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高知県地質調査業協会「技術講習会」 

日時：平成２５年４月２６日（金）１３：３０～１６：２７ 

場所：高知県立県民文化ホール グリーンホール 

共催：高知県地質調査業協会、公益社団法人高知県土木施工管

理技士会 

後援：高知県、高知市 

プログラム： 

○「東日本大震災の津波被害と南海トラフ巨大地震の備え」 

講師：東北大学災害科学国際研究所 災害リスク研究部門津波工学研究室 今井健太郎助教 

○「液状化の調査方法と対策工法について」 

講師：応用地質株式会社 東日本統括支社 エンジニアリング本部 地盤解析部 副部長 

澤田俊一（工学博士、技術士） 

内容： 

司会：ジオテク取締役 高橋大輔                              

・後援いただいた高知県の尾崎知事、奥谷土木部長、高知市の市長、防災部長に感謝。 

・講演を快諾いただいた東北大学の今井先生、応用地質の陣内部長にも感謝。 

・本日は、国や県などの行政、土木現場から多くの方々に参加いただいた。 

・２題の講演 「津波」と「液状化」 今が最新のテーマでもあり、大い

に参考になるものと思っている。「想定外を想定する」を胸に抱いて、本

日の講習会を受講いただきたい。 

・当会は、１９７３年に設立され今年で４８年目。高知県と災害支援協定

を結び、迅速な災害復興に努めるべく研鑽に取り組んでいる。 

・東日本大震災から、早２年と１ヶ月が経過した。死者１５，８８２人、行方不明の方２，６８

８人と、１８，５７０人もの方が犠牲となられた。 

・亡くなられた方々のご冥福と東北の速やかなる復興を願い、１分間の黙祷に協力ください。 

 

13:37～15:04 「東日本大震災の津波被害と南海トラフ巨大地震の備え」            

○講師：東北大学災害科学国際研究所 災害リスク研究部門津波工学研究室 今井健太郎助教 

 

＜１．東北地方太平洋沖地震について＞ 

○東北地方太平洋沖地震について 

・世界で１，９００年以降にＭ８．８以上の地震が７

つ Ｍ９．５のチリ地震が最大。 

・東北地方太平洋沖地震 Ｍ７．３の前震 Ｍ９．０

の本震。 

・津波高さ この表の各地で○ｍ以上と、観測機器が

振り切れて観測不能となっている。 
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○津波の波形 

・緩やかな盛り上がりの津波 プレートの深いところの動きによる。 

 ピント跳ねる津波 プレートの先っぽの浅いところの動きによる。 

・これまでの東北の津波は、陸地寄りのプレートの深いところの地震により起こっている。 

 

○東北地方太平洋沖地震の地震動特性と振動被害 

◇強震動特性 

・非常に長い継続時間 

・震度の大きい領域が広く分布 

・地震の揺れは、東北地方では二つの波群 関東では一つの波群 

 

◇振動被害 

・仙台市など東北の被害 

 卸町（おろしまち）ＲＣ造建物の被害、１４階建てのＳＲＣ造杭基礎建物の傾斜 ← 宮城県

沖地震でも被災していた建物 

・大空間建築物の天井の落下、非構造材の被害 

・免震装置自体の被害 

・地盤被害（造成宅地） 

・東北大学青葉山キャンパスの被害 理学部化学棟（火災）、その他の建物でも被災、全壊状態の

建物も 地すべりも発生 

 建物４角の柱が圧壊 

 

○振動被害が少なかった理由 

・津波生成域と強震動生成域の違い 

・建物に影響を与える振動数域のパワーはＭ７クラスと大きくなかった。 

・Ｍ７とＭ９の相違は揺れの強さよりも継続時間の違いとして現れている → 液状化や地盤被

害を大きくさせている。 

・建物に被害を起こさせる周期よりも短い周期が大きかった。 

 

○津波の伝搬 

・地震発生後約３０分後には第一波が三陸海岸に到達。 

・津波合同調査グループ 約６，０００箇所の調査 最大高さは約４０ｍ。 

・三陸沿岸 汀線から急激に津波高さが減少する。 

 仙台平野 汀線から２ｋｍほどまで津波高さは変化が少なく、内陸にまで到達。 

・航空写真から浸水域を瞬時に判読することが可能。それに標高を重ねることで浸水深を予測し、

被害を予測することができる。 
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○過去の津波との比較 

・仙台平野以南では今回の津波が圧倒的に大きい。 

 しかし、三陸沿岸では過去の津波と大差はない。 

 

○土砂や漂流物をともなった津波の陸上氾濫 

・沿岸域のがれきを巻き込み、土砂や漂流物を伴って、陸上を襲う。 

 

＜２．東日本大震災の被害＞ 

○人的被害の特徴 

・関東大震災における死因 火災が９割 → 延焼防止のため緑化などの整備が進められた 

 阪神淡路大震災 建物倒壊による圧死が８割 → 建物基準の改訂がなされた 

 東日本大震災 溺死が９割 → 早期避難しかない 

 

○津波による土砂移動 

・海浜砂の移動と砂州の崩壊。 

・入り江であった場所の砂州が崩壊され、海水が入り江に直接入ってくるようになった。 

・構造物背後の洗掘 堤防背後には津波の越流により大きな穴（池）が形成。 

・液状化による砂の噴出 吹き出した砂が津波で内陸側に移動し、堆積している → 津波痕跡

物から年代を推定することに誤差を生じさせる。 

・内陸部では砂よりも粒子の細かい泥が堆積している。 

 

○インフラの被害 

・海岸構造物の被害 人口砂丘が無くなってしまった。越流するまではこの砂丘は機能していた

はずだが、津波の越流により崩壊してしまった。 

・鉄道（宮城県亘理町） 浸水深６～１２ｍ 列車や軌道が被災。 

・燃料タンク（気仙沼市） ジョイントが外れることで燃料が漏れ、車にはバッテリーが積まれ

ているので火災が発生。 

・複合・火災 引火物の津波による拡散（ガス、灯油）。 

 

○河川遡上 

・大川小学校 海から３ｋｍほど離れていて、海は見えない場所だった。 

 

○ＲＣ構造物の転倒（宮城県女川市） 

・水位の急激な上昇による浮力の影響が重なり転倒。 

・津波流体力と浮力の複合作用。 

・液状化、浮力、津波波力に設計時に考慮が必要。 
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○建物の津波被害の特性 

◇建物の被害関数 

・被害程度の分類 小、中、大、全壊 

 津波の高さと被害程度を分析 地震後と、地域性がある。 

・構造種別分類 ＲＣ、木造、スティール 

 ＲＣは２０ｍの津波でも５割 木造は４ｍの津波で５割。 

・地形分類 平野、リアス式 

 リアス式は古い木造が多く、平野部には新しい木造家屋が多かった。 

 地形分類の影響だけとは言えない。 

 

＜３．復興への取り組み（宮城県石巻市の事例）＞ 

○石巻市の概要 

・宮城県第２の都市（人口１６万人） 

・主な産業は農業、漁業、工業 

・津波の経験が極端に少ない 最大の津波のチリ津波でさえ、港で少し潮があがっただけ。 

・江戸時代までは小さな漁港でしかなかった 江戸期以前の歴史は記録されていない。 

 

・津波の来襲前に大規模な地盤沈降が発生していた。最大に８０ｃｍの沈降。 

・死者行方不明者４千名、家屋被害２万３千棟 車で非難しようとしたことが被害を大きくした。 

 

○津波に強いまちづくり：インフラ整備（案） 

・海岸構造物の整備 

・道路の盛土（２線堤） 

・河川堤防整備 

・地盤のかさ上げ 

 

◇課題 

・軟弱地盤でのインフラ整備 沖積平野、ほとんどが砂地盤 

・民意 堤防高さの実体験、パース図 

 

＜４．今後の想定南海トラフ巨大地震＞ 

○南海トラフ巨大地震の履歴 

・南海トラフ巨大地震は、日本の中ではよくわかっている巨大地震の方。 

・歴史資料が多く残っている。 

・フィリピン海プレートが潜り込む領域。 

・昭和東南海、南海地震 ２年の時間差で発生。 

 安政南海地震 約３０時間の時間差で発生。 

 宝永地震 ほぼ同時に発生。 
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・地質学から分かる南海トラフ巨大地震の履歴 

・プレートの浅いところのずれは大きな津波の発生に寄与するので、考慮すべき → 震源域を

沖合に広げる。 

・高知市にとっては、プレートの浅いところの津波が無い方が、より浸水する。 

・流出・破壊した家屋がれきによる漂流物被害の可能性がある。 

・自動車も漂流 

 

＜５．津波研究の今後の展望＞ 

○津波波源 

・通常の地震連動 ＋ 津波地震の大連動 

・歴史を振り返り、歴史資料からメカニズムを推定。 

・１７０７年宝永地震 谷陵記の再解釈 「亡所」 

・スーパーコンピュータ”京”を使った統合シミュレーション 

・複合構造物による津波減災システム 黒マツ ＋ 土堤 ＋ 

・津波を想定した構造物設計とレイアウト。 

・自然力を活かした津波減災技術 屋敷林（並木）が資材の流出を防止。 

・観測データとシミュレーションのデータ同化による早期予測技術の確立 → 地震の情報を使

わず、観測データだけで予測を行う 

 

○まとめ 

・今回の震災の実態 

・防災機能評価 

   今までに何がやれてきたのか？ 

   何が今回機能し、何が機能しなかったのか？ 

・これからの津波減災のあり方 

 津波に対する防災レベルと減災レベル 

   リスクとどうやって向き合うか 

・被災地の復興の方向性 

   東南海・南海地震への備えとしてのあるべき姿 

     被災前のまちを取り戻すべきなのか 

     数百年後の将来を見据えたまちを考えていくのか 

 

15:04～15:15 休憩  

 

15:15～16:25 「液状化の調査方法と対策工法について」                   

○講師：応用地質株式会社 東日本統括支社 エンジニアリング本部 地盤解析部 副部長 澤田

俊一（工学博士、技術士） 
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○話題提供内容 

１． 地震被害（液状化被害） 

２． 液状化とは？（発生のメカニズム） 

３． ３．１１地震の関東での液状化被害 事例報告：東京湾沿岸部（浦安市） 

４． 地盤液状化対策 

５． 新しい地盤液状化調査技術の紹介 

 

＜１． 地震被害（液状化被害）＞ 

○日本における地震発生箇所 

・東北 太平洋プレートが年８ｃｍ動いている 東南海、南海 フィリピン海プレートが年３～

５ｃｍ動いている。 

・Ｍ６以上の地震が、日本で世界の２２％が起きている。 

 

○液状化 

・５０年前 昭和３９年新潟地震 最初は「流動化」と呼ばれた。 

・３０年前 昭和５８年 日本海中部地震 八郎潟、港湾施設に被害 

 

○設計指針（液状化判定法）類の変遷 

・港湾、道路橋、鉄道、建築の指針 

・「新潟地震」以降設けられ、日本海中部地震で検証 

 

・１８年前 兵庫県南部地震 死亡者の８３％が建物被害によるもの 

・１３年前 鳥取県西部地震 埋め立て地の液状化被害 

・１０年前 十勝沖地震 石油タンクの火災と液状化 長周期地震動により高層ビルに被害 

・ ９年前 新潟中越地震 斜面崩壊による道路・鉄道の寸断 

 新幹線が初めて地震によって脱線 

・ ５年前 岩手・宮城内陸地震 大規模崩壊 

・ ２年前 東北地方太平洋沖地震 液状化被害 大規模な停電、帰宅難民 

 

・海溝型地震による繰り返し回数、継続時間の長い地震 

 

○地震による被害のメカニズム 時間差で被害の起きるメカニズムが異なる 

・「慣性力」 水圧が上がり始める状況で、まだ地盤の強度がある 

・「液状化」 揺れのタイミングよりあと 

・「過剰間隙水圧消散」 ３～４日間消散にかかる 

 

○地震被害の要因 

・斜面崩壊（慣性力・液状化） 
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・構造物の倒壊（慣性力・液状化） 

・噴水・噴紗（液状化） 

・クラック・地割れ（液状化） 

・側方流動（液状化） 

・浮き上がり・抜け上がり（液状化） 

・不同沈下（液状化） 

・浸水・流出（液状化→津波） 

 

＜２． 液状化とは？＞ 

・液状化は、土要素及び地盤としての液状化に大別される。 

・土要素の液状化とは、固体状の土において、非排水条件下で地震等による繰り返しせん断応力

が作用して間隙水圧が蓄積することによって、有効拘束圧がほとんどゼロの状態となり、土が

液体状に変化する現象である。 

 

○液状化による流動被害 

・重たいところの下の地盤は液状化しにくい。その構造物のつま先や背後の液状化対策が重要。 

 

＜３． ３．１１関東地域での液状化被害 事例報告：東京湾沿岸部（浦安市）＞ 

・９６市町村で液状化被害 宅地の被害が多発 

 

○累積損傷度（液状化強度比） 

・道路橋 Ｍ８クラス：２０回、建築 Ｍ７．５クラス：１５回 

・繰り返し回数が多いことから、液状化強度比を下げるべき。 

 

○本震２９分後の余震による液状化 

・本震では液状化しなかった地盤が、８０ガルの余震で液状化に至る。 

・「３０年前の埋め立て地」は、安定化し、液状化しないと考えられていたが、今回の地震で液状

化した。 

・東京ディズニーランド 建物を建てるためにサンドコンパクションパイルで対策をしていたと

ころは沈下していない。 

 

○３．１１地震の再現計算 

・道路橋示方書の液状化判定法ではあわない、液状化が生じない 

・道路橋示方書より弱い液状化強度とする Ｎを２０回→１００回に 強度を０．８倍に 

                    余震の影響を考慮 

 

＜４． 地盤液状化対策＞ 

○液状化による被害の軽減の考え方 
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◇液状化の発生を抑制する対策（液状化対策） 

 ・締め固める（密度増大工法） 

 ・固化する・置き換える（固化・置換工法） 

 ・水を抜く（地下水位低下・間隙水圧消散工法） 

 ・地震力を抑制する（せん断変形抑制工法） 

◇液状化の発生を許す対策（ＢＣＰ：機能保持） 

◇被害を受けても代替施設で対応する（機能保持） 

◇被害を受けても保険で対応する（リスク移転） 

 

＜５． 新しい地盤液状化調査技術の紹介＞ 

○標準貫入試験 

・２０ｍ掘進するのにおおよそ３日間 

・土質分類までに約１０日間を要する 

 

○ピエゾ・ドライブ・コーン 

 ・新しい地盤調査技術（ＮＥＴＩＳ登録Ｎｏ．ＴＨ－１０００３２－Ａ） 

 

◇動的コーン貫入試験機を採用 

・反力不要・人力移動可能 → 機動力向上 

・調査時間の大幅短縮 → 調査コスト縮減 

・連続打撃 → 震度方向の分解能向上 

 

◇コーン先端で間隙水圧を測定 

・原位置のみで土質判定、液状化判定 → 室内試験不要（調査コスト縮減） 

 

・従来法と比べて、費用１／７、工期１／５ 

・機動性に優れ、施工性が良い 

・分解能が高い（進度方向に連続した情報） 

 

○宅地における液状化対策の考え方 

・構造物が軽いことから、液状化層の上部に非液状化層があると被害が生じにくい → 表層に

厚さ４ｍ程度の非液状化層があれば住宅に被害が生じない。 

・表層付近の地盤調査が重要。 

 

16:25～16:27 閉会挨拶  

・技術革新と情報提供に努め、精進していきますのでご支援、ご協力を。 

 

－ 以上 － 


