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第３２回高知県地盤工学研究会（講演会） 

日時：平成２４年６月３０日（土）１３：３０～１６：２３ 

場所：高知市文化プラザ かるぽーと 

主催：地盤工学会四国支部 高知県地盤工学研究会 

プログラム： 

   ○開会あいさつ 

   ○「２０１１東北地方太平洋沖地震による地盤災害と復興への地盤工学的課題」 

東北大学大学院工学研究科・工学部 風間基樹教授 

○「液状化解析の現状と今後」 

徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 渦岡良介教授 

○閉会あいさつ 

内容： 

13:32～13:34 開会挨拶 高知県地盤工学研究会 会長 岡林宏二郎   

・東北大と徳島大から、この分野の大先生２名をお呼びした。 

・風間先生 震災後半年以降の復興について、渦岡先生からは液状化の

解析について最先端のお話をいただく。 

・質問の時間を十分とっているので活発な質疑を。 

 

13:35～ 「２０１１東北地方太平洋沖地震による地盤災害と復興への地盤工学的課題」      

○講師：東北大学大学院工学研究科・工学部 風間基樹教授 

○プロフィール 

・大学を出て運輸省で研究、その後大学へ戻って地盤工学の研究。 

・渦岡先生とは東北大で８年一緒に仕事をした。徳島大学に帰られて、

東日本大震災が発生。 

 

・地質調査業協会主催で行った講演会で発表した内容であり、地質調査業協会から講演集を全国

に配布したと聞いている。 

 

○災害の特徴 

・「広域性」「津波」「原子力発電所事故」 

・広域性 複数の県が同時被災、物流が滞った。 

・甚大な被害 死者約１万６千人、行方不明者約４千人 

 宮城県の被災者が多い 暴露人口が多かったから 

 

○宮城県 

・仙台平野、大崎平野、三陸リアス式海岸車 

・宮城県沖地震が切迫していた 
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 ３０年以内に９９％で起きる可能性があった 

     地震発生年月日   前回の地震からの 地震の規模   備考 

経過年数 

   ８６９年 ７月 ２日   貞観の地震   ８．３以上   

  １６１１年        慶長の津波地震   不明    死者５千名 

 １７９３年 ２月１７日           ８．２程度   連動 

 １８３５年 ７月２０日   ４２．４年   ７．３程度   単独 

 １８６１年１０月２１日   ２６．３年   ７．４程度   単独 

 １８９７年 ２月２０日   ３５．３年   ７．４     単独 

 １９３６年１１月 ３日   ３９．７年   ７．４     単独 

 １９７８年 ６月１２日   ４１．６年   ７．４     単独 

 ２０１１年 ３月１１日     －     ９．０    海洋型巨大 

 ２０１１年 ４月 ７日   ３２．８年   ７．１     単独 

・宮城県沖地震と評価された地震の平均活動期間 ３７．１年 

・２０１１年４月７日に起きたＭ７．１の余震の方が、これまでの宮城県沖地震といえる地震だ

った。 

 

○内容 

・地震による地盤沈下 

・液状化による被害 

・丘陵地の造成宅地の被害 

・津波による地盤や土構造物の被害 

・復旧・復興への地盤工学的課題 

 

＜地震による地盤沈下＞ 

・仙台塩釜港 ７０ｃｍのかさ上げ 

・平均海面以下の面積が３km2から１６km2へと増加 

・地盤沈降がボディブローのように効いてくる 

 行方不明者の捜索に支障 

 農地の塩水化 

 がれきや復旧作業に支障 

・地殻変動による沈下、液状化による即時沈下、粘土層の圧密沈下が重なって起きる 

・津波到達時には液状化が起きていた。 

 余震でも液状化が起きている。 

 鉱さいの液状化（気仙沼） 

 

＜液状化による被害＞ 

○仙台空港の液状化対策 
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・県道のアンダーパスの埋戻し土や沼の液状化対策が行われていた。 

 その対策工事が未了のところは沈下などが生じた。 

・液状化対策工事は飛行機の運航が完了した夜間にしかできないことから、運行前に対策をして

いればコストは１０分の１ほどだろう。 

 

○鳴瀬川中流部 

・堤防を開削すると液状化した痕跡がみられる。 

・粘性土上の砂盛土だったので、粘性土層が圧密沈下し、砂盛土下面がゆるめられ、砂盛土が地

下水位以下となったと推定される。その沈下した厚さは５０ｃｍ程度。 

 

＜丘陵地の造成宅地の被害＞ 

○仙台市周辺の造成宅地開発状況と地震被害 

 

○造成宅地地盤の切盛と地震被害分布 

・古い造成地では、切土部分と盛土部分の被害率は３０倍違う。 

・地すべり防止事業として集水井を整備していたところでは、集水井をまたぐほどの大きな滑り

は防止できたが、小規模な被害は多く生じた。 

・深い大ブロックのすべりと浅い小ブロックのすべりでは対策が異なる。 

 

○盛土は本当に揺れやすいのか？ 

・盛土部分は切土部分の１．５倍の加速度、計測震度では０．４ほど大きかった。 

・しかしこの造成地では被害は生じていない。揺れの強さではなく、地盤強度の低下が問題なの

ではないか。 

 

＜津波による地盤や土構造物の被害＞ 

○新北上川河口部 

・左岸堤防は１．１キロメートルにわたり無くなった。 

・建物の基礎は洗掘された。 

・建物の倒壊 液状化や揺れで基礎が壊れていたのではないか。 

 

○福島県 

・津波で流されてきた砂層が先に堆積し、その上に細流分のシルトが堆積する。 

 

○焼却プラント 

・一日に５００トンほどの焼却能力 

・土砂分が多いため、主灰が４０～６０％になることも。 焼却しても減量化しない。 

 飛灰中の放射性セシウムは溶出性が高い。 
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○緑地造成地等への災害廃棄物の活用 基本的考え方のポイント 

・災害廃棄物は適切に分別して処分が原則で、有害廃棄物が含まれていないことを前提とする。 

・発生量が多く建設資材として汎用性のあるもの 

  コンクリートくず：盛土材及び再生採石等の建設資材 

  木くず：マルチング材、植生基盤等緑地の整備に関する資材 

  津波堆積物：盛土材及び植生基盤として活用 

 

＜復旧復興への地盤工学的課題＞ 

・背後地地盤が高いと被害が小さい 

・土堤で越流を前提とした設計はしていない。 

 

○数百年～千年に一度の津波減災対策 

・「現在生きている人間が、数百年～千年後に必ず再来する津波災害に対して、未来の人間のため

に何が出来るか？」が問われている。そのとき、 

・これまでの沿岸部の生業の歴史を捨てるのか？ 

・現在の経済状況の悪さが、対策をしない理由になるのか？ 

 

○Ｌ２津波対策は海浜緑地公園の強化で 

・震災で発生した廃棄物の最終処分場として海浜緑地公園のマウンドを作る。 

・オンサイト処理、廃棄物処理に取り組む。 

・公園緑地の最終形は数十年後でよい。 

 

○余談 

・極値統計学（Extreme value statistics） 

・古くから水文学・河川工学分野で洪水に対する防災の研究で研究されてきた。 

・降水量、気温、風速、地震などの極値事象データは、施設の安全基準を決める上で不可欠。 

・観測期間が短い場合には、事象の確率分布を仮定し、極値理論に基づいてデータの外挿による

推定が行われている。 

 

・５００年に一度の事象が一年の間に起こらない確率は？ 

４９９／５００ であるから 

・５００年に一度の事象が、５００年の間に一度も起こらない確率は？ 

（４９９／５００）５００＝０．３６７５ 

・５００年に一度の事象が、５００年間に一度だけ起こる確率は？ 

    （４９９／５００）４９９（１／５００）１＝０．３６８ 

・５００年に一度の事象が５００年間にＮ回起こる確率 

     Ｎ   確率 

     ０  ３６．８％   → おおよそ１／３ 
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     １  ３６．８％   → おおよそ１／３ 

     ２  １８．４％ 

     ３   ６．０％  ２６．２％→ おおよそ１／３ 

     ４   １．５％ 

     ５   ０．３％ 

・５００年に一度の事象が、２年連続して起こる確率 

     （１／５００）２＝０．００４％ 

・５００年に一度の事象が、１０年以内に２度起こる確率 

     （１／５００）２（４９９／５００）８
１０Ｃ２＝０．０１７７％ 

・５００年に一度の事象が、５０年以内に２度起こる確率 

     （１／５００）２（４９９／５００）４８
５０Ｃ２＝０．４４５％ 

              ↓ 

・希な事象が短い間に発生する確率は小さい → Ｌ２津波に特化した対策は急がなくて良い 

・供用期間１００年の構造物が５００年に一度の津波を１００年間に一度以上受ける確率 

１－（４９９／５００）１００＝１８．１％ 

↓ 

耐用年数が１００年の構造物の設計に発生確率何％の外力を想定しますか。 

・１００年の供用期間中に（Ｎ年間に一度起こる事象）に一度以上遭遇する確率 

    Ｎ     確率 

    １０   ９９．９９７％ 

    ２０   ９９．４％ 

５０   ８６．７％ 

１００   ６３．４％       想定外は結構ありうる事象である 

２００   ３９．４％ 

５００   １８．１％ 

１０００    ９．５％ 

 

○壊れることを前提にした安全性の確保技術（信頼性設計）に関する概念 

・フェイルセーフ：常に安全側に制御 

・バックアップ：支援、予備 

・パッシブセーフティ：受動的安全 

・損傷許容設計： 

・フォールトレラント、デッドマン装置 

・社会基盤施設は、耐用円数も家電製品や自動車と違って格段に長く、高い安全性が求められる。 

しかし、このような特性を持っていたとしても、材料は劣化するし、アクシデントはつきもの

である。 

 

14:51～14:57 質疑  
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Ｑ：宅地盛土 宮城県沖地震で対策をしたが、今回も同じようなところで被害が生じたという話だ

が、被害に差はあったのではないか。 

Ａ：集水井を行っていたところでは大きなすべりは防がれた。住民の合意が得られず対策が出来て

いなかったところはズタズタにやられていた。 

 

Ｑ：抑止杭と集水井戸で状況は違っていたか。 

Ａ：地下水が問題だろう。 

 

Ｑ：宅地盛土は新しいところでは被害が少なかった要因は？ 

Ａ：新しい対策機械が入ったことや、新しい宅地造成は大きなブロックで段々に造成することが影

響しているのでは。 

 

Ｑ：粘性土層上の盛土は、地下水の排水不良が被災要因ということか？ 

Ａ：沈下に伴い盛土が緩くなったということと、沈下して地下水位以下になったことがある。 

 

14:57～15:11  休憩 

 

15:11～16:08 「液状化解析の現状と今後」                         

○講師：徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 教授 渦岡良介 

・専門は応用力学、地盤工学。 

・本日はＦＥＭ解析の話をいただく。 

 

○はじめに 

・７０年代に地震応答解析、８０年代に液状化解析、９０年代に実務でも

使えるようにもっていこうという時代。 

・その時に兵庫県南部地震（１９９５年）が起き、様々な情報が得られ、様々な検証事例が世に

出てきた。 

 

○地盤の液状化に関わる課題 

・被害予測 

 住宅、ライフライン、道路などの被害予測（ハザードマップ） 

 長い強震継続時間、細粒分や年代効果の影響 

  経済的で高精度な調査・試験・判定手法 

・対策方法 

  住宅、ライフライン、道路の対策 

  経済的で広範囲をカバーできる対策工法 

  法的整備、建築試験制度の見直し 
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○７ＡＹＧＥＣ 

・アジアの若手の地盤工学会 

・９月１２日、１３日 

・徳島大学にて 

・若手は２万４千円で旅費以外全てが含まれている。 

 

16:08～16:20 質疑  

Ｑ：仙台市の宅地盛土の計算で、地下水位の高いのと低いので、地下水位が高い方が有効応力非の

減少が小さ異結果となっていたが、 

Ａ： 

 

Ｑ：解析技術の未来像 どう取り入れていくのが有効か、意見を。 

Ａ：これまでも精度を検証してきたが、倍半分違い、模型実験のような条件の良いところでも難し

い。絶対値は難しく、相対的にどうなのかを検討するところが使い道ではないか。これは、東

日本大震災までの話。新しい現象に対しても検証を積み重ねていく必要がある。 

 

Ｑ：性能設計ということを良く聞く。地盤の分野で、解析など何かあれば。 

Ａ：情報の話 地質の位置、構成を把握することが大事。液状化試験を１点やってとかいうのでは

なく、面の情報とのバランスを。 

 

Ｑ：宅地地盤の盛土のすべりの中で液状化をどう扱ったらいいとお考えか。 

Ａ：有効応力の変化として考えればいい。液状化というようなドラスティックな状況ではないが、

地震で間隙水圧が上がり、有効応力が変化してと・・・。 

 

16:21～16:23 閉会あいさつ 原先生                            

・第１２回、何をやろうか 南海地震だ。では東日本大震災の教訓をお話

しいただこうと、今日の講演会となった。 

・３０年以内に６０％の確率で起きるといわれている南海地震。 

・地盤沈降もあり、官民あげて取り組んでいかねばならない。 

・地盤工学会として、今後ともこのような取り組みを進めていくのでご協

力を。 

－ 以上 － 


