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東日本大震災報告会 ～震災から２年を経て～ 

日時：平成２５年３月１９日（火）１３：００～１７：５７ 

場所：合同庁舎２号館（地下２階）講堂（東京都千代田区霞ヶ関２ー１ー２） 

主催：国土交通省 国土技術政策総合研究所 

   独立行政法人 土木研究所 

   独立行政法人 建築研究所 

プログラム： 

13:00～13:05 主催者挨拶 国土技術政策総合研究所長 上総周平 

13:05～ セッション１：液状化 

13:09～13:24 地盤の液状化判定法の高度化に向けた取組み 

13:24～13:40 液状化被災住宅地の復旧に向けた国総研の技術支援 

13:56～ セッション２：地震・津波外力 

13:59～14:15 長周期地震動の予測と建築物応答 

14:15～14:31 構造物に対する津波作用の研究と今後の展望 

14:31～14:47 津波に対する沿岸防災の強化に関する研究 

15:15～ セッション３ 地震・津波への対応（１） 

15:19～15:35 津波に対して粘り強く効果を発揮する海岸堤防の研究状況 

15:35～15:52 防波堤の耐津波設計の基本的考え方 

15:52～16:08 河川津波遡上の対策について 

16:08～16:25 寒冷地の河川津波に関する研究 

16:37～ セッション４：地震・津波への対応（２） 

16:39～16:56 東日本大震災による建築物被害を踏まえた対応について 

16:56～17:11 災害時における下水の排除・処理の確保に向けた取り組み 

17:11～17:28 津波作用により橋に生じる挙動の解明と対策 

17:28～17:45 河川堤防の地震対策の高度化に向けた取組み 

17:54～17:57 閉会挨拶 土木研究所 理事長 魚本健人 

内容： 

13:00～13:05 主催者挨拶 国土技術政策総合研究所長 上総周平               

・犠牲になられたみなさまに哀悼の意を表する。 

・３月１１日、当日より現地に入り、被災状況、対策をしていくうえでの

診断、応急復旧を進めていくうえでの助言。その後は、津波防災地域づ

くりへの技術面の整理など。 

・報告会、２年前の４月にも開催している。その後の調査、研究の進展具

合、これからの課題について皆様方と一緒に考えていきたい。 

・本日、多くの報告があり、若干の質疑時間と、それを補う形での意見交換会を用意している。 

・防災・減災というのは日本の宿命であり、一緒に考え、備え、次代に伝えていくことに取り組

んでいきたい。 
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13:05～ セッション１：液状化 （土木研究所 耐震総括研究官 田村敬一）          

・今回は広範な地域で液状化が発生している。地震、地盤の液状化判定

の高度化に向けた取組。 

・地震のあと、「液状化対策検討会議」をもうけ、液状化判定法の高度化、

これまでの液状化判定法が適合しているかどうかを調べた。その結果、

液状化する場所を漏らしてしまうことはない、しかし液状化すると判

定されているのに液状化が確認されないところが確認された。 

・直ちに液状化判定法を見直す必要はないが、以上のような課題がある。 

・本日は、住宅に関する報告も行う。 

 

13:09～13:24 地盤の液状化判定法の高度化に向けた取組み                  

○報告者：土木研究所 地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム 主任研究員 石原雅規 

・東北地方 液状化は発生したものの、津波で痕跡が確認できず。粘性土地盤での液状化が相対

的に多い。 

・関東地方 かなり細かいサラサラの砂。 

・液状化ありの箇所  Ｆｌ１以下 ５７カ所  Ｆｌ１より大  ０カ所 

 液状化無しの箇所    〃   ７８カ所    〃    ６１カ所 

 

・継続時間の影響 このような整理では差違を確認できない。 

・細粒分の影響 細粒分が多いほど液状化が起きにくい傾向 

 

○成果の反映 河川構造物耐震性照査指針、道路橋示方所、道路土工指針に反映済み 

 

○最近の取り組み 細粒分の影響 

・問題点１：粘性土は凍結サンプリングが行えず、チューブサンプリング

に頼らずをえず、その試料採取時の乱れ 

・問題点２：地盤が本来持つ空間的なばらつきの影響 

 

○今後の課題、改善の報告 

・ひずみだけでは「液状化」と「繰り返し軟化」の区別がついていない。どう区別するかが課題。 

・ＦＣが３５％を超える領域では、液状化強度式を引き上げることが出来そう。 

・Ｎ１値の小さい領域で液状化強度を過小評価しやすい。 

 

13:24～13:40 液状化被災住宅地の復旧に向けた国総研の技術支援               

○報告者：国土技術政策総合研究所 都市研究部 都市計画研究室 主任研究官 大橋征幹 

・液状化では人命に関わるような被害は発生していないものの、３分の１の方が傾いた住居での

生活でめまいなどの体調不調を訴えている。 

・住宅の傾斜・沈下の復旧工事には平均４００～５００万円が必要。 
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○液状化市街地の復興・復旧への支援の状況 

・液状化被災市街地の復興に向けた検討・調査についてのガイドラインの

公表 

・地下水位低下工法の検討・調査についてガイダンスの公表 

・格子状地中壁工法の検討・調査についてガイダンスの公表予定 

 

・宅地がすでにできあがっていて、広い面的な対策が必要 → 「地下水位低下方法」、「格子状

地中壁工法」 

・液状化危険度：エクセルシートの計算例 

 

○今後の予定 

・まもなく、宅地の液状化被害被害可能性判定に係る技術指針が公表される 

 

13:40～13:56 質疑  

Ｑ建設技術研究所 マツウラ：液状化対策工法について質問。地下水位低下工法について、近隣の

地下水等が高い場合には、すぐに地下水位が回復してしまうと思うが、どう対処するのか。格

子状の地中壁、民家の密集地では隣との間が狭いと思うが、狭いところでも使える機械を開発

されるということか。 

Ａ大橋：そこだけ地下水位を下げても、周りから水が入ってくることに対しては、矢板で締め切る

ことを考えている。狭いところに入れる機械についてはゼネコンが開発を行っているところ。 

 

Ｑ四国地整 松本：格子状地中壁工法による対策について、道路などの官地を利用して地域の対策

を行うことが有効と思うが、その際には道路には下水道が埋まっている。下水道施設の復旧工

事とあわせて行うことで、より効率的に行えると思う。そのようなことの議論、検討はなかっ

たか。下水道の被害や復旧との関連に興味がある。 

Ａ大橋：下水道の復旧とあわせて行うことで施工性が上がると考えられる。すでに下水道の復旧が

行われているところではそうはいかないが。下水道の被害の状況については、情報を持ってい

ない。 

 

Ｑ早稲田大学  ：浦安地域では液状化しないと言われて家を買ったが、実際には液状化した。近

隣のボーリング調査を行うと、液状化するとの判定だった。液状化判定の合理化は、地盤のバ

ラツキもあり、ボーリングできるところには制限もあり、液状化判定法を合理化しすぎてしま

うという問題はないか。 

Ａ石原：液状化判定法におかしな事があるのではないかと研究を続けていくことで、全体的なコス

ト縮減に結びついていくと考えている。 

 

Ｑ土木研究所 アイチャーム タナカ：地震動 ２回揺れた波形だった。液状化の場合、２回揺す

られた場合にはどのような影響があるのか。 
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Ａ石原：目撃情報からは、１回目の揺れでは液状化が確認できなかったものが、２回目の揺れで噴

砂など液状化が確認された事例がある。 

 

Ｑ国総研 みやたけ：格子で対策するのは、コストとベネフィットの問題だと思う。コンピュータ

ーシミュレーションで、格子の間隔など敵値が見極められるようになっているのか。 

Ａ大橋：シミュレーションだけで見極められるまでには至っていない。工学的な見地を加味して判

断する。 

 

13:56～ セッション２：地震・津波外力 （国総研 建築災害対策研究官 奥田泰雄）      

・長周期地震動の検討、建築物への影響の検討結果。 

・東日本大震災の津波で流失した橋梁を数値シミュレーションで検討し、

道路橋に作用する津波の力を評価。 

・東日本大震災の津波による港湾地域を対象とした沿岸防災 

 

13:59～14:15 長周期地震動の予測と建築物応答                       

○報告者：建築研究所 構造研究グループ 主席研究監 大川出 

・長周期地震動 石油のスロッシング、高層ビルのエレベーターに異常 

・大阪湾岸庁舎 片側最大１３７ｃｍの頂部変形が生じ、エレベーターへの閉じこめなどが発生。 

 

○耐震解析における設計用地震動 

・超高層、免震建築物における時刻歴を用いた応答解析 

・ 

 

○改良点 

・地震尾発生位置によって、減衰の仕方が異なることがわかった。 

・サイトの増幅率が、震源によって違う。 

・改良評価式の提案 

・大きな地震動に対する長周期地震動を検討中。 

 

14:15～14:31 構造物に対する津波作用の研究と今後の展望                  

○報告者：国総研 危機管理技術研究センター 地震防災研究室 主任研究官 片岡正次郎 

・津波が橋梁の桁の高さまでに達したが、上部構造が流出しなかった橋と、流出した橋があった。 

・設計で用いる津波作用の提案を行いたい。 

 

○小泉大橋（宮城県気仙沼市） ３径間連続綱Ｉ桁 

・４００ｍ上部構造が流されてしまい、橋脚も流された。 

 

○まとめと今後の展望 
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・津波伝播・遡上解析と数値波動水路解析の組合せで被害の有無、被害状況を概ね再現可能。 

・水位の上昇速度は最大でも毎分 1～2mの地点が多く、必ずしも段波状の津波を想定しなくとも

よい可能性あり。 

・特に水平力には流速が大きく影響する。流速は大きいところで最大 6～8m/s程度 

・被災した橋も抵抗力を大幅に超過したものは少ないと推定。工夫で防災・減災できる可能性あ

り。 

 

14:31～14:47 津波に対する沿岸防災の強化に関する研究                   

○報告者：国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 津波災害研究官 高田直和 

○津波に対する沿岸防災の強化に関する研究課題 

①レーダ技術を活用した津波観測技術の開発 

②津波避難シミュレーションの高度化・体系化 

③漂流物（コンテナ流出）調査 

 

○アンケート調査 

①釜石港湾事務所・釜石市 

②国土交通省都市局にデータ提供して頂いた 

・「地震時に対象地域内に所在」かつ「徒歩避難者」を満たす計１４６人を抽出・分析 

・避難手段で分けると、約７割が徒歩避難者 

・アンケートより、「６５歳以上率」及び「グループ歩行率」を徒歩避難者の属性として算出 

・２つの属性の平均値を、歩行速度を決定するパラメータとして避難シミュレーションに入力 

・避難距離が５００ｍ未満の避難者が約９割 

 

14:47～15:02 質疑  

Ｑ男性①：超高層の長周期地震動、新宿のビルが揺れている映像を見て驚いた。あれだけ揺れても

窓ガラスが割れなかったことに、超高層の地震設計が出来ることに驚いた。高層ビルでクリテ

ィカルにダメージがあるというのは、中の家具が揺れて窓ガラスを割って飛び出してくること

だと思うが、国交省として家具が揺れないようにガイドラインを決めたのか。 

Ａ大川：そこまではガイドラインにまだ決めていない。 

Ａ司会：ガラスについては人や家具がぶつかっても壊れないような性能が定められている。 

 

Ｑ男性①：橋梁の下部工まで流されたのに驚いた。支承が壊れた事はわかるが、上部工が流される

ときに下部工が引き倒されたのか、橋脚が先に洗掘されて流されたのか。 

Ａ片岡：上部工がなくなった状態では津波の力が小さくなってしまうので、下部工が流されること

はない。上部工に下部工が引き倒された形だ。 

 

Ｑ男性①：レーダの１０秒サンプリングと、１分サンプリングについて、もっとサンプリングを細

かくすると詳しくわかるのか、海洋レーダで津波のようすがわかるのか。 
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Ａ：レーダの出力をあげると、より遠くまで調べられると思う。サンプリングは細かくすればする

ほど良いように考えるが、波の状態を知るという観点では必ずしも細かい方がいいわけではな

く、１０秒サンプリング程度、数ｃｍのオーダーで波の形を把握できる。 

 

Ｑいであ株式会社 うえだ：湾内の副振動のグラフがよくわからなかった。湾内の副振動の周期は

いかほどか。 

Ａ高田： 

 

Ｑみやもと：避難行動のシミュレーション 行政レベルでは避難マニュアルが必要であろうと思う

が、研究レベルで取り組まれているのは、なぜか。 

Ａ高田：本省の担当官が避難のマニュアルを作ろうとしており、シミュレーションの成果など参考

にしていただき、本省と研究所が一緒になって検討している。 

 

15:02～15:15 休憩  

 

15:15～ セッション３ 地震・津波への対応（１） （国総研 河川研究部長 藤田光一）    

・最初の２題、「粘り強さ」をいかに実現していくか、これが大きな課題。海岸堤防の取組、防波

堤の取組を報告する。 

・津波の河川への遡上。ある意味、数値計算で何でもわかってきたと思わ

れてきたが、従来の数値計算で技術的な判断が出来ないような事象が出

てきた。海から入ってきた津波と河川から遡上してきた津波が相互に影

響し合う状況を報告。 

・最後は寒地特有のアイスジャム。氷板は重く、１０トンもあるものがあ

り、防災上重要な事象である。 

・ギリギリやっている部門と、これからの研究の途に着いたばかりの報告である。 

 

15:19～15:35 津波に対して粘り強く効果を発揮する海岸堤防の研究状況            

○報告者：国土技術政策総合研究所 河川研究部 海岸研究室 室長 諏訪義雄 

○昭和２８年伊勢湾高潮災害を契機に設計法が変わった 

・被災時の潮位に波高の２分の１を加えて設計していたものを、波返しに

近づいて高くなること、構造物にぶつかると高くなることを考慮した。 

 

○粘り強い構造の考え方 

・全壊までの時間を少しでも長くする 

・全壊に至る可能性を少しでも小さくする → そのために「構造上の工夫」を施すこと 

 

○留意事項 

・高流速の発生 
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・裏法尻の洗掘対策 

・不陸による不安定化 

・揚圧力への対応の必要性 

・浸透水に対する堤防裏法尻での対応 

・負圧への対応 

 

○今後の課題 

・波返工：必要な配筋量 

・裏法被覆工：コンクリート平張りの場合における揚圧力対策 

・堤体土：越流時の浸潤過程と空気圧上昇、被覆工の流失後の粘り強い構造 

・裏法尻：矢板による対処方法 

 

○津波防災地域づくり法への対応 

・津波浸水想定の設定の手引き 

・基準水位の設定法 

・津波防護施設の技術上の基準 

・特定開発行為の技術的基準 

 

15:35～15:52 防波堤の耐津波設計の基本的考え方                      

○報告書：国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾施設研究室 室長 

宮田正史 

・防波堤の耐津波設計ガイドライン（案）を１月に公表 

・越流に対する洗掘対策が 

・滑動安全率が概ね１．２を下回ると被災が発生 

・今後ガイドライン（案）を改訂予定。 

 

15:52～16:08 河川津波遡上の対策について                         

○報告者：国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室 室長 服部敦 

○津波対策の検討にあたり必要となる基本情報 

・河口からの距離に応じた津波の最高水位 

・津波の最大遡上距離 

・津波の流速 

 

○まとめおよび今後の方向性 

・河川への津波遡上に関する大型水理模型実験を行い、模型実験の再現性について現地データと

比較検証するとともに、河道地形、粗度を変化させて、それぞれの要因が津波遡上に与える影

響を分析するための基礎データを得た。 

• 今後は、津波遡上に関する模型実験データを蓄積し、津波遡上解析モデルとの比較から、解析
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モデルの改良に向けた課題を明らかにする。また、モデル改良に向けた検討も同時に進める。 

 

16:08～16:25 寒冷地の河川津波に関する研究                        

○報告者：土木研究所 寒地水圏研究グループ 寒地河川チーム 上席研究員 伊藤丹 

・１９５２年⼗勝沖地震（Ｍ８．２）による津波は春採川を遡上し、河川結氷を破壊し、氷板を

伴う氾濫⽔は住宅に被害を及ぼした。 

 

○現地調査結果 

・氷板によるゲート閉塞（十勝川） 

・氷板による樋門吐口閉塞 

 

○寒地河川チームの研究成果 

①漂流氷板の実態把握 

②漂流氷板の実験と計算モデルの開発 

③津波アイスジャムの計算モデルの開発 

 

16:25～16:37 質疑  

Ｑいであ うえはら：防波堤 津波に対しての設計の考え方 越波しなければ、エプロンが濡れな

ければいいのかと思うのだが。 

Ａ高田：防波堤の天端で津波を押さえるとの思想ではない。背後に波及するかどうかは考慮してい

ない。安定性を確保すること。 

 

Ｑ東洋建設 はしもと：粘り強い １３ｐ 越流水深 港内と港外の水頭差はわかっているのか。

防波堤の後ろの捨て石を、水中コンクリートを入れるなどしてつないだらどうか。 

Ａ宮田：水頭差のファクターは入っている。ガイドラインはいろいろな取り組みを各地方整備局で

行い、選択肢を増やして欲しい。 

 

土木研究センター かんだ：断面形状を考察されているが、平面形状は関係ないのか。凹型とか凸

型とか。 

Ａ那須：波の集まりやすい所かどうかなど、影響すると思う。 

Ａ宮田： 

 

パスコ みやもと：１月のガイドラインとは、津波防波堤は範疇に含まれているのか。 

Ａ宮田：範疇に入っている。 

 

Ｑ藤田：アイスジャム 家の被災の仕方など、概念を変える必要があるのか。 

Ａ伊藤：そういうことも含めて研究していきたい。 
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Ｑ藤田： 

Ａ：数百年に一度という津波に対しては維持管理上考えることは難しいが、検討していくべき。 

 

16:37～ 地震・津波への対応（２） （国土技術政策総合研究所 地震災害研究官 運上茂樹）  

・地震、津波への被害軽減策の検討である。 

 

 

 

 

 

16:39～16:56 東日本大震災による建築物被害を踏まえた対応について             

○報告者：国土技術政策総合研究所 建築研究部 基準認証システム研究室 室長 深井敦夫 

○浮力の取り扱い 

・女川町での転倒事例 開口部があり、水の浸入があると転倒していな

いビルがある → 開口部の開口率を勘案して水位上昇に応じた開口

部からの水の流入を考慮して算定することが出来る。 

 

○天井脱落対策に関する技術基準 

・安全上重要な天井：６ｍ超の高さにある、面積２００㎡超の吊り天井(※人に重大な危害を与え

るおそれの低いものを除く） 

・【目標】中地震で天井が損傷しないこと。（これにより、中地震を超える一定の地震においても

脱落の低減を図る。） 

 

○エスカレーター落下対策に関する技術基準 

・落下防止のための「かかり代」の確保 

現行：昇降高さ×1/100＋20mm以上 

試案：昇降高さ×1/40＋20mm以上 

 

○まとめと今後の取り組み 

・津波避難ビルの構造上の要件等の基準の整備 

・天井脱落防止対策  

・エスカレーターの脱落防止対策 

 

16:56～17:11 災害時における下水の排除・処理の確保に向けた取り組み            

○報告者：国土技術政策総合研究所 下水道研究部 下水処理研究室 室長 原田一郎 

○背景と目的 

・大規模災害の被災時に、衛生確保・水質保全を図るため、下水道機能を確保する必要 

・東日本大震災の被災処理場（１２０箇所）の復旧が急務 
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・他地域でも被災時の下水道機能の喪失に備える必要 

      ↓ 

・被災時に下水道機能を確保する具体策を明確化 

 

○災害時における下水の排除・処理に関する考え方（案） 

 

○下水道の震災対策に関する実施中の調査研究（紹介） 

 

17:11～17:28 津波作用により橋に生じる挙動の解明と対策                  

○報告者：土木研究所 橋梁構造研究グループ 上席研究員 星隈順一 

○津波の影響を受ける橋の挙動と抵抗特性に関する研究 

【研究の着眼点】 

・橋梁側の構造特性に着目し、津波の影響を受けにくくする構造的工夫、

津波の影響に対して抵抗特性が高まる構造的工夫の方向性を実験的に研

究 

・津波により上部構造が浸水しても流出しなかった橋の挙動メカニズムにも注目し、既設橋の合

理的な評価手法構築に活用 

 

○その他実施している研究内容 

①津波により橋に生じる挙動の評価 

②支承部の耐荷力の評価 

③津波の影響を受けにくくするための構造的工夫 

 

○津波の影響を受ける一般的な桁橋における構造的な配慮 

・津波により橋に生じる作用力に対する抵抗を高める観点 

・津波の影響を低減させる観点 

・機能回復のための応急復旧のしやすさの観点 

 

17:28～17:45 河川堤防の地震対策の高度化に向けた取組み                  

○報告者：土木研究所 地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム 上席研究員 佐々木哲也 

○指針類、地震対策事業への反映 

①河川構造物の耐震性能照査指針・解説 ２０１２年２月改訂 

②レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル ２０１２年２

月策定 

③河川堤防の震災復旧，地震対策事業への反映 

 

○まとめと今後の課題 

①東日本大震災を踏まえた対応 
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②河川堤防の耐震性照査手法の高度化 

③堤体液状化の対策工法の検討 

 

17:45～17:54 質疑  

Ｑ都市災害研究室 わたなべ：大きな疑問がありました。被災地でいろいろな話を聞いてきた。３

本の川が流れている地域で、高台に移転し、８ｍぐらいの堤防を作る。堤防を高く丈夫にする

と津波がより内陸へ遡上していくのではないか。環境に配慮した取り組みが必要ではないか。

暮らしをどう反映するのか、環境をどう共生していくのか、そのような研究はなかったのか。

堤防を高くすることでまちを守れるのか、次にまちを訪問したときに、どう答えればいいのか。 

Ａ運上：今日の報告には、質問のような内容の研究はなかったが、まちづくりについてはご助言も

しており、別の機会にまた紹介させていただきたい。 

 

Ｑ運上：考え方を出されたという事だが、考え方の位置づけは。 

Ａ原田：大学の有識者などとも一緒に検討をして提案した。指針への反映を今並行して進めている。 

 

Ｑ男性：津波の制御について取り組んでいる。渦が暴れるので力や構造物が被災する。渦をコント

ロールしようとの視点が土木の人なので無い。航空工学の分野にはさまざまな研究成果、ノウ

ハウがある。物足りなさを感じています。航空工学の分野ではいろいろな知見がすでにありま

す。 

Ａ星隈：流体の渦のことなど、取り入れて検討していきたい。 

 

17:54～17:57 閉会挨拶 土木研究所 理事長 魚本健人                    

・我が国は、陸地面積では世界の０．２５％、しかし地震のエネルギーは

世界の２０％。 

・いかにして国民の安全、社会基盤等々を確保するか。 

・大正１１年に土木研究所が出来、翌年に関東大震災。今回も９０周年を

迎える前に３・１１が起きた。 

・我々の研究はこれからも続き、我々の研究をいろいろな観点から、ご援

助、ご意見いただきたい。 

・今日は、遅くまで、ありがとうございました。 

－ 以上 － 

 


