げられた貨物船（仙台塩釜港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 背後の液状化により前にせり出した

岸壁 

 

一方、写真-1に示すように岸壁上に大型

貨物船が打ち上げられ、まだ手のついてい

ない地区もありました。さらに、岸壁背後

の液状化対策が行われているところと行わ

れていないところでは、写真-2に示すよう

に岸壁法線に大きな段差がついており、岸

壁背後の液状化対策の有無の重要性がわか

ります。 

仙台塩釜港のコンテナバースは、蔵置し

てあったコンテナが津波によりすべて流出

し、ターミナル内に積み重なった物もあれ

ば、引き波で港内やさらには周辺の海岸ま

で流出し、至る所で沈んでいる状態でした。 

もっとも、図-1に示しますように、仙台

塩釜港の航路と泊地は緊急物資輸送のため、 

の調査日記 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災後最優先で啓開作業（航路内の障害物

を撤去すること）が行われ、航路・泊地内

に沈んでいるコンテナや車両等は船の入港

に必要な水深まで撤去されたところです。     

今回のような 1000年に1回程度のレベル

2 の津波の場合は別でしょうが、施設の供

用年数程度、121 回来襲する確率のレベル 1

の津波までは、効率的な流出対策がとられ

る必要があると感じました。 

流出したコンテナは、コンテナバースの

ある仙台港区の港口から 3～4km 北東側に

ある七ヶ浜町の海岸に写真-3に示すように

多数漂着していました。砂浜では足場が悪

いためか、まだ撤去が行われていないまま

でした。コンテナの漂着はこの域で非常に

多かった訳ですが、ここ以外の海浜でも多

数の漂着コンテナが確認され、引き波で港

外に流出したコンテナが拡散しながら周辺

海域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 多数浜辺に打ち上げられたコンテナ 

 

に流出していったことがわかります。ちな

みに、現時時点のグーグルアースの航空写

真が震災後一定の時期の写真であるため、

海岸に漂着したコンテナの視認が可能です。

そこで、仙台塩釜港周辺の漂着コンテナ数

を今回カウントしてみました。その結果は、 

■仙台塩釜港(仙台港区)の航路啓開 

図-1 仙台塩釜港（仙台港区）の航路啓開状況（国交省資料より） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2に示すとおりですが、仙台湾全体に広

がりつつも、港から北東におもに拡散して

いることがわかります。これは、金華山沖 

の南下する親潮が仙台湾で反転し右回りの

渦となっているためと考えられます。 

2 日目は、女川原子力発電所に引き続い

て石巻市の被害状況を調査しました。 

石巻は震災後に発生した廃棄物が一番多

い都市と言われています。港の背後に住宅

が多数立地していたため被害の規模が大き

かったのではないかと考えられます。写真

-4に示しますように、住宅街を 2 階以上ま

でのみ込む規模の津波が襲っています。 

また、今回の震災でも証明されたように、

プレート境界型の大地震が起こった場合は、

プレート境界部が大きく隆起すると共に、

その内陸部ではプレートが伸張し、その結

果地盤の沈降することが大きく顕在化しま

した。牡鹿半島では 1.2m 以上も沈降した地

域がありますが、この石巻でも１m 近くも

沈降し、海岸沿いで潮位の高い時間帯や高

潮時の浸水問題を抱える地域も多い状態と

なっています。写真-5は旧北上川河口付近 

の写真ですが、川沿いにブルーシートで浸

水対応の応急処置がしてあることがわかり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 石巻市内の津波被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 地盤の沈降に伴う浸水対策 

 

 

3 日目は、仙台の海岸から南相馬まで海

岸施設の被害を調査しました。 

最初は名取川河口右岸の閖上浜です。こ 

 

 

 

 

 

 
図-2 コンテナの流出状況 



 

写真-6 砂山背後の松林の被害 

「砂山が前面にない写真左側はほとんど松がな

ぎ倒されているが、砂山背後の写真右側は津波

の流れが回り込んだ被害だけであり、松もかな

り生き残っている」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 大被害を受けた相馬港防波堤（埋め 

立て地の先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 延々と続く被害を受けた海岸護岸 

 

 

 

こを訪問したのは、浜の背後に 10 数 m ま

で砂で山が築かれており、津波来襲後の砂

山及び周辺の変状等について確認すること

が必要だったからです。砂山の背後には海

岸沿いに防砂林として松林が広がっており、

砂山を回り込んだ津波が砂山に沿って流れ、

松林がその流れに沿って倒れているととも

に砂山直背後の松はあまり倒れていないこ

と、さらに砂山自身は多少津波が乗り越え 

た可能性はあるものの、大きく浸食を受け

たとは限らないことが確認できました。こ

の事実は、砂丘を浜岡原子力発電所の前面

に持つ中部電力の方々には大変興味深いも

のであったようです。（写真-6） 

その後、一気に相馬港まで南下しました。

相馬港の背後には石炭火力発電所が立地し

ておりましたが、津波の被害を受け休止中

です。また、港前面にある防波堤も写真-7

に示すようにほとんど倒壊するなど大被害

を受けていました。防波堤は 1 年や 2 年で

は復旧が困難な構造物なため、被災後の港

内の静穏度を確保するためにも、レベル 2

クラスの津波に対しても粘り強い構造であ

る必要性が明らかです。 

仙台に向かう途中で海岸施設の被害を調

査しました。写真-8は阿武隈川河口の南に

ある鳥の海のさらに南の海岸の護岸を写し

たものです。津波来襲前までは護岸との間

に水路はなかったことは地図で確認できま

すが、津波の越流時に護岸背後で大きな下

降流となって護岸背後の地盤を大きく削っ

ています。護岸構造も寸断され、背後の松

林もなぎ倒され、延々と水路が海岸に平行

に数 km も続いていました。 

以上、駄文ではありますが、石巻から相

馬までの港湾・海岸を中心に東日本大震災

の津波による被害を報告する次第です。ご

興味がある方は、お問い合わせていただけ

れば、さらなる情報もありますので、気軽

に声をかけて頂ければと思います。 

 

 



東日本大震災に関する九州大学の

支援と対応 
 

東日本大震災支援対策室 

 

はじめに 

九州大学においては、平成 23 年 3 月 11

日に発生した東日本大震災による被災地、

被災者に対する必要な支援を迅速かつ的確

に行うため、東日本大震災支援対策室を設

置した。支援対策室では、支援に関する情

報の収集・共有を図るとともに、関係部局、

課室等との連絡・調整を行っている。 

以下に震災発生以降、本学が行ってきた支

援と対応について紹介する。 

 

第１章 専門家の派遣 

１）医療関係者の派遣 

○災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣 

・3 月 12 日～14 日、医師１名、看護師２名

が、宮城県霞目駐屯地において活動。 

・3 月 12 日～13 日、医師１名、看護師２名、

事務職員１名が、航空自衛隊春日基地板付

地区（福岡）において広域搬送拠点医療施

設活動を実施。 

○医師の派遣 

・3 月 13 日～15 日、九州大学救命救急セ

ンターの医師（特別教員）1名が、日本医

師会災害医療チームの一員として、福島県

いわき市で救護活動を実施。 

・法医学分野 警察庁からの要請を受けて、

助教１名が福島県相馬市で活動（3 月 16

日～21 日）、宮城県の各所で活動（3 月 22

日～24 日）、教授１名が宮城県の各所で活

動（3 月 20 日～26 日）、福島県相馬市で活

動（4 月 15 日～20 日） 

・4 月 4 日から 5 日間、福島県立医科大学

及び厚生労働省より、福島県内で避難所生

活中の精神疾患患者に対する医療支援に

ついて依頼があり、九州大学病院の精神科

神経科医師３名を派遣。 

2 回目：4 月 18 日～22 日の 5 日間、福島

県いわき市へ医師２名、看護師１名を派

遣。 

3 回目：5 月 16 日～20 日の 5 日間、福島

県いわき市へ医師１名、看護師１名を派

遣。 

4 回目：7 月 4 日～ 8 日の 5 日間、福島

県いわき市へ医師１名、看護師 1 名を派

遣。 

5 回目：8 月 1 日～ 5 日の 5 日間、福島

県いわき市へ医師１名、看護師 1 名を派

遣。 

・4 月 30 日～5 月 7 日の 8 日間、日本産科

婦人科学会からの要請に従い、産婦人科の

講師１名、助教１名が宮城県石巻日赤病院

産婦人科において医療支援活動を実施。 

・5 月 21 日～24 日までの 4 日間、日本医

師会からの要請に従い、九州大学病院救命

救急センターのセンター長、同センター医

師２名、看護師２名、薬剤師１名、事務職

員１名の計７名が、福島県相馬郡新地町の

新地町役場仮設診療所及び町内避難所に

おいて医療支援活動を実施。 

・6 月 6 日～8 日、6 月 20 日～22 日、7 月

11日～13日、8月22日～24日の各3日間、

日本心身医学会からの要請に従い、九州大

学病院心療内科医師が各日程 1名ずつ、宮

城県気仙沼市内において震災後ストレス

外来診療を実施。 

・7 月 3 日～9 日の 7 日間、岩手医科大学、

岩手県医師会より、被災者支援及び妊産婦

ケアに関する研修指導について依頼があ



り、九州大学病院子どものこころの診療部

特任教授を派遣。 

○歯科医師派遣 

・本学歯学部（病院歯科部門を含む。）から

11 名の教員を日本歯科医学会に派遣登録。 

・被災地への歯科医療従事者の派遣協力に

対する歯科医療派遣チーム（2 チーム）を

本学歯学部（病院歯科部門を含む。）教員に

て編制。 

・宮城県歯科医師会からの要請により、歯

科医療派遣チーム（歯科医師 1 名、歯科衛

生士 2 名）を派遣。同県被災地において歯

科医療活動を実施。（7 月 10 日～18 日） 

２）地震・津波の専門家の派遣 

○理学研究院附属 地震火山観測研究センター 

・3 月 13 日～17 日 准教授 2 名を被災地で

の緊急合同地震観測参加のため、岩手県南

部～宮城県北部へ派遣。 

・3 月 14 日、15 日 助教 1 名、技術職員 1

名（大学院生 1 名が同行）を海底地震観測

準備作業のため横須賀へ派遣。 

・3 月 24 日～30 日  助教 1 名を千葉県～宮

城県沖地震観測点へ海底地震計設置のため

に派遣。 

・4 月 6 日～10 日  准教授 1 名（大学院生

1 名が同行）を合同地震観測参加のため、

秋田県および岩手県南部へ派遣。 

・「2011 年東北地方太平洋沖地震に関する

総合調査」（科学研究費補助金（特別研究促

進費））に参画。 

・6 月 3 日～13 日 助教 1 名を千葉県～宮

城県沖地震観測点へ海底地震計回収・設置

のために派遣。 

３）原子力・放射線関係の専門家派遣、情

報提供 

○工学研究院 

・放射線に関する基礎知識などをホームペ

ージに掲載。 

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/message/index.

html 

・汚染水処理のための吸着剤の試験を実施

（日本原子力学会有志として他の大学、研

究所と分担） 

○理学研究院 

・福島原発で作業した方々へのボディサー

ベイ実施人員不足に対する協力依頼に基づ

き、3 月 23 日～28 日、准教授 2 名、4 月 4

日～7 日、教授 1 名を福島県へ派遣。 

・6 月 9 日～12 日、准教授 1 名、助教 2 名

（大学院生 1 名が同行）が福島県二本松市

で土壌調査を実施。 

○医学研究院 

・「放射線の（ヒトを含む）生物影響」に関

する情報提供を、所属する日本放射線影響

学会のウェブサイトから発信および Q&A

へのアクセスを容易にする為、医学研究院

のウェブサイト 

（http://www.med.kyushu-u.ac.jp/ index.php） 

に「日本放射線影響学会」のバナーを設定。 

・臨床放射線科学分野：福島県立医科大学

及び日本医学放射線学会からの要請に従い、

同大学の「緊急被ばく医療班」への支援の

ため、6 月 29 日～7 月 1 日、 教授 1名を派

遣。 

○アイソトープ総合センター 

・4 月 17 日～21 日、教授１名、助教１名が

新潟市、福島市、及び郡山市の放射能調査

を実施。 

・6 月 19 日～23 日、教授１名、助教１名が

福島市で放射能調査を実施。 

○知的財産本部 

・通信会社から放射線について専門的知見

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/message/index.html
http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/message/index.html


を有する教員の照会があり、当該分野の教

員（２名）の情報を提供。 

○総合理工学研究院 

・放射線についての情報をＷＥＢページに

て提供。 

・放射線についてＱ＆Ａを追加 

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/lab8/activity.html 

４）放射線測定への派遣協力 

（福島県緊急被ばくスクリーニング） 

文部科学省からの要請に基づき、福島県緊

急被ばくスクリーニングを実施。全学で 5

月 25 日～8 月 31 日までの期間で、２７名

の教職員を派遣。今後も文部科学省の調整

により、随時派遣を行う。 

○アイソトープ総合センター 

・教職員１名を派遣者リストに登録。5 月

25日～8月 31日までの期間で延べ３回派遣。 

○医学研究院 

・教職員６名を派遣者リストに登録。5 月

25 日～8 月 31 日までの期間で教職員３名、

延べ６回派遣。 

○病院 

・教職員１７名を派遣者リストに登録。5

月 25 日～8 月 31 日までの期間で教職員１

５名、延べ１５回派遣。 

○工学研究院・工学府 

・教職員５名を派遣者リストに登録。5 月

25 日～8 月 31 日までの期間で教職員５名、

延べ８回派遣。 

○総合理工学研究院 

・教職員２名を派遣者リストに登録。5 月

25 日～8 月 31 日までの期間で教職員２名、

延べ３回派遣。 

○応用力学研究所 

・教職員１名を派遣者リストに登録。5 月

25日～8月 31日までの期間で延べ１回派遣。 

５）災害復興専門家の派遣。 

○工学研究院 

・4 月 3 日～6 日、教授 1 名、准教授１名が

東北地方の災害調査を実施。 

・4 月 6 日、教授 1 名が千葉県浦安市の液

状化被害地域の調査を実施。 

・4 月 6 日～9 日、准教授 1 名が仙台市の災

害調査を実施。 

・4 月 10 日～11 日、千葉県・茨城県の海岸

の津波被災状況の調査を実施。（県海岸管理

者も同行） 

津波災害による油汚染された海岸漂着ゴミ

の状況（速報）を環境省に提出。 

・4 月 15 日～18 日、教授 1 名、准教授 2

名、技術職員 1 名が東北地方の災害調査を

実施。 

・4 月 27 日～29 日、准教授 1 名が青森県・

岩手県の災害調査を実施。 

・6 月 4 日～5 日、准教授 1 名が宮城県の災

害調査を実施。 

・6 月 4 日～6 日、准教授 1 名が青森県・岩

手県の沿岸災害調査を実施。岩手県復興局

を訪問。 

・6 月 18 日～21 日、教授 1 名、技術職員 1

名（大学院生 1 名が同行）が東北地方の災

害調査を実施。 

・7 月 6 日～10 日、准教授 1 名が青森県沿

岸地域調査を実施。 

・7 月 17 日～19 日、大学院生 1 名が宮城県

の土壌調査を実施。 

・7 月 19 日～22 日、教授 1 名、准教授 1

名が宮城県・岩手県の災害調査を実施。 

○経済学研究院 

・4 月 11 日～5 月 5 日、政府現地災害対策

本部（宮城県仙台市）からの依頼により、

教授 1 名が同対策本部等において「被災地

の在宅避難者への食事や物資の供給システ

ムの再構築、仮設住宅入居者への生活用品

の提供や住環境の改善」等の災害復興に関

http://www.qpn.kyushu-u.ac.jp/lab8/activity.html


するアドバイスを実施。 

６）社会インフラの緊急復旧への協力 

○工学研究院 

・3 月 28 日～4 月 1 日、教授 1 名、准教授

1 名が液状化現象に伴う傾斜家屋調査及び

ヒアリング調査を実施。 

・土木系教員（建設デザイン部門及び環境

都市部門）により「災害対策特別委員会」

を設置。支援窓口を設置。 

・4 月 11 日に、東北地方太平洋沖地震 災

害調査報告会（第 1 回）のサテライト会議

を実施。 

７）被災文教施設応急危険度判定士の派遣 

○施設部 

・文部科学省から、東北・関東甲信越地方

の地方公共団体等から被災文教施設応急危

険度判定士の派遣要請があった場合の対応

可能性について照会があり、本学からは職

員 3名が派遣可能である旨を回答。 

８）施設整備技術支援者の派遣 

○施設部 

・東北大学より、災害復旧事業に係る技術

支援者の派遣依頼の照会があり、施設部職

員 2 名を 4 月 18 日～22 日の間、施設被害

状況の把握及び災害復旧事業計画書の作成

並びに復旧工事の発注等の業務のために派

遣。 

・東京大学より、東北地方太平洋沖地震に

より被災した国立大学等へ災害復旧事業に

係る技術支援者の派遣依頼があり、上記の

他に施設部職員 2 名の派遣が可能である旨

を回答。 

９）メンタルヘルスケアに関する支援 

○健康科学センター及び学生生活・修学相

談室 

本学関係者のうち、被災された方などを対

象としたメンタルヘルスケアを実施中。 

○人間環境学府附属総合臨床心理センター 

被災者に対するこころのケアのための「ほ

っとひろば九大」を開設。 

http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/hir

oba.pdf 

福岡県臨床心理士会の呼びかけで、九大が

中心となり、臨床心理士養成課程がある福岡

県内の全７大学が連携し、九州に避難してき

た東日本大震災の被災者の心のケアを無料

で行うネットワーク「ほっとひろば」を開設。 

７大学は福岡県立大、福岡教育大、九州産業

大、福岡大、福岡女学院大、久留米大で、九

大、九産大、福大、福岡女学院大では交流ス

ペースもつくる。 

九大は「ほっとひろば 九大」を４月に先行開

設し、宮城、福島両県から福岡市に避難した２

世帯８人が毎週土曜の面談に訪れている。 

１０）キャンパス内の放射線量測定 

○アイソトープ総合センター（箱崎、病院）、

工学研究院 

・1 日 1 回（平日 13:00）キャンパス内の空

間放射線量及び大気浮遊じん中の核分裂生

成物（ヨウ素 131Ｉ）を測定し、本学ホー

ムページでその測定結果を公開中。 

http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/ra

dioactivity.php 

○事務局 

・4 月 11 日から毎日 14 時から、文部科学

省から配布された簡易型積算線量計を用い

て福岡市東区（箱崎キャンパス）の積算放

射線量を測定。なお、文部科学省通知によ

り、8 月 10 日の測定から週１回の測定とな

った。 

１１）講演会等 

○グラミン・クリエイティブ・ラボ＠九州

大学 

4 月 10 日（日）「TEDxEarthquake9.0－ソー

シャル・ビジネスによる被災者復興支援を

考える」 

○工学研究院、西部地区自然災害資料セン

ター 

・4 月 22 日（金）「自然災害フォーラム 九

http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/hiroba.pdf
http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/hiroba.pdf
http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/radioactivity.php
http://www.kyushu-u.ac.jp/news/earthquake/radioactivity.php


大 2011」 

・6 月 13 日(月)技術シンポジウム「社会イ

ンフラの防災と危機管理を考える」 

○総合理工学研究院 

・4 月 27 日（火）本学の留学生及び外国人

研究者のための特別セミナー開催。筑紫キ

ャンパスＣ棟講義室 

"2011 To-hoku earthquake and tsunami, 

and Nuclear accident at Fukushima II 

reactor site" 

・6 月 4 日（土）高校生・大学生を対象と

する公開講座を筑紫地区 オープンキャン

パス時に開催 

”エネルギーの源「放射線って何」- 正し

く理解するための基礎知識 -” 

○病院 

・5 月 11 日（水）「東日本大震災における

被ばくと心のケア」 九州大学医学部百年

講堂大ホール 

○産学連携センター 

・8 月 2 日（火） 教員・学生・民間企業の

研究者などを対象にＫＡＳＴＥＣセミナー

「―今後のエネルギーの課題と展望を考え

る―」を開催。総合研究棟（Ｃ－ＣＵＢＥ）

筑紫ホール 

 

第２章 研究者の受入れ・研究スペースの 

提供 

１）研究者の受入れ 

○農学研究院 

・東北大学大学院農学研究科から九大内で

の「遺伝子の解析」に関する実験の実施と

研究継続のため学生（DC3 年）の受入れに

ついて依頼があり、農学研究院において 4

月 12 日～28 日の間、受入れ（宿舎につい

ては松原寮の 1 室を提供）。 

・被災した研究者・大学院生の研究継続を

支援するため、研究環境を提供する旨のお

知らせを農学部ホームページに掲載。 

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/ 

・秋田県立大学の教授より依頼があり、津

波災害地廃材処理のため、廃材サンプルを

送付してもらい、准教授１名、助教１名で

木質系海水被り材の塩素分析を実施し、分

析結果を報告 

○工学研究院 

・物質・材料研究機構（茨城県つくば市）

にインターンシップ生として在籍していた

スイス及びフランスの大学院生（各１名）

を、4 月 19 日～10 月 31 日の期間、訪問研

究員として機械工学部門で受け入れた。（宿

舎については、伊都キャンパスのドミトリ

ーの部屋を提供） 

○システム情報科学研究院 

・東北大学大学院情報科学研究科の助教 1

名を 3 月 18 日～4 月 1 日の間、受入れ。 

○経済学研究院 

・東北大学大学院環境科学研究科准教授か

ら、研究スペースの一時利用の依頼があり、

共用スペースの一室を提供。（当該准教授は

福岡への一時避難を終え、東北大学へ戻ら

れた） 

○法学研究院 

・被災した大学等研究機関の研究者（外国

人を含む）および大学院生（留学生を含む）

に、本院が有する研究施設等の利用の便宜

を図り、研究活動が継続できるよう支援す

る旨を、法学部ホームページに掲載。

http://www.law.kyushu-u.ac.jp/tools/displayne

ws.php?id=113 

○医学研究院 

・医化学分野 東北大学大学院薬学研究科

の助教１名の受入れ（4 月 18 日～26 日）。 

○先導物質化学研究所 

・東北大学多元物質科学研究所より学生・

スタッフの受け入れについて打診があった。 

・筑波大学大学院数理物質科学研究科教授

から、共同研究にかかる実験を前倒しで行

いたい旨依頼があり、博士課程大学院生 1

名を 2 日間受け入れて実験を実施。 

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/tools/displaynews.php?id=113
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/tools/displaynews.php?id=113


○生体防御医学研究所 

・被災された研究者の方々に研究活動を滞

りなく進めていただくため、「共同研究（被

災研究者支援）」を募集中。 

（研究室が被災し、研究の遂行に支障をき

たしている方々に対して、本研究所で研究

の場を提供。） 

http://www.bioreg.kyushu-u.ac.jp/mib/activitie

s_collabo.html.ja 

○宙空環境研究センター 

・地球電磁気・地球惑星圏学会を通じて、

東北大学大学院理学研究科准教授より学生

（学部 4 年生）1 名の受入れ依頼があり、3

月 29 日～5 月 6 日まで受入れ。 

○数理学研究院 

・東北大学理学研究科，情報科学研究科の

ポスドク各１名を 4 月 14 日～5 月 6 日まで

受入れ。 

○比較社会文化研究院 

・東北・関東方面の大学から実験施設の利

用に関する協力依頼があり、横浜国立大学

環境情報研究院から博士課程大学院生（4

月 10 日～19 日）、山形大学理学部から助教

（5 月 13 日～9 月 7 日）及び修士課程学生

（5 月 13 日～9 月 7 日）を受入れ。 

○薬学研究院 

・東北大学大学院薬学研究科の学生（DC1

年）1 名を研究指導委託で受入れ。 

２）研究スペースの提供 

○情報基盤研究開発センター 

・関東地区の研究所のスパコンを九州大学に

移設する可能性について、先方の関係者と設

置場所、電力等、具体的な検討を進めたが、

移設費用が数億円かかることや、東電管内の

電力需給バランスが計画停電を要しないことと

なったため、スパコンの移設はしないことにな

った。 

第３章 物的・インフラ支援 

１）義援金 

〇全学 

・全学的に、学生、教職員に募金への協力

を呼びかけ。第 1 回締切日 4 月 6 日，第２

回締切日 6月 15日までにそれぞれ寄せられ

た寄付金を日本赤十字社に送金。9 月中旬

まで引き続き募金活動を実施。 

○比較社会文化研究院 

・部局単位での募金の他に、部局有志呼び

かけによる、東北大学地球物質・エネルギ

ー学研究室への支援金送金。 

○数理学研究院 

・部局独自に募金活動を実施。 

○マス・フォア・インダストリ研究所 

・部局独自に募金活動を実施。 

○文学部 

・部局独自に募金活動を実施し、募金の一

部を国立大学法人八大学文学部長会議名で、

東北大学文学部に寄付を実施。また文学部

親交会においては、日本赤十字社、東北大

学文学部、NPO 法人ロシナンテスに対して

寄付を実施。 

○法学部 

・部局の学術振興団体である九州大学法政

学会から、紀要の交換を行っている部局（法

学部）を有する東北大学及び東北学院大学

に対して寄付を実施。 

○附属図書館 

・中央図書館カウンターに義援金募金箱を

設置。 

２）救援物資等の提供 

〇全学 

・九州地区の 11国立大学法人からの救援物

資を九州大学でとりまとめ、国立大学協会

の指示に基づき、次の方法により搬送。 

①鹿児島大学「かごしま丸」により博多港

から新潟大学まで搬送し、新潟大学から物

資を必要とする大学へ搬送。 

②陸路にて福島大学等へ搬送。 

〇歯学研究院 

・全国歯科大学学長・歯学部長会議常置委

員会の要請に応じて、東北大学歯学部から

http://www.bioreg.kyushu-u.ac.jp/mib/activities_collabo.html.ja
http://www.bioreg.kyushu-u.ac.jp/mib/activities_collabo.html.ja


の要望リストに基づき、医薬品等を支援物

資として提供。 

〇薬学研究院 

・3 月 14 日に東北大学病院職員の支援のた

めの食糧確保の協力要請があり、杏林大学

経由で米と缶詰を搬送。 

〇工学研究院 

・岩手県水産部の水産廃棄物処理の情報収

集、IT 機器の支援への協力体制の整備を進

めた。（大学間の分担・ネットワーク化・連

携、岩手大学を拠点として各大学から送付） 

・放射線測定器を西部ガスに 2 台貸与、福

島ロータリークラブに 1 台提供。 

〇システム情報科学研究院 

・研究室の自発的支援として、3 月 29 日に、

永年の共同研究体制にある東北大学電気通

信研究所の研究室に物資（食料品、飲料水、

日用品、医薬品等）を送付。 

３）宿泊施設の提供 

<対応状況> 

・すぐに入居可能な職員宿舎（南区長住）

を文部科学省に連絡。 

・4 月 9 日から、福岡に一時避難されてい

る福島大学教員に香椎浜の国際交流会館の

家族用部屋 1 室を提供。 

・7 月 14～16 日に、福岡へ研究に来られた

東北生活文化大学の教員及び学生に職員会

館（宿泊施設）を提供。 

４）被災地域の学生に対する附属図書館の

利用許可 

<被災地域の学生の利用状況> 

中央図書館 12 名（東北大 9 名、筑波大 1

名、東大 1 名、慶応大 1 名） 

伊都図書館 4 名（東北大 3 名、青山学院大

1 名） 

５）研究リソースの提供 

〇工学研究院 

・共同研究を行っている東京大学工学系研

究科の教授から、設備の復旧や電力不足問

題が解消されるまで、計算機設備（PC クラ

スタ）の提供依頼があり、依頼内容のとお

り対応。 

〇応用力学研究所 

・東京大学大学院新領域創成科学研究科助

教から、計算機リソースの使用依頼があり、

アカウントを作成し、ログインを許可。 

○情報基盤研究開発センター 

・東北地方太平洋沖地震による東北・関東

地方の電力需給逼迫の影響を受ける東北大

学、筑波大学、東京大学、東京工業大学の

４大学ならびに北海道大学、名古屋大学、

京都大学、大阪大学の各センターとの間の

合意にもとづき、東京大学情報基盤センタ

ーとの間で組織横断型のスパコン利用制度

を拡充し、すでに東京大学情報基盤センタ

ー利用者の一部が本センターのスパコンを

利用できる環境を構築。（今後このような取

り組みを拡大し、他のスーパーコンピュー

タを保有している機関のユーザに対する支

援も可能な限り実施する予定であったが、

計画停電が回避されたことでこれらの取組

は不要となり終了。） 

６）公共施設内インターネット網の緊急整備 

〇システム情報科学研究院 

・ＫＤＤＩ株式会社より、津波により甚大な被害

を受けた仙台空港内のインターネット網の緊

急整備に関する支援要請を受け、情報知能

工学部門の教員が開発した無線バックホール

装置１０台を貸出。 

７）教育復興支援 

〇言語文化研究院 

・ユネスコスクール支援のための大学間ネ

ットワーク（14 大学で構成、言文は九州・

山口県を担当）の一員である岩手大学、東

北大学、宮城教育大学の依頼により、岩手

県及び宮城県内の小・中学校への学用品（文

房具、体操着、楽器など）を提供するため

の呼びかけを実施。（現地のニーズ等の状況

により終了。） 

８）学内保育施設の提供 



・群馬県で被災され福岡県に一時避難され

た本学職員のご親戚の方が 3 月 23 日～31

日までの間、学内保育施設（伊都キャンパ

ス内）の一時保育を利用。 

・福岡県に一時避難されている福島大学教

員のご子息が 4 月 15 日から学内保育施設

（病院地区）の常時保育を利用。 

９）学会開催場所の提供 

・当初秋田大学で開催予定だった情報処理

学会の IOT、CSEC 研究会と電子情報通信

学会の ICM研究会の共催研究会(5月 12日、

13 日)について、開催場所を変更し九州大学

で開催。 

 

第４章 被災地域出身の学生に対する支援 

１）入学手続き 

・入学料の納入確認や入学手続き書類の受

付については、個々の合格者の事情に応じ

て対処。 

２）経済支援 

・災害救助法適用地域に主たる家計支持者

が在住し、経済的困難を抱えている学生か

ら申請があった場合、個々の事情を確認し

たうえで、 

1)入学料については原則として全額免除 

2)授業料については個々の事情に応じて全

額または半額免除 

・災害特別奨学給付金制度を創設し、災害

救助法適用地域に主たる家計支持者が在住

している学生のうちで、経済的困難を抱え

ている学生に対して奨学給付金を支給。 

・九州大学学生後援会において、緊急支援

助成（1 人当り 10 万円）を実施。 

３）生活支援 

1)学生寮・ドミトリーの入居については、

被災学生の優先入居を実施。（ドミトリー２

名、松原寮１名） 

2)大学生協と連携し、伊都地区周辺のアパ

ート(30 戸程度)を、ドミトリー相当の家賃

（月 3 万円）で、被災学生を対象に準備。 

４）ボランティア活動 

・ボランティア活動に関する文部科学副大

臣通知(H23.4.1)を踏まえ、九大の運用指針

を以下のとおりとした。 

1)各学部、学府等の判断により、ボランテ

ィア活動を希望する学生については、教育

研究上支障がない場合に限り、修学上の配

慮(補講・追試の実施、レポートの活用によ

る学修評価等)を行うことができる。 

2)各学部、学府等の判断により、ボランテ

ィア活動が授業の目的と密接に関わる場合

は、ボランティア活動を実習・演習等の授

業の一環として位置付け、単位を付与する

ことができる。 

3)ボランティア活動を行うことによる休学

の願い出があった場合は、学部通則第29条

第2 項及び大学院通則第35条の第2項に掲

げる特別な事情として取り扱うものとする。 

4)情報提供の在り方についてはホームペー

ジの掲載内容について検討中。 

 

第５章 外国人留学生・研究者への支援 

１）英語による情報提供 

○ホームページを通じた情報提供 

留学生、外国人研究者等、協定大学、留学

生の家族宛てメッセージやQ&Aを作成し、

送付・本学ウェブサイト掲載。 

○外国人研究者及び留学生向けセミナー 

・日本における自然災害、福島原発の現状

等について、学内の専門家によるセミナー

を 4 月 18 日（月）に開催。 

外国人教員も含め計 111 名が参加。セミナ

ーの模様を収録した動画は、本学ウェブサ

イト上で公開されている。 

２）被災地留学生の一時避難受入 

・信州大学に留学中の学生（ベルギー：ル

ーベンカトリック大学から）３名を、ルー

ベンカトリックからの依頼により、香椎浜



の留学生会館に一時避難として受入れ（現

在は信州大学に帰学）。 

 

第６章 その他 

１）九州地区国立大学法人等職員採用試験

事務室に相談窓口を設置 

・震災の影響による郵便事情の悪化等で、

所定の方法による受験申込が困難な方のた

めの相談窓口を設置。 

（4 月 1 日～8 日 17 時まで） 

http://www-shiken.jimu.kyushu-u.ac.jp/  

２）全国医学部長定例総会での協議 

・4 月 21 日開催の九州地区医学部長病院長

会議（当番校：九州大学）において、「災害

を想定した医学医療連携システムの構築」

を全国医学部長病院長会議定例総会へ議題

として提出。 

http://www-shiken.jimu.kyushu-u.ac.jp/
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